
ProQuest Ebook Central の特徴: 
• 

ProQuestは常に変化する研究者のニーズに対応する図書館と図書館員の皆様をサポートするため、
フレキシブルで革新的なebookサービスをご提供を開始します。
ProQuest Ebook Centralは従来のebraryとEBLのプラットフォームの利点を活かして統合された新しい
ebookのプラットフォームです。
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徹底したエンドユーザー主義の利用環境
エンドユーザーを第一に考慮し開発されたプラット
フォームは、さらに洗練されたデザインとともに、
情報の発見から閲覧、また保存と共有までに必要と
される、あらゆるリサーチのニーズに応えることが
可能です。

• 図書館での受入と管理作業
ブックの調査、選定、受入、管理ならびにリアルタ
イムの利用状況や予算と出費の分析など、管理に必
要な機能をポータルサイトに集約し、使いやすくな
りました。

• 信頼性が高く、学術的に評価の高いコンテンツを豊
富に収録
ebraryとEBLで利用可能なコンテンツをあわせ、650
以上の出版社のブックをインプリント約1,200件を
含む70万以上のタイトルからご利用いただけます。
さらに、毎年平均して10万タイトルの新刊本を世界
でも有数の出版社を中心に追加収録し、各図書館の
個性に合わせたフレキシブルなコレクション構築を
サポートします。

• 全てのアクセスモデルをサポート
統一プラットフォームでebraryとEBLでご提供する
全てのアクセスモデルに対応可能です。



ProQuest Ebook Central™

徹底したエンドユーザー主義の利用環境
Ebook Centralのコンテンツをより快適に検索する

•

ProQuest Ebook  リーダー

ブックシェルフ

モバイルデバイス対応

検索語はブック本文にハイライト表示されるほか、
チャプターやページに頻出数が表示されます。

 

ハイライトやブックマーク、また特定の文章やページへのノー
トの追加など便利な注記機能を利用することができます。

基本検索、詳細検索、分野別の検索とフィルターに
よる検索の絞込みで適切な検索結果が得られます。

• ブックごと、またはチャプターごとの検索結果表示
で最も関連性の高い情報が見つけやすく、またフル
テキストへのナビゲーションも簡単です。

• オンライン上の閲覧のほか、オフライン利用のため
にチャプターごと、またブック全体のダウンロード
が可能です。

• 図書館の設定により、「貸出可能」や「貸出中」、
「問い合わせてください」などリアルタイムに貸出し
情報がわかります。また複本情報の表示も可能です。

• 目次内の詳細な情報と概要でブックの関連性の高さ
を容易に判断することが可能です。

• 適切なフォーマットでブックの文献情報をすばやく
取得するとこが可能です。

• 何冊ダウンロードしているか、何冊借りているか、
また貸出しの残り日数などのリマインダーが利用で
きます。

• フォルダ機能でリサーチ目的ごとにブックの整理が
可能です。

• ブックのノートをエクスポートしたり、文献情報を
作成することができます。

• ブックやフォルダ自体を共有することで他の研究者
やプロジェクトメンバーと共同作業が可能です。

• タブレット用にデザインされているので、検索、閲
覧、ブックシェルフの利用が縦向き、横向きともに
快適です。

• タブレットまたスマートフォンで利用するためにブ
ックをePubフォーマットで検索・ダウンロードす
ることができます。

• スマートフォンでの利用では、モバイル・オプティ
マイズド・デザインを採用し検索やダウンロードな
どの負荷の高い作業もしっかりサポートします。

• モバイル用のBluefire Readerで快適なオフラインリー
ディングをサポートします。（iOSではApp Store、
またAndroidの場合はGoogle playでアプリケーショ
ンが利用可能）

• 3色のハイライトで注釈を加えたり、ブックマーク
や特定の文書やページにノートを書き加えるなど、
リサーチに便利な機能が利用できます。

• シームレスなスクロールとページめくりで目次、本
文ともに読みやすくなりました。

• キーワードでブック全体の検索ができ、また検索語
の頻出度も分かりやすくなりました。



図書館での受入と管理作業
ProQuest LibCentral

ブックの調査、選定と受入れ
••

アクセス許可の設定

Demand Driven Acquisition (DDA)の管理を簡素化

レポート

図書館のためのLibCentral Acquisition Catalog

図書館員のために考えられた、受入れを含むebook管理
のためのプラットフォームは、ブックの調査、選定、受
入れと管理、さらにリアルタイムの利用状況、予算と出
費の分析をサポート、無駄のない効率的なワークフロー
を実現します。

