
AFPWAAは、幅広いジャンルと年代を網羅したフォトストックやニュース映像が
自由に利用できる教育機関向けのデータベースサービスです
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ImageForum VideoForum AFP-Direct（注＊専用アカウントによるオプションサービス）

報道写真を中心とする世界最大級のデジタルフォト
アーカイブ。世界各国の通信社や、専門性に特化した
フォトエージェンシーとの 提 携 による“ P a r t n e r 
photos”（注＊有料アカウントによるサービス）の素材と合わ
せて、幅広いジャンルと年代を網羅したビジュアルデ
ータが豊富に収蔵されています。

世界150ヵ国から24時間365日体制で提供されるグ
ローバルニュースのビデオ映像を、6ヵ国語で配信し
ています。（英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
ポルトガル語、アラビア語）。全文のスクリプトが併記
されているので、語学教材にも最適です。

あらゆるジャンルの最新のニュース記事が、どのメデ
ィアよりも速く閲覧できます。報道機関のみならず、
各国の政府機関や政財界、金融界、シンクタンクなど
でも活用されているAFP通信の基幹サービスは、世
界情勢や動向をオンタイムに知るための最強のツ
ールです。

創立1835年。世界で最も長い歴史を持つフランス・AFP通信
（Agence France-Presse）の報道用データベースが、日本の教育機関
を対象にアカデミック価格で利用できるようになりました。
世界各国13,000社を超えるメディアに配信されている報道写真、
ニュース映像、ニュース記事とそのアーカイブに、インターネットで
アクセスできるサービスです。

約170年前から今日まで、AFPが取材した報道写真を中心とする約
1000万枚のフォトストックや100,000点以上のニュース映像など、
世界最大級の収蔵数を誇るアーカイブからは、様々な学問分野や
研究テーマに対する検索が可能です。
ビジュアル資料、語学教材としてはもちろん、写真・映像・記事を横
断的に検索することで、既存の研究書などでは得られない過去か
ら現代までの客観的事実が検証できます。

写真や映像は閲覧・検索･印刷だけでなくワンクリックでデータのダウン
ロードが可能です。
すべてのデータがアカデミックユースでの著作物二次利用許諾済み。
学生のレポートや論文、発表資料はもとより教科書、副読本といった出版
物などにも、煩雑な手続きなしで転用することができるのも大きなメリッ
トです。
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アカデミックユースで活用



AFP-Forumのアカウント登録手順

AFPWAAトップページ http://www.afpwaa.com/ の左の囲み［AFP Forum アカウント　→　ログイン］から新規登録を行ってく

ださい。ログインボタンをクリックして次の画面に遷移してその下部分にある

　［ ≫ 新規登録（学生 )  ］ もしくは［ ≫新規登録（教職員） ］をクリックしてして必要項目を入力します。

申請を受理すると、新規アカウントの登録手順をお知らせいたします（自動返信メール）。

AFPWAA事務局にて登録内容を確認後、英文メール「AFP Forum 
- Activation of your personalized account 」を送信します。以下の
手順で登録手続きを進めてください。
１．英文メール本文中央にあるリンク文字列（青）を
クリックする。

２．パスワード入力画面 (Defi ne your password) に移るので、任意のパスワードを入力する。
　（もし、ここで５の英文利用規約が最初に出た場合は一度「I accept」をクリックして、再度英文メールからのリンクをやり直す）

３．パスワード決定の画面（Your password has been changed) に移るのでOKをクリックする。

4．（You need to log in   → Sign in ) の画面に移るので、
メールアドレスとパスワードを入力する。

5．利用規約「General conditions for using the AFP Forum site」の
画面に移るので、下の方までスクロールして「I accept」のボタンを
クリックする。

6．ウエルカム画面のポップアップが表示されたら、
右上の×マークで閉じる。

7．AFP-Forumにログインが完了。

http://www.afpforum.com/
ログインに成功すると、この部分にメールアドレスが表示される。

［お問い合わせ］AFP World Academic Archive
日本語マニュアル　→　http://goo.gl/HYxKDL

help@afpwaa.com　　　
TEL:0120 - 021 - 311（受付時間　平日 10：30 ～ 18：00）

2015.10.13



AFP FORUM
メニュー
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水平メニュー

• « My account » :
 設定やアラートを変更します。
 ダウンロードしたファイルにアクセスします。
 ダウンロードできる残りの回数を確認します。
 保存した検索条件にアクセスし、アラートを作成します。
 ダウンロードカートやアカウントを管理します。
 AFPの技術と営業部門に連絡します。

