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MARQUIS Biographies Online 利用案内 

オンライン版/簡易ガイド 

                                              エヌオンライン 

                               

この簡易ガイドは Marquis Who’s Who 提供(http://search.marquiswhoswho.com/help/search-tips)を 

弊社が和訳したものです。内容に関するご質問は弊社までお寄せください。 

 

1. データの概要 

Marquis Biographies Online 
このデータバンクでは150万人を超える情報を保有し、現代と歴史上の人物に関するすべての分野の

人名録を提供しています。 

Who’s Who in American History 

ベンジャミン・フランクリンからロナルド・レーガンまで、歴史上注目すべき重要な 17 万人を越える人物

の経歴を収録しています。検索は、専門 Professional/Career が効果的です。 

Colonists、Craftsmen、Explorers＆Adventurers といった歴史的な特性を持つ検索語にも対応し

ています。 

Who’s Who in American Art 

現代のビジュアルアート界で注目される人々、特に芸術家、評論家、キューレイター、アドミニストレイ

ター、ライブラリアン、美術史家、美術教育者、ディーラーの情報を収録しています。 

検索項目は、氏名、専門、メディア、性別、出生情報および検索語です。 

Who’s Who in American Politics 

現代のアメリカ政治に携わる人々を約 27,000 名以上収録しています。 

特徴的なのは、州や所属政党名、宗教の検索が可能なことです。また、専門 Profession/Career の

プルダウンメニューでは、州知事、州副知事、州検事総長、大使、控訴裁判所裁判官などを選択する

ことができ、州（地域）State/Province、国 Country、所属政党 Political Affiliation、宗教 Religion

についても、プルダウンメニューから検索語を選べます。 

 

＊それぞれのデータベースの個人情報では、氏名、職業、出生情報、教育、キャリアと関連情報、証明

（法律家、医師、教師など専門職の証明書）、創造的な業績（様々な分野の作品や発表論文など）、受賞

（授与団体の詳細も含む）、業績・功績（発見・発明、パテントなど）、市民活動やボランティア、軍歴、所

属団体（団体の詳細も含む）、趣味や特に関心のあること、家族、住所（自宅あるいはオフィス）、e-mail

アドレス、情報源を収録しています。該当の検索項目あるいは Keywords で検索すると、上記の情報す

べてが検索対象となります。 

193 ヵ国 、150 万 人  

政治、法曹、科学、医学、芸術、ビジネスからエンターテイメントまで 

世界で活躍する現代人名録 
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＜ Marquis Who’s Who の候補者選択とデータの更新 ＞  

http://search.marquiswhoswho.com/help/about-database 

Marquis Who's Who 刊行物の選択基準は、1. 重要な組織でリーダーシップをとっている立場  

2. 教育的達成 3. クリエイティブな業績で特筆すべき成果（著作、音楽、テレビ、映画等） 4. 重要な出

版あるいは演説 5. 団体への貢献です。 

 

Marquis は候補者の経歴を取得後、最新巻に基準をあわせ、編集スタッフにより再調査を行い、800

以上の膨大な専門的職業を調整します。また、Marquis は、Marquis Who’s Who に掲載されている

人々の経歴データを定期的に収集し更新して最新のデータを提供いたします。  

 

 

2. ログイン 

IP 認証 (http://search.marquiswhoswho.com/search )   

 

        ご所属の機関名を画面右上の表示で確認してください。 

 

 

3. 検索方法 

ブール演算子 （キーワード検索でご利用ください） 

AND、OR、丸括弧( )を使い検索ができます。 

① A and B で検索した場合、A と B の両方を同時に含む検索結果が得られます。 

② A or B で検索した場合、A あるいは B のどちらか一方を含む検索結果が表示されます。 

 

ワイルドカード  

asterisk (*) もしくは question mark (?) を利用して検索ができます。asterisk (*)は一文字かそれ以上

の文字数、question mark(?) は一文字を表します。ワイルドカードは語頭には使えません。単語の最初

2 文字を入力後にワイルドカードの利用が可能です。 

   

 例) ① Last Name  'Ni*'で検索した場合 Ni で始まる名前を表示 

 (Nilsson, Nielson, Nicholson など) 

