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層特集注目の電子情報ｻービｽ

インターネットからの一次情報へのアクセス・全文データベース
ProQuestの新しい機能とデータベースの紹介

１･はじめに

インターネットの目覚ましい普及により一次

情報へのアクセスもパーソナルコンピュータを

通じて画面上で直接見ることができるように

なってきました。そのうちの一つの方法としま

して今回は全文データベース「ProQuest」を

ご紹介します。

Ⅱ、ProQuestとは

ProQuestは米国ProQuestlnfOrmationand

Learning社（以下ＰＱＩＬ社）が作成している

雑誌や新聞のフルイメージ、フルテキストをイ

ンターネットで提供するサービスです。ＰＱＩＬ

社は出版社と契約し、インターネット配信の許

諾を得たものをデータベースとして提供してい

ます（表ｌ)。

利用者はデータベースを検索しディスプレイ

上で一次情報を表示またはプリントアウトする

ことができます。

１．アクセス方法

ＩＤ／ＰＷ制とＩＰ認証制がありその併用も可

能です。

２．検索機能

種々のキーワード検索、雑誌名検索が可能で

す。また、検索結果画面のへのリンクの作成や

検索結果のリスト・一次情報をE-Mailへ転送

することも可能です。

きぬがさみほ：株式会社サンメデイアe-POrt

intemational＠sunmedia・CO､jｐ
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衣笠美穂

３．アップデート

出版後のデータをもとにアップロードされま

す。契約期間中は過去のバックファイルもご利

用できます。

４．価格体系

年間固定制で同時アクセス数､アクセス時間、

全文の閲覧回数、電子メール送信サービスなど

による追加料金はかかりません。年間固定料金

のため予算管理が簡単です。

５．利用記録

月毎に雑誌毎のアクセス数、検索回数などを

取得できます。

６．管理・メンテナンス

米国のサーバに直接アクセスするため機関内

でのサーバ管理などのメンテナンスは必要あり

ません。

Ⅲ、ProQuestの便利な機能

ProQuestには「検索して一次情報を見る」

という通常の使い方の他にも、全文データベー

スという特性を生かしたProQuestならではの

ユニークな機能があります。その一つである

Sitebuilderをご紹介します。

１．Sitebuilder

ProQuestには検索結果・雑誌の目次・特定

の文献等へ直接アクセスすることができる

URLを作成する機能があり、その名称を

｢Sitebuilder（サイトビルダー)」といいます。

この機能を利用することにより、各雑誌の巻・

号別ページＵＲＬを図書館のＨＰなどで利用し

たり、ＯPAC注!)へ取り込むことが可能です。
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表１．ProQuest医学・薬学・看護学系データベース

データベース 収録タイトル数

MedicalLibrary（医学） フルテキスト約230誌

MEDLINEwithFull'1℃xｔ（医学） MEDLINE抄録4,300誌十MedicalLibraryフルテキスト約230誌

HealthModule（医学周辺・衛生・健康）240誌（フルテキスト約l80誌）

CINAHLDatabasewithFullText（看護）CINAHL抄録1,200誌十NursingJoumalフルテキスト約280誌

NursingJounal（看護） フルテキスト約280誌

PharmaceuticalNewsIndex（薬学） 19誌（フルテキスト４誌）

HealthandMedicalComplete

(医学・医学周辺領域･衛生・健康・看護）

MedicalLibrary＋HealthModule＋PharmaceuticalNewslndex＋

MEDLmE（フルテキスト約300誌：データベース間の重複を除く）

検索結果へのURLは、クリックするたびに同

じ検索を新しいデータに対して行うのでＳＤＩ

注2)としても利用できます。

さらに通常のデータベースとしての利用方法

だけではなく、「Cross-link・LibraryHolding」

といったProQuestの検索結果に所蔵雑誌情報

や外部URLを取り込む機能も追加されました。

２．Cross-link・LibraryHolding機能と外部

ＵＲＬへのリンクアウト

ProQuestの管理機能（LocalAdministrator）

の機能の一つで、電子ジャーナルのＵＲＬや図

書館の所蔵情報をProQuestに取り込むことが

できます。LocalAdministrator画面にて設定

しますとProQuestの検索結果から、雑誌の所

蔵の有無の確認や他にご利用の電子ジャーナル

やＯPACへのリンクアウトが可能になります。

この機能によりProQuestを基本の検索プラッ

トフォームとしてより簡単に一次情報の所在を

確認することができます。

Ⅳ．新しいデータベース

ProQuestからは従来のフルテキストデータ

ベースに加えて、メジャーなレファレンスデー

タベースとフルテキストをセットにしたデータ

ベースが新しくリリースされています。

医学・看護系では、

MEDLINEwithFullText（医学）

CINAHLDatabasewithFullText（看護）

－４９－

の２データベースがリリースされています。

MEDLINEwithFullTextは医学系の抄録デー

タベースMEDLINEとProQuestMedicalLi‐

brayがセットになったものです。CINAHL

DatabasewithFullTextは看護系の抄録データ

ベースCINAHLにNursingJoumalがセットに

なったものです。看護・パラメデイカル・代替

療法・公衆衛生・衛生管理など広範囲に収録し

ています（表ｌ）。

データ量の多い抄録データベースの検索結果

から、全文のあるものは一次情報を見ることが

できます（図ｌ）。検索画面も「Basic」、

｢Guided」（図２）、「Advanced」（図３－４）が

用意され、より詳細な検索を行うことができま

す。検索式を保存することもでき、次回接続時

に呼び出して利用することが可能です。

また、前述のCross-link・LibraryHolding

機能により、全文が収録されていなくても他に

ご利用の電子ジャーナルやＯPACへのリンク

アウトが可能になります（図５)。

Ｖ･コンソーシアムについて

ProQuestはコンソーシアムでの利用が可能

です。各コンソーシアムの状況に応じた形で柔

軟に対応致します。病院図書室の場合

ｌ）病院規模別（ドクター数．病床数等）

２）契約口数別

等をもとにご提案することもできます。
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Ⅵ．おわりに

インターネットの普及により図書室をとりま

く環境も大きく変わってきました。よりご利用

しやすいような形で有益な情報をご提供できる

よう私どもも努力致してまいります。

ご紹介した内容の詳細は、下記のページをご

参照ください。

http://proquest､sunmedia､cojp／

http://www・proquest・ＣＯ・uk／
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