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1.

ProQuest データベース 新インターフェースのご紹介
デザインが一新され、より利用しやすくなりました！
ProQuest 社が提供するデータベースのインターフェースが新しくなりました。利用者の皆様からのフ
ィードバックや利用実態の分析に基づき、より利便性を高めるための改善がなされています。

2.

ProQuest 米国議会文書データベース

全面リニューアル

ProQuest 社の提供する米国議会文書データベース (ProQuest Congressional) は、ユーザーの利便性を
高めるため、2015 年夏にインターフェースを全面的にリニューアルしました。ソーシャルメディア上へ
の投稿を検索する機能など、新しい機能も加わってさらに使いやすくなった米国議会文書データベース
をご紹介します。

3.

英文メディアにしか記録されていない日本の歴史がある
The Japan Times Archives 1897-2014 1945 年～1960 年の別刷り特集から
1897 年創刊の The Japan Times のデータベース The Japan Times Archives。今回は戦後 15 年の間に発
行された別刷り特集を取り上げます。民主化、憲法など政治的な記事から、外国人読者を意識した季節
ごとの国内観光地の紹介など独自の特集に注目ください。

4.

19 世紀史料コレクション アーカイブ－ヨーロッパ文学 1790-1840 年：コルヴァイ・コレクション
Nineteenth Century Collections Online“European Literature, 1790-1840:
The Corvey Collection”
「長い 19 世紀」の文献から史料的価値の高いものをデジタル化した Nineteenth Century Collections
Online（NCCO）。11 回目の今回は「ヨーロッパ文学 1790－1840 年：コルヴァイ・コレクション」
アーカイブをご紹介します。

5.

昭和の読売新聞神奈川版に見出しとキーワード ヨミダス歴史館「昭和の地域版」の検索方法を拡充
読売新聞のデータベース、ヨミダス歴史館に昨年オプションサービスとしてリリースしました「昭和の
地域版」。今秋、その神奈川県版の見出し、キーワード検索が可能となり、より詳細な検索が可能にな
りました。

6.

ProQuest Dissertations & Theses Global
世界で最も包括的な博士号と修士号の学位論文データベース
世界最大の学位論文データベースの最近の話題をお届けします。
7 月に全世界でもっともアクセスされた博士論文は？／収録する国と地域の内訳／モスクワ大学ほ
か、世界の 9 大学の学位論文の提供を新たに開始

7.

【OCLC News 第 6 号】－OCLC に関する様々な情報をお届けいたします－
今号の特集記事は、7 月末に OCLC のディスカバリーサービスに新搭載された日本語コンテンツ
「JKBooks」のご紹介です。その他、WorldCat44 歳のバースデイ、共同体 OCLC の新たな試み
「Community Center」オープン、各国国立図書館と OCLC のパートナーシップについてもご案内
しています。

8.

世界中の地図情報・GIS データをお手元に！ EVG 社製作 GIS データのご案内（中国）
「新型都市化計画（2014～2020 年）」が発表され、都市化が加速する中国。
今回はその中国の精細な都市図、行政界データ、人口動態データをご紹介します。
KINOLINE は Web 上でも閲覧できます。
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ProQuest データベース 新インターフェースのご紹介
デザインが一新され、より利用しやすくなりました！
2015 年 8 月、ProQuest 社が提供するデータベースのインターフェース（ http://search.proquest.com ）が新
しくなりました。利用者の皆様からのフィードバックや利用実態の分析に基づき、より利便性を高めるための改善が
なされています。以下に新インターフェースの特長の一例をご紹介いたします。

◆アップグレードのポイント◆

・

レイアウトがシンプルになり、必要な情報や
機能が見つけやすくなりました。

トップページ・基本検索画面

・

より直感的で簡単な操作を可能にしました。

・

ドキュメントの表示が改善され、閲覧しやす
くなりました。

詳細検索画面
・利用の少なかった機能が整理され、シンプルなデザインとなりました。
・検索ボックスを従来より大きくするなど、見やすさ・使いやすさへの配慮がなされています。
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検索結果一覧画面

＊１
ファセット（絞込み機能）

＊１

は画面左側に表示され
ます。

＊２

＊２
書誌抄録/全文の表示
をタブで切り替えられる
ようになりました。

記事閲覧画面

※今回のアップグレードに伴いお客様に行っていただく作業はありません。URL に変更はなく、お客様ごとの設
定も旧インターフェースから引き継がれています。

◆携帯端末での利用にも対応しています。
サイズや配置を自動的に調整して表示します。

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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ProQuest 米国議会文書データベース