• « My notifications » :
 最新のアラートにアクセスします。

• « Homepage »メニュー

 全てのコンテンツ（写真や記事など）にアクセスします。

垂直メニュー
以下のカテゴリー検索が可能です。
• 分野別
• 地域別
• 最もダウンロードされたコンテンツ

水平
•
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AFP FORUM
アイコンの説明
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鍵が開いたアイコンは、全てのコンテンツ（契約していないものも含む）が表示されること
を示します。

鍵が閉まったアイコンは、契約したコンテンツのみが表示されることを示します。

アラート（リアルタイム、1時間毎、1日毎、1週間毎）を作成します。（リアルタイムはテ
キスト記事のみ作成できます。）

ファイルをカート内へ移動します。

印刷します。

ファイルをダウンロードします。

契約に含まれないファイルをダウンロードしようとした場合、契約の変更などを行うため、AFPの営業部門

の連絡先が記されたウィンドウが表示されます。

検索条件を保存します。

表示サイズ（標準もしくは大）を変更します。

カート内のファイル数を表示します。

ファイルを新しいウィンドウで開きます。

クリップボードにコピーします。



AFP FORUM
素早く検索する2つの手段
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1．キーワード検索

キーワードを入力

コンテンツのタイプ・日付で検索
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2

2．詳細検索
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名前別

地域別

カテゴリー別

キーワード別

コンテンツのタイプ別
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言語別

AFP Forum
« Advanced search » （詳細検索）
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詳細検索には以下の機能があります。

コンテンツの種類にかかわらず、
全ての検索で以下の条件を使用して
検索できます。

 検索ワード

 日付、キーワード、地域、記者、
タグ

 コンテンツ提供元別

3

目的のコンテンツをピンポイントで
探し出せるよう、さらなる詳細検索
機能も利用できます。

3

コンテンツのタイプ別の検索
（写真、動画、グラフィック、記事）

« Homepage »メニューで、検索

ワードとコンテンツのタイプを組
み合わせた検索が可能です。



AFP FORUM
フォトメニューのスタート画面
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重要なテー
マに沿って
精選された
フォト

カテゴリー
別のベスト
フォト

カテゴリー
別の最新
フォト

AFP FORUM
フォトメニューを使いこなす
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欲しい写真を探し出せるだけでな
く、「カートへ移動」といった
AFP Forumの機能を利用すること
もできます。

テーマ別に並べられた写真フォル
ダには、同じテーマに沿った写真
をそれぞれ集めた下位フォルダが
設定されています。



利用可能な機能：
カートに入れる
印刷
ダウンロード
ダウンロードの際、選択できる
ファイル形式（フルサイズ、標
準、小）を見る

AFP FORUM
フォトメニュー それぞれの特長を備えた3種類の画面
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サムネイルタイトル
利用可能な機能：

写真を選択
カートに入れる
ダウンロード

（メディア向けの高解像度画像、
ウェブ向けの768ピクセル画像を用意）

関連写真を見る

クイックビュー

利用可能な機能：
カートに入れる
印刷
ダウンロード

拡大ビュー

をクリックすると拡大された写真
が新たなウィンドウで表示されます。



一度検索した後に、さらに
精緻な詳細検索を行うこと
ができます。

サムネイルタイルをクリックすると、
この画面が表示されます。
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AFP Forum
カートの管理

AFP Forum ：カートの管理 28
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カートに入れる

・ をクリックすると、ファイルをカートに
入れることができます。

・ カーソルをアイコン上に置くと、
既存のカートに入れるか、新しいカートを
作成するかを選択できます。

カートへのアクセス

・ カートへ以下のようにアクセスします。

✓水平メニュー上にある « my account » 、
次に « my carts »をクリック

✓画面下部にある をクリック

« manage my carts » で利用可能な機能：

✓カートの名前の変更
✓ファイルおよびカートの削除
✓カートを共有できるリンクの生成
✓社内で共有できるカートの作成
✓カート内ファイルのダウンロード
（個別／一括）



AFP FORUM
グラフィックメニューのスタート画面
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利用可能な機能：
カートに入れる
印刷
ダウンロード
ダウンロードの際、 AIやEPS2 、
JPEGといったファイル形式が利用
可能

利用可能な機能：
カートに入れる
印刷
ダウンロード

をクリックすると、新しいウィンド
ウでグラフィックが表示されます。

AFP FORUM
グラフィック
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サムネイルビュー
利用可能な機能：

グラフィックを選択
カートに入れる
ダウンロード
関連コンテンツを見る

クイックビュー
サムネイルビューをクリックすると、
クイックビューがアクティブの状態に
なります。

拡大ビュー



一度検索した後に、さら
に精緻な詳細検索を行う
ことができます。


