
ProQuest Dissertations & Theses Global: 

Largest curated dissertations and
theses resource 

Researchers gain access to more than 2.6 
million full text works from thousands of 
universities from all over the world—more 
than any other database. Students can validate 
their findings against others by referencing 
data sets and supplemental files only provided 
in the full text.

Most used and recommended
resource 

PQDT Global consistently has one of the 
highest usage among our ProQuest customer 
base. The top research institutes in the world 
use PQDT Global to help them deliver the 
most cutting-edge research and discoveries. 

Why change from PQDT A&I to PQDT Global?

Creates efficiency and saves time 
Students and researchers will not need to look 
in multiple places to cross-tabulate their 
research, reducing frustration and making the 
time-consuming discovery process more 
efficient. 

Comprehensive corpus  
PQDT is one of the most requested data-set for 
text and data mining because of its broad 
historic to present-day coverage and deep and 
comprehensive data results. Mining must occur 
on the full text and supplemental files in order 
to return accurate findings.

Sometimes the only exclusive source 
Dissertations provide detailed context for 
research published in journals or conference 
proceedings, surfacing methodology 
background. At times, dissertations are the 
only place to locate research on unique topics. 

. 

proquest.com

To talk to the sales department, contact us at 
1-800-779-0137 or sales@proquest.com.

ProQuest wants to ensure that you and your colleagues, students, and researchers have the 
tools to be successful. Enhancing your existing A&I subscription by gaining additional access to 
2.6 million full text dissertations and theses within PQDT Global can make an enormous impact 
to your institution’s research output. Gaining access to this full text will improve the precision, 
productivity, and timeliness of scholars’ research from 100 different countries in one discovery 
location.

Upgrade from A&I to PQDT Global for a Discounted Rate  
Contact your Account Manager for details.  Limited time offer. 

フルテキスト学位論文のメリット

学位論文データベースでは世界最大級
世界のトップ大学がオープンアクセスとして公
開する学位論文数を遥かに凌ぐ260万件以上

のフルテキストを統一プラットフォームで一括検索するこ
とが可能です。1996年以降の学位論文では論文と一緒に
提出された補足資料も併せて利用することができます。

導入数、利用率ともにトップクラス
PQDT Globalは導入機関数、利用率ともに
トップクラスのProQuestデータベースを代

表するリソースです。最先端で質の高い学術情報で研究
者を支援するため、多くの世界的な研究機関やコンソー
シアムで導入されています。
また、学位論文は論文執筆をはじめ、学生が身につける
べきアカデミックスキルの良質な見本としてすぐに活用
できる資料です。

研究テーマに関する文献收集を効率化
フルテキストに収録される詳細な参考文献
リストでリサーチテーマに関する文献收集を

効率化することができます。 最も包括的なコーパス
PQDTは過去から現在までの研究成果を網
羅的かつ包括的に収録するため、テキスト&

データマイニングのデータセットとして最も需要のあるデ
ータベースです。精度の高い分析のためのデータマイニン
グにはフルテキストと補足ファイルが欠かせません。

文献情報が少ないマイナーな学術トピック
にも
学術雑誌や学会誌に収録される記事の基

礎知識や研究背景の理解の手助けとなる、研究手法を
含めた情報を収録しています。マイナーな研究トピックで
も関連文献が見つけられる可能性のある唯一の情報源
として活用されることもしばしばです。

PQDT A&IとPQDT Global:比較表
PQDT A&I PQDT Global

抄録、インデックス、参考文献、メタデータの収録 4 4

学位論文のフルテキスト（全文検索可能なPDF） 8 4

ハイパーリンク付きの文献引用リスト（記事論文、書籍、リサーチペーパーなど） 8 4

論文に含まれる図表やデータ、グラフなどの資料 8 4

論文と一緒に提出された補足資料（オーディオビジュアルファイル含む） 8 4

TDM Studioのデータセットとしての利用 8 4
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