全面リニューアル

ProQuest 社の提供する米国議会文書データベース (ProQuest Congressional) は、ユーザーの利便性を高め
るため、2015 年夏にインターフェースを全面的にリニューアルしました。ソーシャルメディア上への投稿を
検索する機能など、新しい機能も加わってさらに使いやすくなった米国議会文書データベースをご紹介します。

インターフェースを全面的に刷新！よりシンプルに、直感的に利用できるようになりました。

簡易検索
日付指定

用語を探す

詳細検索

立法過程

法案

議会調査局報告書

公聴会

議員名から検索

ソーシャルメディア

新機能のご紹介
#1．多角的な調査を実現

*以下の新機能は、Basic Subscription の契約機関で利用できます。

―議員名から検索できる

―

上院・下院議員の名前を用いて、その議員の立法の実績、過去の投票の内容などを調べられるようになりまし
た。また、議会が Web 上で公開している議員のプロフィールへのリンクも提供します。

議員のプロフィールは
過去の議員も網羅

入力サポート機能付きで
使いやすい検索画面
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#2．米国の肉声を聞く

―ソーシャルメディア上への投稿を検索―

今日の米国の世相を読み解く上で重要な位置を占める、ソーシャル
メディア上に投稿されたテキストが検索できるようになりました。
政府の最新のプレスリリースや、上院・下院議員の公式アカウントか
ら Twitter や Facebook、YouTube、ブログなど様々なソーシャル
メディアに書き込まれた投稿を、一括で検索できます。
議員の日々の発言や、ソーシャルメディア上での議員と市民とのや
りとりなどをリアルタイムで知ることができ、今日の米国社会の問題
意識と、それに関する生きた言論を調査するのに適した機能です。
右：現職議員たちの SNS

#3．誰にでも分かりやすく

Bill

―データをインフォグラフィックで表示―

法案
法案の発議から成立（ないし廃案）までの
過程を、分かりやすく図で表示します。

関連情報もタブでかんたん表示

Vote Report

法案の要旨

各過程における文案

投票レポート
議会での投票の内訳を分かりやすく図で表示し
ます。全体の結果だけでなく、政党・議員ごとの
投票内訳も見ることができます。
図は 1990 年に上院で否決された銃規制に関する法
案の投票内訳。青は民主党、赤は共和党で、法案に
対する各政党のスタンスが一目で見て取れる。

関連情報もタブでかんたん表示

投票したすべての

法案の立案者

議員の名前と投票内容

学術研究機関向けに、1 カ月間のトライアルを承ります。最寄りの弊社営業所か、下記までお問い合わせください。

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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英文メディアにしか記録されていない日本の歴史がある

The Japan Times Archives 1897-2014
1945 年～1960 年の別刷り特集から
The Japan Times は、1897 年 3 月、伊藤博文、福沢諭吉の支援により、日本で初めて日本人が経営・編集する
英字新聞として創刊されました。以来 118 年にわたる紙面をデジタル化し、全文 OCR によるキーワード検索を可
能にしたのが The Japan Times Archives です。
今回は、戦後 15 年の間に発行された別刷り特集をいくつか紹介します。日々のニュースとは異なり、企画を立て
て作り込んだ別刷り特集は、まさに「ジャパンタイムズにしかない」コンテンツであると言えるでしょう。

