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本日のセッションの内容
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1. ABI/INFORM & Political Science について

2. ABI/INFORM & Political Science のアクセス方法

3. ABI/INFORM & Political Science の検索方法

4. 参考文献リストの作成

5. 追加情報とお問い合わせ先



1. ABI/INFORM & Political Science

について
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• ABI/INFORM Collectionは、ビジネス・経営分野のあらゆる領域を網羅した

データベースです。

• 40年以上の歴史を持ち、世界中の研究者の皆様に一貫して高品質な索引情報

を提供し続けてきました。その収録範囲は学術雑誌はもちろん、業界紙や

ローカル誌まで幅広く網羅しています。

• 近年は学位論文やケーススタディ、

レポート類、年次報告書など、

逐次刊行物以外のコンテンツも積極的

に収録し、ご利用の皆様のビジネス

情報収集を多角的に支援いたします。

ABI/INFORM Collection とは？

分野：ビジネス、経営、経済関連



主要学術雑誌: 出版社



主要学術雑誌: タイトル



学術雑誌以外のコンテンツ: 主要雑誌と新聞
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8

“One of the most read 

journals in the world”
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2018年から、イメージPDFとして利用
できるようになりました！

ABI/INFORM ピックアップ The Economist



550,000 本を全文で提供

50,000 本を全文で提供

14,000 を全文で提供学会の会議録

学位論文

ワーキングペーパー
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最新の学術研究が出版されるまで、
査読のプロセスを得ると 2～3年間の月日がかかります
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• 著名な調査会社による1000以上の企業についてのプロフィール及びSWOTなど分析情報

• 業界レポート

• 各国リスクレポート

その他収録情報：市場調査レポート



• 3,000を超えるビジネスケーススタディ（全文）

• 理論と実践双方の視点を学生に提供
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その他収録情報：ケーススタディ
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• ABI/INFORM Collectionの収録タイトルのリストは、基本検索画面から

ダウンロードすることが可能です。

ABI/INFORM Collectionとは？
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• Political Science Database は政治学、公共政策学そして国際関係学に関する

文献を提供するデータベースです。学術誌に掲載された論文に加えて、博士

論文、ワーキングペーパー、カンファレンス・プロシーディング、国別のレ

ポート、政策白書など、多様な文献を収録しています。

• 政治学の分野で著名なWorldwide Political Science Abstractsが収録する多く

のタイトルを全文で提供します。

• 著名な収録タイトル：

American Political Science Review, Foreign Affairs, Journal of Political 

Behavior, Journal of Public Policy, and Perspectives on Politics。

Political Science Databaseとは？
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• Political Science Databaseの収録タイトルのリストは、基本検索画面から

ダウンロードすることが可能です。

Political Science Databaseとは？



2. ABI/INFORM & Political Science

のアクセス方法



アクセス方法
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•大学のネットワークに接続された端末からアクセスしてください。

•図書館ホームページ：https://www.fcu.ac.jp/lib/index.html ⇒

画面右上［データベース・電子書籍］⇒［データベース］⇒

［ABI/INFORM］または［Political Science］

https://www.fcu.ac.jp/lib/index.html


図書館のデータベースと無料のインターネット情報の違い
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【深層ウェブと学術情報】

学術論文をはじめとする学術情報や専門情報の多く

は、深層ウェブ（Deep Web）と呼ばれるオンライン

領域に存在するため、表層ウェブの内容のみを検索

対象とする Google、Yahoo、Bing、Baidu、Twitter

などでは検索することができません。

研究テーマに応じて必要な情報源を想定し、図書館

の冊子体資料や学術データベースなどのツールを

適宜使いこなすようにしましょう。

ペイウォール（有料の壁）
または他の認証システム

参考 - Sanchez, M. (n.d.). Pumerantz Library Research Guides: Deep Web: 

What is the deep web? Retrieved May 9, 2021, from 

https://westernu.libguides.com/c.php?g=725547&p=5179700

https://westernu.libguides.com/c.php?g=725547&p=5179700


ProQuest インターフェース言語の変更方法
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•画面右上の クリック⇒［日本語］で言語選択画面を展開

•英語（オリジナル）など、複数の言語が選択可能です。



3. ABI/INFORM & Political Science

の検索方法



ホーム画面から基本検索
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検索例題 1： Pandemic（パンデミック）で検索してみましょう。