Acquisition Catalogを利用して価格を確認し、Ebook 
Centralですでに所蔵しているものかどうか簡単に確
認することができます。

• 購入するかアップグレードするかを1-click purchase、
ショッピングカート、またはリストベースの選書の
オプションから選んで決定することができます。

• アクセスモデルごとに貸出しとダウンロード分量がフ
レキシブルに設定できる一方、出費を最小限に抑える
ことが可能です。

• 自動的に購入されるべき価格、また確認作業を経て購入
の決定が必要とされる価格の設定をすることができます。

• ebook管理のために開発されたオプションで選書に便
利なプロファイルを作成、LibCentral上で簡単にレビュ
ーできるほか、変更の手続きもスムーズになります。

• 全体の利用統計、タイトルレベルの利用統計、また支
出額のデータを出すことができます。

• BR1、BE2、BR3、BR5ならびにPlatform1を含む
COUNTER4準拠の利用統計をご提供します。

• 自動的に購入されるまでの貸出し数の設定と、どの価
格の貸出しタイトルが自動的に購入されるべきか、も
しくは確認作業を経て購入の決定が必要とされるのか
を設定することで貸出しタイトルを効果的に管理する
ことが可能です。

• 利用数制限などにより利用者のアクセスがはじかれな
いためのアクセス拡大の条件設定が可能です。

• DDA選定タイトルに対し、所蔵タイトルへの独自のア
クセス権限を設定することができます。

• 選択したファイルオプションを利用したMARC record
のすばやい注文とマニュアル作成されたMARCとの差
し替えが可能です。

• 必要な際にいつでもオン/オフを切り換えられるタイ
トルへのアクセス設定

• Ebook Central上で購入されたブックへのすばやいアクセス



Ebookコンテンツとアクセスモデル
Ebook Centralでは、ebookの購入がお手頃価格でフレキシブルです。豊富なアクセスモデルのなかから、
各図書館のニーズに合わせて様々に組み合わせでご利用いただけます。

Demand-Driven Access (DDA)

Learn More
ProQuest Ebook Centralのより詳細な情報はProQuest
日本支社までご連絡ください。
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
TEL: 045-342-4780     FAX: 045-342-4784
email: sales@japan.proquest.com
http://www.proquest.com/products-services/ebooks-main.html
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利用者が、あらかじめ図書館が選定したブックに対し、
特定時間以上の閲覧、本文のコピー、印刷、またダウン
ロードのいずれかのアクションをとった時点で購入され
るモデルです。利用者のアクションにより購入にいたっ
た場合、図書館は買い切り（Perpetual Access）か、貸出
し(STLs)かを選択することが可能です。また、図書館員が
購入対象となったブックを確認し、実際に購入するかど
うかを決定することができるMediated DDAのモデルも利
用することができます。
DDA対象にするブックの選定は、分野、出版社、出版日、
著者、価格など様々な条件を加味しながらプロファイルす
ることができます。このプロファイルでは各図書館のコレ
クションに適切なebook利用のオプションの設定をするこ
とができ、またこれらはいつでも変更が可能です。

Perpetual Access (恒久アクセス権)
恒久アクセス権をご購入いただくモデルです。冊子体
を購入するのと同じように個別タイトル、またはライ
センスの種類に準じたパッケージを選択することがで
きます。
購入済みのブックのアクセス制限を実際の利用数が超
えた場合に、どの程度までアクセスを拡大するかを設
定することができます。オプションには貸出し、アッ
プグレード、またもう1冊購入する、の3種類から選択
することができ、これらを利用することで利用者のニ
ーズに適切に対応することが可能です。

Subscription（年間購読）
年間購読でご利用いただける、特定分野もしくは学際
的なebookのパッケージです。全ての年間購読モデルの
パッケージはすべて同時アクセス数無制限で、購読期
間中にコンテンツが追加されても追加料金が発生する
ことはありません。