■この時期の別刷り特集の特徴
●戦後の社会変革の中、「民主主義」の進展をテーマにした
●復興を始めた日本の産業を世界にアピール
●外国人読者を意識した季節ごとの国内観光地の紹介
●日本に対する海外からの投資の重要性を説いた
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■特集例１ A Year That Seemed Like a Decade
。
1946 年８月 10 日
第二次大戦の降伏からの１年で、民主化を目指す日本はど
う変わったかを論じ拡大版の社説。マッカーサーをはじめと
する占領軍を、「民主主義の生きた見本」として賛美してい
る。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■特集例２ DEMOCRATIZING JAPAN
。
1947 年２月 13 日
“American Observer” なる筆者による記事で、日本の民主
化を実現するためには、何より日本の歴史を知ることが大切
だと述べるなど、アメリカの取り組み方について記している。
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■特集例３ CONSTITUTION ESSAY CONTEST
。
1947 年５月３日
日本国憲法の施行に際して、日本はこれからどうあるべき
か、意見をエッセイの形で公募。上位２名の入賞者の作品を
紹介している。当時の日本人の生の声（９歳児の母親）、日
本国憲法への思い、希望が読み取れる。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■特集例４ PUBLIC OPINION SURVEY
。
1948 年６月３日
民主主義の導入に伴って、public opinion survey （世論調
査）という言葉が誕生した。新生日本の様々な生活の中で世
論調査が行われ、国民の意見が大切にされる世の中が到
来したことを記している。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■特集例５ Spring Tour Supplement
。
1958 年３月 14 日
総ページ数 32 に及ぶ特集で、広告が約２、３割を占める。関
東・関西の代表的な観光スポット紹介、東京のバスツアー、
日本の農村生活を楽しむアメリカ人の様子などが紹介され
ている。

2

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.36 no.5 (2015)

■特集例６ Japanese Businessmen Speak Out
。
1962 年 1 月 29 日
日本の政府首脳や企業トップたちが、対米貿易をはじめ、各
業界の展望、日本への投資など、40 ほどの経済問題につい
て論じた、総計 60 ページに及ぶシリーズの第一弾。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■特集例７ Foreigners Invest in Japanese Industries
。
1962 年９月 22 日
戦後 17 年を迎え、日本の産業も国際的な競争力をつけつ
つある中、海外からの投資が増えていることを伝えた特集。
1962 年 10 月 1 日、日本は輸入のほぼ 90％を自由化し、こ
れによって非政府組織からの投資が急増した年として記憶
されるだろうと記した。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■番外編 A-BOMB DECISION
。
1947 年２月 20 日
トルーマン大統領に近く、アメリカの原爆開発計画に当初か
らかかわり、日本への原爆投下を決定したヘンリー・スチム
ソン（終戦時は陸軍長官）。スチムソンはそのいきさつを米雑
誌に執筆、その記事の要約が掲載された。彼の言葉が、原
爆投下が戦争終結を早めたと考える根拠とされている。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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【『The Jap
pan Times
s Archives』商品概要
要】

検索
索画面

検索結
結果画面

※全
全文 OCR 検索
索：検索結果画
画面では検索
索キーワードが
が含まれる箇所を赤枠で囲
囲んでいます。
。

■収録年数：1897 年～2
2014 年、約 497, 175 頁
頁（2015 年 6 月現在）
2015 年以
以降は毎年 1 年ずつ更新
新予定
■販売形態：
＜購読型＞全
全紙面を電子
子化したオンラ
ライン版を年
年間契約で購読
読。
同時利用可
可能なアクセ
セス数をベース
スとし、年間契
契約で 1 アク
クセスから提供。
＜購入型＞全
全紙面を電子
子化した Blu--ray 版＋オン
ンライン版で販売。（一定期間ごとの購
購入が可能）
■動作環境：1024×768 pixels
p
or 128
80×1024 pixe
els
＜Windows＞
＞ Internet Explorer 8.x
x, 9.x, 10.x・G
Google Chro
ome 33.x・M
Mozilla Firefoox 27.x
＜Macintosh
h＞Safari 6.0.5
■認証方式：IP 認証型／
／ID・PASS ワード
ワ
掲載
載の商品・サービスに関す
するお申し込み
み、お問い合わ
わせは、株式会
会社 紀伊國
國屋書店 学術
術情報商品部
(電
電話：03-69100-0518、ファク
クス：03-6420-1359、e-ma il：online@kino
okuniya.co.jp) までお願い致
致します。
お預
預かりした個人情
情報は、弊社規定
定の「個人情報取扱方針」http://w
www.kinokuniya.c
co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り
り扱わせて頂きま
ます。
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19 世紀史料コレクション アーカイブ－ヨーロッパ文学 1790-1840 コルヴァイ・コレクション
European Literature, 1790-1840: The Corvey Collection
センゲージラーニング株式会社
世界有数の図書館、公文書館等が所蔵する 19 世紀の貴重な資料から史料的価値
の高いものをデジタル化して提供するデータベース、Nineteenth Century Collections
Online（NCCO）。今回は、” European Literature, 1790-1840: The Corvey Collection”
を取り上げます。