• 検索ボックスにキーワードを入れて基本検索を行います。



フィルターで結果を絞り込み
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検索例題 2： 検索例題 1 の結果を絞り込みます。

• 2021年に出版された査読済みの学術雑誌記事のなかから、

［主題］が［Employment］（雇用）のものを表示してみましょう。
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絞り込みの手順①：［絞込み］⇒［全文］をクリック

フィルターで結果を絞り込み
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絞り込みの手順②：［発信元のタイプ］⇒［学術誌］

• 学術誌に絞る込む前に、［詳細 >］をクリックし、他にどのような形態の

資料が収録されているか、確認してみましょう。

フィルターで結果を絞り込み
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絞り込みの手順③：［絞込み］⇒［査読済み］

フィルターで結果を絞り込み



査読とは何か?
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査読（さどく、英: peer review、ピア・レビュー）とは、

研究者仲間や同分野の専門家による評価や検証のことである。

研究者が学術雑誌に投稿した論文が掲載される前に行われる。

研究助成団体に研究費を申請する際のそれも指すことがある。

審査（しんさ refereeing）とも呼ばれることがある。

査読 IN Wikipedia. Retrieved May 19th, 2021 from https://ja.wikipedia.org/wiki/査読

https://ja.wikipedia.org/wiki/査読


査読とは何か?
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査読制度（referee system; peer review）

学術雑誌に投稿された論文の内容を査読者（referee）が審査し、当該雑誌に

掲載するか否かを判定する制度. レフェリー制度, 審査制ともいう. この制度に

よって, 投稿論文と著者は専門的承認を受け, 一方学術雑誌は質を維持すること

ができる. 査読は, 雑誌の編集委員や投稿論文の内容に詳しい専門家に依頼する. 

審査を構成に行うために, 論文の著者と査読者の両者に互いの氏名を知らせず, 

投稿論文を審査し, それに応じた書き直しを求める場合が多い. 査読の結果却下

される件数は, 学問分野によって多少異なるが, 図書を主要な発表手段として

いる人文科学においても, この却下率は高い.

出典：日本図書館情報学会用語辞典編集委員会.図書館情報学用語辞典, 第4版 ed.: 丸善出版, 2013.
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絞り込みの手順④：［出版日］⇒［日付範囲を入力］⇒［開始：2021］

フィルターで結果を絞り込み
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絞り込みの手順⑤：［主題］フィルターを展開 ⇒［詳細 >］をクリック

⇒［Employment］を選択し、［適用］をクリックします。

［主題］をクリックすると、

［件数］から［主題］の

アルファベット順に並べ替

えをすることができます。

フィルターで結果を絞り込み
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• 各記事の右下［抄録を表示］をクリックして展開します。

• 研究テーマとの関連を効率よく確認することができます。

文献の抄録（要約）を確認する
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• テキスト形式の抄録と全文は英語から日本語への機械翻訳が可能です。

テキストの機械翻訳機能
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• テキスト形式の全文は機械による本文の読み上げが可能です。

テキストの読み上げ（スピーチ）機能
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絞り込みの手順⑥：適用した絞込みは をクリックすると容易に外す

ことができます。＝様々な項目で絞り込みを試して、より関連性の高い

コンテンツに効率よくアクセスすることができます。

フィルターで結果を絞り込み



ブール論理演算子 #1 – AND検索 & 完全一致（フレーズ）検索
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検索例題 3： Basic Income（ベーシックインカム）で検索します。

• AND検索と完全一致検索の違いを見てみましょう.

• AND検索： basic AND income または basic income と続けて2つの単語を

検索ボックスに入力します。

• 演算子 AND は大文字で入力します。

• 完全一致検索： “basic income” のように、2つの単語を “ ”で括り、

検索します。



AND検索とは？
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AND検索の検索範囲

Aという単語とBという単語の
両方がコンテンツに含まれて
いるものを検索する。

AND検索のイメージ

‘Basic’ という単語と、 ‘Income’ 

という単語の両方が必ずコンテン
ツ内の（どこかに）含まれている。

…...basic.……..………...

……………….…income….