      ② First Name  'Dav*d'で検索した場合、Dav で始まり d で終わる名前を表示  

(David, Davis-Floyd) 

 

文字の判別と句読点 

大文字小文字の区別はありません。New York でも new york でも nEw York でも同じ結果を得られま

す。 
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4. 簡易検索 （Quick Search） 

 

＊左側のメニューで分野を限定することができます。 

 

＊名前検索でワイルドカードを使用する場合は、「検索方法」の例をご参照ください。  

 

First Name(名)： 一部のデータにはニックネーム(nicknames)や名前(primary name)も収録されていま

すが、十分な結果が得られない場合、正式名(formal name)で検索してください。例え

ば、Billy より William、Bob よりは Robert の方がより多くの検索結果を得られます。 

 

KEYWORDS:   検索語を入れて検索範囲を絞ることができます。 

             ブール演算子をご利用ください。 

 

 

5. 詳細検索 （Advanced Search） 

検索フィールドを選択します。例）Marquis Biographies Online を選択 

氏名、職業、出生情報、学歴と学位、職歴と関連情報、業績・功績（発見・発明、パテントなど）、 

市民活動やポランティア、軍歴、所属団体、趣味など広範囲なデータを検索します。 

 

Last Name は、候補語から選択することができます。 
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所在地・住所（郵便物宛先） 

  同じ名前の都市が複数ありますので、都市と州（地域）の両方を入力するとより正確な検索結果が得られ

ます。また、都市名は候補語からの選択も可能です。 

 

 

 

州（地域）と国名はプルダウンメニューから 

選択できます。 5 桁の郵便番号は検索可能。 

 

専門・キャリア   職業と所属（企業名・組織名）を入力します。関連するすべての経歴が含まれています。
（例えば、CEO, director, editorial services 等） 

 

 

 
性別   性別が分からない場合あるいは多くの検索結果を得たい時は Any を選択してください。 

 

 

 

出生情報  都市、州、国名等を入力します。同じ名前の都市が複数ありますので、都市と州（地域）の両方

を入力するとより正確な検索結果が得られます。 

 

 

 

 

 

Birth Place には都市、州、国などを入力でき、AND/OR 検索も可能です。 

 

教育 

 

 

 

 

 

学位はプルダウンメニューから選択あるいは検索語から情報が得られます。 

卒業年の検索も可能です。 
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(学位略語一覧) 

 

例) College/University に"Harvard" 

Degree で MBA を選択すると、 

両方に一致する検索結果を得られます。 

 

趣味・政治・宗教 

趣味は候補語からの選択、所属政党と宗教はプルダウンメニューを利用して、検索します。 

 

 

 

 

 
 

略語表   検索画面の左下 Help の Abbreviation Look Up にございます。 

http://search.marquiswhoswho.com/help/abbreviations 

 

 

略語表と類似語 

人名録では多くの類似語または略語を使用していますので、検索時には二つの検索項目を入力 

して検索してください。例えば、氏名、職業、出生情報、学歴と学位、職歴と関連情報、業績・功績、 

市民活動やポランティア、軍歴、所属団体など。 
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＜検索例＞ 

 

6. 検索結果  

・職業 CEO,  学位 MBA, 1975 年以降に生まれた方を検索しました。 
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検索結果画面の名前をクリックし表示しました。 

名前をクリックすると学歴、学位、職歴等が確認できます。 

 

・1990 年から 2000 年までに生まれた人を検索しました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 印刷と保存 

 

結果画面は、右上のボタンで印刷ができます。 

保存は、パソコンのファイルを選択し HTML 方式で保存します。 

Back to Results で前の検索結果リストに戻ります。 

利用終了時は、画面右上の LOG OFF で終了します。 
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8. 障害が起きた場合の対処につきまして 

マーキスは、10 分以上経過しご利用がなかった場合、画面にメッセージが表示され自動ログアウトとな

ります。 （下記、画面が表示されます） 

 

 

 

 

 

小社では、利用上の注意点としてお客様にご案内をしております。(http://n-online.jp/MQ_access.html) 

 

 