◆ヨーロッパロマン派文学屈指のコレクション
ドイツのヘッセ・ローテンベルク伯、ヴィクトール・アマデウスにより 19 世紀前半に蒐集され、コルヴァイ城に保存されて
きた 72,000 巻に及ぶコレクションが陽の目を見たことは、20 世紀後半の文学研究における最も重要な出来事の一つで
した。この驚くべき蔵書は、長く学者の眼に触れることはありませんでしたが、1970 年代後半に発見されると、パーダー
ボーン大学が収蔵作品の体系的目録の作成に着手、続いてベルザー社がマイクロフィルム化を進めました。とは言え、
蔵書とマイクロフィルムの存在がパーダーボーン大学の外に知られるようになるには、1990 年代を待たねばなりません
でした。1994 年、シェフィールド・ハラム大学とカーディフ大学がオリジナルの蔵書のうち英語作品を研究用に獲得しま
した。これらは 18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけて約 1,250 人の作家が残した約 3,250 作品で、総ページ数 200 万
ページに達します。ここに至って、コルヴァイ・コレクションは、英国ロマン派作品の最も重要なコレクションとみなされる
ようになりました。その学術的価値は、ロマン派時代に作家活動をしたイギリス人作家、とりわけ女性作家の非常に稀少
な刊行物、その中には文学史上未知の作品すら含まれますが、そういった作品が相当な数に上ることに示されていま
す。加えて、フランス語やドイツ語の作品も収録されていることも見逃すことはできません。

◆当時の文学界と文芸市場を再現するコレクション
イギリスロマン派と初期ヴィクトリア朝文学、並びにヨーロッパ大陸のロマン派文学を代表する作品を収蔵するコレクショ
ンとして、本コレクションは比類なきものです。収録作品の多くは、英国図書館やフランス国立図書館の目録にすら記
録されていません。とりわけ、散文作品の収集に優れ、マイナーヴァ・プレス（Minerva Press）のような人気を博し影響力
の大きかった出版社により刊行されたゴシック小説やロマンスが収められています。さらに、本コレクションは、ロマン派
文学の時代に大半の作品の売買がなされていた三大都市、ロンドン・パリ・ライプチヒにおける当時の文学市場の実態
を、スナップショットのように現代に伝えています。当時、コレクションを蒐集するに当たり、独自の眼をもたなかったこと
が、却って功を奏したのです。有名作家の作品も収録されていますが、より収録数が多いのは、歴史的に忘れられ、周
縁化されてきた作家の作品です。これら無名作家の生涯と作品は近年、文学界で再評価の機運が高まり、イギリスと大
陸のロマン派文学研究の行方を左右するまでに至っています。本コレクションの一次テクストに基づく研究が可能にな
れば、今後のロマン派文学の研究は活況を呈し、ロマン派文学の再評価に向けて重大な影響を及ぼすことが予想さ
れます。収蔵作品の多くは極めて稀少なものであるため、これらの作品を研究しようとする研究者は、様々な図書館や
文書館に足を運ばなければならないという問題に直面してきました。コルヴァイ・コレクションが NCCO に収録されたこ
とにより、この種の研究旅行の必要性は少なくなり、ロマン派文学に対する効率的なテクスト研究の促進が期待されま
す。

◆文学カノンに再考を迫るコレクション
イギリスロマン派文学は 2 世紀に亘り、5 人の詩人(ワズワース、コールリッジ、バイロン、シェリー、キーツ)と 1 人の小説
家（ウォルター・スコット）を代表とした男性作家による文学的事象である、と当然のこととして受け入れられてきました。
そのため、長く文学の正典として見なされてきた女性作家ジェイン・オースティンは、ロマン派時代に著作活動をしたに
もかかわらず、伝統的に 18 世紀の作家に分類されてきました。しかしながら、20 世紀の最後の 4 半世紀、イギリスロマ
1
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ン派文学研究に転機が訪れます。女性作家や労働者階級出身の作家の作品に光を当てる試みが、活況を呈し始め
たのです。女性作家の再評価により、イギリスロマン派の文学地図は書き換えられ、周縁化されてきた作品を学者や学
生が利用できるようになるにしたがい、ロマン派の再評価は真摯に取り組まれる文学プロジェクトになりました。さらに、
学者の眼は、女性作家と男性作家、職業作家と生計を立てるためにセンセーショナルなフィクションやロマンス作品を
発表した作家による大量の大衆文学にも向けられるようになります。コルヴァイ・コレクションは、ロマン派時代と初期ヴ
ィクトリア朝時代のイギリスとヨーロッパ大陸における文芸出版の実情と広がりを記録するドキュメントです。1820 年代と
1830 年代の出版物を多く収録しているという点では、文学史の上でこれまで移行期として十分に研究されてこなかっ
た時代に光が当てられることが期待されます。
＜著者名で検索した場合のヒット数～イギリス人作家を中心に～＞
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※ヒット件数は作品数とは異なります。作品数はヒット件数より少なくなります。
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掲載商品のすべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヵ月の無料トライアルを受け付けております。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部 雑誌・電子商品課
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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昭和の読売新聞神奈川版に見出しとキーワード
ヨミダス歴史館「昭和の地域版」の検索方法を拡充

