To Transform the Research Experience.

Factiva.com クイックレファレンスガイド
ログイン後、画面右上の Interface Language で「日本語」を選択すると日本語のインターフェイスに切替
インターフェイス言語

わります。

検索画面
ファクティバ・インテリジェント・イ
ンデキシングを利用して検索

独自のインデキシングで多言語コンテンツを同条件のもと串刺し検索することができます。

キーワ ードの追
加が可能。
オン に設定す る
と検索結果に重
複文書がある場
合に特定す るこ
とができます。
ファクティバ・インテリジェント・インデキシングを利用する








「情報ソース」以下、カテゴリごとにファクティバ・インテリジェント・インデキ
シングを利用した検索を実行することができます。
各カテゴリの をクリックし、表示された検索ボックスにキーワードを入力
して をクリックするとインテリジェント・インデキシングの一覧が表示され
るので、その中から任意の語彙をクリックし、検索条件に追加します。
もしくは各カテゴリ以下に表示されるインデックスの をクリックすると狭
義のインデックスが表示されるのでインデックスをたどりながら探すことも
可能です。
また、各インデキシングの脇の をクリックするとインデックスの定義を確
認することができます。

検索したいコンテンツ言語の指定ができます。検索語に入力した言語とこのオプションで指定した言語が
一致することを確認してください。
ファクティバ・インテリジェント・インデキシングのメリット
ファクティバでは、各収録コンテンツにファクティバ独自のインデックスが付与されています。これは、現地語で収録されている世界各国
の情報を、言語の種類に関わらず、検索の条件に沿って過不足ない検索活動を進められるようにするために用意されたものです。
上記のように、各項目からあらかじめファクティバ・インテリジェント・インデキシングを指定して検索条件に追加することで、ひとつのテ
ーマを現地語で何度も検索し直す面倒がなく、いっぺんに必要な情報を取得することが出来ます。
＊検索ボックスにキーワードを追加して検索をする場合には、上記のように検索させたい言語でキーワードを入力し、or でつないで検
索を実行する必要があります。（例/オバマ or Obama）
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キーワード検索

画面上部の検索ボックスを利用してキーワード検索ができます。キーワード検索では演算子が利用できます。

検索に使える演算子例
A and B

A も B も両方含む。

A or B

A か B のいずれか、または両方含む。
日本語と英語の両方を検索したい場合も or で繋ぐ。

A not B

A を含むが、B は除く。
例）ソフトウェア not エクセル

A same B

A と B が同じパラグラフに含まれている文章を検索。

atleastn

例）atleast5 マイクロソフト
最低 5 つ「マイクロソフト」という言葉を含む。
n には 1 から 50 までの数の指定が可能。

()

例）プレスリリース and (大学 or 教育 or 講義)
「プレスリリース」と「大学」か「教育」か「講義」かのい
ずれかの語彙が含まれる。( )内の語彙をグループ化
して検索する演算子。

*

例）telecom*
語尾に変化のある単語をもれなく検索するための演算
子。*の前には少なくとも 3 文字以上の入力が必要。

adjn

例） ラグビー adj5 ワールドカップ
「ラグビー」から 5 語以内に「ワールドカップ」を含む文
章を検索。n は 1-10 までで数の指定が可能。

/Fn/

例）トヨタ/F50/
記事の始まりから 50 語以内に「トヨタ」を含む文章を検
索。n には数は 1-500 までで単語数の指定が可能。

?

$n

w/n

nearn

例）organi?ation
同じ単語で異綴りがある語彙を検索するため
の演算子。?の前には少なくとも 3 文字以上
の入力が必要。
例）earn$4
earn から始まり$以降 4 文字以内で終わる単
語を検索。n は 1-9 までで数の指定が可能。
例）通信 w/3 携帯
「通信」から数えて 3 単語後に「携帯」が来る
文章を検索。n には 0-10 までで単語数の指
定が可能。
例）スーパー near5 小売
「スーパー」から 5 語以内に「小売」が含ま
れ、「スーパー」と「小売」が順不同で 5 文字
以内に含まれる文章を検索。n には 1-1500
までで単語数の指定が可能。

Note : n には任意の数を入力して検索を実行してください。

検索画面の見方
リソースごとのタブ
検索結果をリソースの種類ごとに閲覧することができます。

ディスカバリーペイン
検索結果や検索条件に関連のある情報がカテゴリ別に
表示されます。各カテゴリに表示された任意のトピック/キ
ーワードをクリックすると自動的に選択した情報の検索が
実行され、新たな検索結果が表示されます。

ヘッドラインの表示
検索結果リストが表示されます。各
記事のヘッドライン（記事タイト
ル）、出版社、出版日情報、記事の
冒頭の順で表示されます。

フルテキストの表示
選択した記事の全文が
表示されます。
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検索結果-アイコン早見表
検索結果リストでチェックを入れた
文書の全文を表示します。

検索結果リストでチェックを入れた文
書（ヘッドライン・抄録）を Email 送信
します。

検索結果リストでチェックを入れた
文書を印刷します。

検索結果リストでチェックを入れた
文書を Web 形式（HTML）で表示、
保存することができます。

検索結果リストでチェックを入れた文
書を Rich Text Format でダウンロー
ド、保存することができます。

検索結果リストでチェックを入れた
文書を PDF 形式でダウンロード、
保存することができます。

チャート作成 - 株価や相場などの金融情報をチャート化することができます。

1.

「会社/マーケット情報」タブの「チャート」画面を選択します。

2.

コード検索でチャート化したい企業コードを調べ入力します。

3. 表示期間の設定及び表示オプションを設定します。

4. 株価指数を指標とする場合は任意の株価指数を選択してくだ
さい。

5. コード入力ボックスの右側にある
をクリックすると下記のように株価のチャートが表示されま
す。この作業を繰り返すと、複数企業の株価を同時に表示し、比較することができます。

グラフの一点にカ
ーソルを宛てる と
そのときの株価情
報が表示されま
す。

チャート情報の
背景を知る
さらにカーソルを宛てた箇所をクリックすると、チャートに関連
する内容で、その時期に報道された記事が自動的に表示さ
れます。チャートの変化にどのような背景があったのか、記事
を確認することで把握することができるようになっています。
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企業情報 – Dow Jones が保有する企業情報のデータが利用できます。

会 社 / マ ー ケ ット 情 報 か ら 、
「会社」を選択します。

マルチ検索を選択して調べた
い会社の名前を入力します。
をクリックして検索を実行
します。

検索結果：企業情報画面一例

カテゴリ別表示
企業に関する情報が
カテゴリ別にリンク形
式で表示されます。

株価変動情報
その企業に関する株価情報が表示されます。
グラフをクリックするとチャート画面に切り替わり、株価
の詳細な変動を確認することが可能です。

企業に関するニュースソースへのリンク
その企業に関連する記事が表示されます。企業に関
する動向・状況について最新の情報を得ることができ
ます。

クイックレファレンスのお問い合わせは下記までお願いいたします。
プロクエスト日本支社
〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1 三菱重工横浜ビル内
TEL：045-342-4780 FAX：045-342-4784
E-mail: sales@japan.proquest.com HP: www.proquest.com
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