…



完全一致検索とは？
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完全一致検索のイメージ

Basic Income という、 “ ” で
括った複数単語が、一つの単語
として扱われて検索される。

【完全一致検索の例】

◼ “discourse analysis”

◼ “gender equality”

◼ “internet of things”

◼ “gravitational wave”

◼ “to be, or not to be”

Basic income….…

…basic income….….....

.……………basic income…



ProQuestのインデックスについて

• OPACなどの文献情報検索とProQuest など“全文（フルテキスト）データベー

ス”の検索の違い
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OPAC検索（蔵書検索）

• 書籍や雑誌の書誌情報（文献情報）のみを検索し、本文自体
は検索対象にはなりません。

• CiNii（初期設定）、PubMed、 “文献情報データベース
（A&I）”と呼ばれるものも同様です。

全文データベース検索

• 書誌情報に加えて、コンテンツの本文も検索対象に
含まれます。

• 電子書籍や、多くの海外コンテンツのデータベース
が全文（フルテキスト）データベースです。
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検索例題 4： Climate Change（気候変動） または Climate Crisis 

（気候危機）いずれかの単語を含んだコンテンツを検索します。

• OR 検索：“climate change” OR “climate crisis” のように、

2つのキーワードを OR で前後につなぎます。

ブール論理演算子 #2 – OR検索



OR検索とは？
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Aという単語またはBという単語
のどちらかがコンテンツに含まれ
ているものを検索する。

‘Climate Change’または ‘Climate

Crisis’という単語がコンテンツに含ま
れているものであれば、全て結果とし
て表示する。

Climate Change…..

OR

..…Climate Crisis

OR検索の検索範囲 OR検索のイメージ



AND検索とは？

39

Climate Change……..

…..…..…Climate Crisis

AND検索の検索範囲 AND検索のイメージ

Aという単語とBという単語の
両方がコンテンツに含まれて
いるものを検索する。

‘Climate Change’という単語と、‘Climate

Crisis’という単語の両方が必ずコンテンツ
内の（どこかに）含まれている。
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ブール論理演算子 #2 – NOT検索

検索例題 5：Clean Energy（クリーンエネルギー）を含むが、

Nuclear（核）は含まない記事を検索してみましょう。

• NOT 検索：“clean energy” NOT nuclear のように、

2つのキーワードを NOT で前後につなぎます。



NOT検索とは？
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Aという単語が含まれたコン
テンツのなかから、Bという
単語が含まれていないもの
を検索する。

クリーンエネルギーに関するコンテ
ンツだが、 核（Nuclear）という単語
は本文に全く含まれていない。

The electricity generation

wind turbines has increased

dramatically for the last

15 years.

NOT検索の検索範囲 NOT検索のイメージ



著者名で検索
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検索例題 6： Lawrence Summers 教授による記事を検索します。

• 画面左上［詳細検索］を開く⇒検索ボックスに Summers, Lawrence と入力

⇒ 右側のプルダウンメニューを［著者 - AU］に変更して検索します。

• 多くの学術データベースでは名前を Surname, First Name の順で入力



テキスト検索と主題（件名）検索の違い
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検索例題 7： Leadership（リーダーシップ）という単語で、

テキスト検索と主題（件名）検索を比較します。

• 主題検索をするには、［詳細検索］を展開⇒ leadership と入力

⇒プルダウンメニューを［件名標目 – MAINSUBJECT］に変更して検索



テキスト検索と主題（件名）検索の違い
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テキスト検索 主題検索

Leadership……,………...

本文（テキスト）内に、検索した
キーワードの記述が実際にある。
しかし、内容は別のテーマについ
て書かれているかもしれない。

本文（テキスト）内に、検索語の記述
がない場合もある。しかし、本文の内
容は検索語に関連するものであると、
“主題タグ”が付けられている。

is the most important task

Building the pipeline for the  

next generation of leaders

of the CEOs



主題の類語・関連語を探す
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検索例題 8： Product Development（製品開発）の類語と関連語を

検索してみましょう。

• ［詳細検索］⇒見出しの右側にある［シソーラス（関連語）］をクリック

• 主題をキーワードで検索、または検索窓下のディレクトリから閲覧します。



主題の類語・関連語を探す
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• シソーラスで検索された主題の右隣にあるフォルダをクリックすると、関連語

（類語）が表示されます。

• 関連語とあわせて検索したい場合は、用語の左隣にあるチェックボックスに

チェックを入れ、［検索への追加］をクリックします。



主題の類語・関連語を探す
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• 検索された主題をクリックすると、［上位語］と［下位語］が表示されます。