◆昭和の地域版◆
ヨミダス歴史館は、明治からの読売新聞記事 1,300 万件以上がネットで読めるデータベースです。昨秋、オプショ
ン「昭和の地域版」を投入しました。昭和の地域版は、地域版のうち、マイクロフィルムの形態で残っている 1933 年（昭
和 8 年）以降の 276 万ページを電子画像としてデータ化したものです。全国紙では初めての試みです。
地域版とは新聞紙面の中で地域の身近な情報を伝えるページです。事件・事故はもちろん、県や市町村の予算、
選挙、お祭り、話題のスポット、地元で活躍する人物の横顔など、その街で生活する人が知っておきたい情報が満載で
す。記者は担当する地域に暮らしながら毎日ニュースを探しています。記者もその街の住民です。そのため、全国版に
比べ、読者と記者の距離が近く、暮らしに根ざした記事が多いのも魅力のひとつです。

◆神奈川県版にキーワード◆
「昭和の地域版」は、これまで見出しとキーワードで検索できるのは、東京、
千葉、埼玉県版のみでした。そこで今秋、ご要望の多かった神奈川県版の代
表版に見出しとキーワードを投入します。
読売新聞横浜支局は１９１４年（大正３年）８月１日に開設されました。読売新
聞初の地方支局です。以来 101 年にわたって、神奈川県内のニュースを追い
続けています。昭和の地域版では、このうち 1933 年（昭和８年）5 月 2 日から、
2001 年（平成 13 年）9 月 30 日までの約 12 万ページを、当時の紙面そのま
まの紙面画像で見ていただくことができます。

開設時の横浜支局（1914 年 8 月 1 日付）→
◆郷土を築いた人たち◆
地域版の魅力は郷土に対する愛情です。県内各地に張り巡らし
た取材網を生かし、きめ細かい情報を届けています。例えば、昭
和 26 年（1951 年）6 月～7 月に掲載された「郷土を築いた人たち」
という企画連載では、神奈川の発展に欠かすことができなかった
人物を計 25 回にわたって取り上げています。見出しを見るだけで
も、「大磯に初の海水浴場

寒村たちまちにして名声馳す」（1951

年 6 月 15 日付）、「大量生産で商品化

貝細工の父

（同 7 月４日付）、「世界の糸相場築く

渡辺伝七翁」

内妻まで売った相場師

“天下の糸平”田中平八」
（同 7 月 6 日付）と、神奈川の経済や文
化の礎を築いた人物を次々に紹介しています。

↑先人への尊敬の念が記事にあふれています（1951 年 6 月 15 日付）
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◆地域発展の経過を記録◆
街の発展の経過も詳しくつかむことができます。
「2,000,000」という連載
は横浜市の人口が 200 万人になった昭和 43 年（1968 年）4～5 月に掲載さ
れました。「全国一の人口増加率」を誇る都市が抱える課題を丹念に描いて
います。「横浜市郊外の素顔

ふえる“横浜の都民”

京」
（4 月 25 日付）、
「交通の渋滞チャンピオン
り

納税しても昼間は東

一日、五時間マヒ

高島通

立体のほか手なし」
（同 28 日付）と、急速な人口増加で様々な問題が出

ていたことがうかがえます。
人口が 300 万人に達した昭和 60 年（1985 年）12 月にも「300 万横浜の
素顔」という連載を始めています。
「スシ詰め道路
当たり行政
不満児

市バス、渋滞に拍車

ツケいま重く」
（12 月 5 日付）、
「足りない遊び場

高すぎる地価

場

増える欲求

手こまねく市」（同 10 日付）などを取り上げ、「巨

大ないなか町」と酷評されることもあると嘆いています。
ところで、どちらの連載もマンモス校について取り上げています。昭和
43 年の連載では「深刻な教室不足の悩み

講堂も間仕切り

ハイペースで

増える児童」
（5 月 2 日付）とし、
「昨年は、プレハブ教室二教室を建てたが
それでも足りない」小学校を取り上げています。一方、昭和 60 年の連載で
は「マンモス校

消えるプレハブ

児童減に転じ

独立校も増え」（12 月 4

日付）と、市内最大のマンモス中でプレハブ教室が不要になったことを伝え
ています。通学区内に二つの新設校ができることが理由ですが、記事では「増
える一方だった市内の児童数は 5 年前からやっと減少に転じた」とも書いて
います。“定点観測”することで、変化を敏感に感じ取っています。

㊤昭和 43 年の連載 ㊦昭和 60 年の連載。“定点観測”で見えてくるものがある↑
◆全国ニュースはより詳しく◆
全国ニュースになった記事も地域版なら、さらに詳しく知ることができます。昭和 38 年（1963 年）11
月 9 日に起きた横須賀線鶴見事故は「国鉄と炭鉱・相次ぎ大惨事」という見出しで一面（10 日付）に載って
います。同じ日に三池炭鉱事故も起きたためです。一方、地域版では紙面のほとんどを横須賀線鶴見事故の報
道にあて「血まみれの現場

必死の救出作業

座席もタンカに

走り回る救急車

米兵や寝間着の市民」と現

場の様子を生々しく伝えています。
平成 11 年（1999 年）5 月 20 日の川崎公害訴訟和解では、地域版は 21 日付で「苦節 17 年、よく頑張った」
と原告らの勝利集会の様子を伝え、さらに「街再生への出発」というタイトルで３回の連載を始めています。
次世代への継承をどうするか、今後は市役所の手腕が問われることなど、課題を掘り下げた内容になっていま
す。このように全国ニュースも、地域版ではさらに情報量が豊富なので、より深く知ることができます。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm にのっとり、取り扱わせていただきます。
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ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) Global
世界で最も包括的な博士号と修士号の学位論文データベース

この世界は、ただ我々の想像力のための
キャンバスである
ヘンリー・デイヴィッド・ソロー

毎週 1,700 件以上の論文を追加

世界の最新の
研究動向を反映

先行研究の把握や分野の概観に最適

学部生
大学院生
指導に
学位論文を
世界でもっとも
包括的に提供

出版されることの少ない資料です

7 月にもっともアクセスされた博士論文は？

Fundamental studies of friction-stir welding

PQDT Global は全世界 3,000 以上の機関で利用さ

(FSW) of magnesium alloys to 6061-T6
aluminum and FSW of dissimilar magnesium
alloys

れており、年間で 2 億回以上検索されています。
ProQuest によると、2015 年 7 月にもっともアク

Somasekharan, Anand Chandrika,
The University of Texas at El Paso, 2005,
Ph.D. Subject: Materials science

セス数の多かった博士論文は、2005 年にテキサス
大学エルパソ校に提出された、材料科学に関する左
の論文でした。
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成長を続けるデータベース
PQDT Global には、全世界 2,600 以上の大学が学位論
文を提供しており、その中には世界の著名な大学が多く
名を連ねています。

PQDT
Global

PQDT Global に論文を提供する大学は増加を続けてお
り、近年はヨーロッパ、アジアなど、北米以外の地域の
機関からの提供が特に増えています。
右：論文提供機関の地域内訳 (2015 年 8 月現在)

PQDT Global に学位論文を提供する大学（例）
Massachusetts Institute of Technology

California Institute of Technology

香港大学

University of Cambridge

Princeton University

香港科技大学

Imperial College London

Yale University

北京大学

Harvard University

University of Chicago

清華大学

University of Oxford

University of Pennsylvania

復旦大学

Stanford University

Columbia University

中国科学技術大学

など

※提供される分野、形式（全文／書誌抄録）は大学により異なります。

モスクワ大学ほか、世界の 9 大学の学位論文の提供を開始
2015 年夏から新たに PQDT Global に学位論文を提供する
大学と、対象分野をご紹介します。
¾