（何れも存在しない場合は表示されません。）

• 下位語も含めて検索したい場合は、両方の用語のチェックボックスにチェック

を入れ、［検索への追加］をクリック。
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検索例題 9：新聞業界に関する査読済みの学術誌記事のなかから、

タイトルに Internet（インターネット）または Digital（デジタル）が

含まれたもので、過去5年間に出版されたものを検索してみましょう。

• ABI/INFORM Collection 内の詳細検索画面にある［NAICS コード］

を利用して検索をします。

• NAICS = “North American Industry Classification System”

業種分類（NAICSコード）を用いて検索する
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業種分類（NAICSコード）を用いて検索する
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検索例題 9：新聞業界に関する査読済みの学術誌記事のなかから、

タイトルに Internet（インターネット）または Digital（デジタル）が

含まれたもので、過去5年間に出版されたものを検索してみましょう。

• 記事タイトル – TI：Internet OR Digital

• 絞込み：全文 & 査読済み

• 出版日：この日付より後 – 6月16日2016年

• NAICS コード：“Newspaper Publishers” = 51111

• リソースタイプ：Scholarly Journals

業種分類（NAICSコード）を用いて検索する



NEAR & PRE の演算子で近接検索
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検索例題 10：Innovation（イノベーション）と Productivity Growth

（生産性向上）の両方が前後5ワード以内に記述がある記事を検索

• A NEAR/# B （‘#’はAからBまでの文字数を入力）

• 入力方法： “productivity growth” NEAR/5 innovation

➢上記の入力により、Productivity Growth という単語の前後5ワード以内に、

Innovation という単語が記述された記事を検索します。

➢‘NEAR’ has to be entered in CAPITAL LETTERS.

➢A PRE/# B ⇒ キーワード A がキーワード B の#ワード以上前に記述がある



特定の出版物にアクセスする
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•学術雑誌や新聞のタイトルで検索するには、基本検索画面の

［出版物］タブ、または画面上左側メニューの［出版物］を

クリックして、出版物検索の画面を開いてください。



特定の出版物にアクセスする – ABI/INFORM
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検索例題 11：The Economist誌の最新号を検索してみましょう。

• 画面左メニュー内の［出版物］をクリックし、タイトル名で検索をします。

特定の号にアクセスしたり、タイトル内
でキーワード検索することも可能です。



特定の出版物にアクセスする – Political Science
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検索例題 12：Foreign Affairs 誌の最新号を検索してみましょう。

• 画面左メニュー内の［出版物］をクリックし、タイトル名で検索をします。

特定の号にアクセスしたり、タイトル内
でキーワード検索することも可能です。



特定の出版物内で検索する – ABI/INFORM

55

検索例題 13： Wall Street Journal 誌による記事のなかから、

タイトルにJapanではじまる単語が含まれたものを検索

①［出版物］⇒Wall Street Journal で検索
します。

②［この出版物内を検索］⇒［詳細検索］
をクリックします。

③ すべてのフィールド： pubid(40644) 

④ 記事タイトル： Japan*

※アスタリスク‘*’で前方一致検索



参照画面
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［参照ページ］から、企業・業界・国別レポートが参照できます。



4.参考文献リストの作成



参考文献リストを作成する
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検索した記事の参考文献リストを作成することができます。

• 記事の左側のボックスにチェックを入れる⇒［書誌情報］ をクリック

• ドロップダウンから［文献引用書式］を選択し、
［変更］をクリック。

• 参考文献リストの箇所をコピーして、お使いの
ドキュメントファイルに貼り付けてください。



5. 追加情報とお問い合わせ先



ABI/INFORM についての追加情報
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検索のヒントや製品に関する資料（英語）を掲載しています。

• https://proquest.libguides.com/abiinformcollection

https://proquest.libguides.com/abiinformcollection


Political Science Database についての追加情報
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検索のヒントや製品に関する資料（英語）を掲載しています。

• https://proquest.libguides.com/politicalsciencedatabase

https://proquest.libguides.com/politicalsciencedatabase


お問い合わせ先
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ProQuest 画面右上の ⇒［サポートセンター］⇒［Submit a Case］
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ご清聴ありがとうございました