モスクワ大学（Lomonosov Moscow State University、世界的にも知られるロシアの国立総合大学）
／物理学、数学、自然科学など

¾

ニカラグア中央大学 (Universidad Central de Nicaragua) ／経営学、教育学、環境学

¾

グジャラート大学 (Gujarat University、インド) ／哲学と医学

¾

公立健康科学大学 (University of Health Sciences、インド)／近代医学、アーユルヴェーダ、ユナニ、ヨ
ガ、自然療法といったインドの伝統医学

¾

聖ベニルデ ラ・サール大学 (De La Salle-College of Saint Benilde、フィリピン)／学術、職業指導

¾

デルタ州立大学 (Delta State University、ナイジェリア) ／芸術、科学、農業

¾

南フロリダ大学 (Florida Southern College、フロリダ最古の私立大学) ／教育的リーダーシップと看護学

¾

公立クラリオン・ペンシルベニア大学 (Clarion University of Pennsylvania) ／教育学、図書館学、看護学

¾

メシア大学 (Messiah College、ペンシルバニアのキリスト教系大学)／経営学、教育学

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社

紀伊國屋書店 学術情報商品部

(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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第６号
商品情報をはじめ、OCLC に関する様々な情報をご案内致します。

●○Topics○ ●
WorldCat Discovery Services でネットアドバンス社の JKBooks が検索可能になりました！
このたび、ネットアドバンス社の電子書籍データベース「JKBooks」のメタデータが OCLC の Central Index
に搭載されました。ネットアドバンス社の許諾を受けた下記コレクションの収録記事 108,453 件が、無料公
開のグローバル図書館共同目録サイト「WorldCat.org」および OCLC の Web スケールディスカバリーサービ
ス「WorldCat Discovery Services / WorldCat Local」から検索頂けます。ネットアドバンス社コンテンツの
Central Index 搭載は、JapanKnowledge Lib に次いで今回が 2 件目となります。

1.



太陽 1（明 28-36）



校友会雑誌



太陽 2（明 34-39）



近代作家原稿集（樗陰旧蔵）



太陽 3（明 40-大 1）



風俗画報



文芸倶楽部 1（明 28-明 33）



群書類従



文芸倶楽部 2（明 34-明 39）



続群書類従



文芸倶楽部 3（明 40-大 1）



続々群書類従

利用者は、
「WorldCat.org」および「WorldCat Discovery Services / WorldCat Local」プラットフォー
ムから、JKBooks に収録された各記事の書誌情報を JKBooks の契約有無に関わらず検索、閲覧するこ
とができます。検索結果には、記事本文の一部（スニペット）も表示されます。

2.

所属する機関が JKBooks を契約していれば、検索結果に表示されたリンクから、JKBooks 本体の記事
全文情報までシームレスにたどり着くことができます。

記事本文へのリンクを表示

記事本文の一部（スニペット）を表示
JKBooks ご契約機関の IP アドレス内であれば、
記事本文へそのままアクセス
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●○ニュースレター“OCLC Abstracts”より○ ●
WorldCat、44 歳のお誕生日おめでとう！
1971 年 8 月 26 日、児童向け英語書籍「The Rand-McNally Book of Favorite
Pastimes 」の 書誌 ・所蔵 情報 が登 録さ れた とこ ろか ら、 図書 館共 同目 録
WorldCat の歴史は始まりました。この資料の OCLC 番号は 1。OCLC はいま
や 3 億 4,700 万件の書誌レコードを有する巨大データベースに育った貴重な財
産の 44 周年を祝うとともに、レコードの作成や改善に貢献してきた世界中の
図書館員に感謝の意を表しています。WorldCat に初めて登録された記念すべ
き資料は、WorldCat.org や OCLC の CONTENTdm からご覧いただけます。
OCLC Community Center がオープン
OCLC は、WorldCat Discovery Services や WorldShare
ILL 他のサービスを利用する図書館のスタッフが①最
新ニュースや製品アップデート、イベント案内等の必要
情報を一挙に入手し、②他の利用館と議論あるいは有益
な情報を共有し、③フィードバックや提案を OCLC の
スタッフに直接伝えることのできる場として、新たに
Community Center というサイトを立ち上げました。サ
ービス利用館は、WorldCat Discovery Services スタッ
フアカウントもしくは WorldShare ILL ログインアカウントにて、各コミュニティにログイン頂けます。（当
記事の詳細はこちらから≫）

●○今号の数字○●
WorldCat にデータを提供している国立図書館数….

各国の国立図書館は、世界的な図書館共同体である
OCLC において非常に重要な役割を担う存在です。
WorldCat に初めて書誌・所蔵レコードを搭載した米
国外の図書館は英国図書館で、1985 年のことでした。
それから 30 年が経った 2015 年現在、世界 45 の国立

45

図書館が所蔵するデジタル画像や文書ファイル、書誌
レコード等を含む各国の様々なコレクション情報を WorldCat で公開しており、所蔵レコード数は全部で
9,500 万件以上にのぼります。図書館にとって特に重要なのは、これにより、各国の文化的な遺産や功績、あ
るいはその国らしさを伝える様々な資料の情報が、Web 上で一般公開されている検索サイト WorldCat.org
を通して世界中の人々から発見して貰えるようになるということです。
OCLC と各国国立図書館とのパートナーシップの歴史については、こちらの簡易年表からご覧いただけます。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み・お問い合わせは…
株式会社紀伊國屋書店 学術情報商品部 OCLC センター [ http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/ ]
電話：03-6910-0516 ファクス：03-6420-1359 e-mail：oclc@kinokuniya.co.jp までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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世界中の地図情報・GIS データをお手元に
EVG 社製作 GIS データのご案内／中国
世界的に非常に高い評価をいただいております EVG（East View Geospatial）社の GIS
製品の中から、今回は都市化が加速する中国に関する製品群をご紹介いたします。

◆中国の都市域地図データ（China Settlement Vector Data）◆
中国の主要 69 都市を 1：2,000 という超大縮尺で作成したベクターデータです。都市の建造物、施設は細大漏らさずデ
ータ化されており、交通網、土地利用および土地被覆状況も正確に把握できます。各都市の図化範囲は中心部の約
10km 四方で（都市によりばらつきあり）、今までは入手できなかった、都市関連の研究には最適な、中国の大縮尺都市
図です。建造物の高さデータ（Z 値）は入っていませんが、人工衛星のステレオペアデータ（別途ご提供可能）から高さ
データを作成し、建造物に位置合わせすることが可能です。
※ この商品は、大学等のアカデミック限定でのご提供となります。

データサンプル（北京 1）

北京

インデックスマップ

データサンプル（北京 2）
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◆最新版 中国第三行政界データ◆
行政区分の情報が不足している中国の全域を、
第三行政界＝県レベルで網羅したデータです。
最も信頼性が高いデータとしてご利用いただけます。
チャイナ・データ・センターなどから提供されている
中国の統計データを空間統合する際にも最適で、
ベースマップの１つとして幅広い活用が可能です。
データ形式は GIS 対応のポリゴンデータ（ベクター）
です。右の図はその表示例（北京市）です。

◆LandScan（ランドスキャン）◆
米国オークリッジ研究所が作成し、世界中の人口動態データとして最も権威のある「ランドスキャン」を
EVG 社が GIS 化しました。リモートセンシング技術を駆使した
（国勢調査に依らない）リアルな人口データとして高く
評価されています。
データは 30 秒（約 1km）単位で集計されており、
地球規模での分析が可能な“グローバルデータ”と、
国・地域ごとの購入が可能な“国別データ”をご用意
しています。また、過去のデータは 2000 年分から
取り揃えています。右の図は“国別データ「中国」”の表示例です。

◆関連商品◆
・China Data Online（中国統計・国勢調査オンライン・データベース）
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/chinadataonline/chinadataonline_hp_rv.htm
・旧ソ連軍作成地形図／AMS（旧アメリカ陸軍地図局）作成地形図 （中国もカバーしています。）
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/kinoline/1305_01.pdf
・アメリカ国家地球空間情報局（NGA）航空地形図 （中国もカバーしています。）
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/kinoline/1303_06.pdf
・中国人民解放軍作成海図
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/kinoline/1504_01.pdf
・旧ソ連軍作成都市地形図（Soviet Military City Plans）
詳細は別途ご照会下さい。右の図は北京（1:25,000）のサンプルです。

◆ご注文にあたって◆
ご注文の際は、該当のインデックスマップ（販売上の区画を記した図）
をお送りいたしますので、インデックスマップ上のご希望のシート番号を
お知らせ下さい。まずは見積もり金額をご提示いたします。
掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。
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