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EBSCOhost
（データベース検索基礎)

EBSCO information Service Japan（株）



|  www.ebsco.com2

この講習会では

•１ EBSCOhost とは

•２ キーワード検索

•３ 検索条件の限定・絞込み

•４ レコード詳細画面、各種機能ツール

•５ サインイン、MyEBSCOフォルダの活用

について説明いたします。
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EBSCOhost とは

⚫EBSCOhostは検索インタフェースの名称＝入れ物、本棚

⚫幅広い学術データベースを検索できます

総合分野、新聞、歴史学、政治学、司法、経済学、経営学、社会学、教育

学、医療、看護学、スポーツ学、心理学、環境、食物・栄養、科学技術、コ

ンピュータ科学、音楽、美術、建築、演劇、映像、人文科学、文学、言語学

などの、あらゆる分野のデータベースを用意しています

参考 https://www.ebsco.com/ja-jp/products/research-databases

⚫ひとつのデータベースだけでなく、複数のデータベースを同時

に検索可能（※複数のデータベースをご契約の場合）
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検索結果の表示順序

関連度順(Relevancy ranking)

以下の優先順位を基に関連度を算出

入力したワードが 1.サブジェクト語
2.論文のタイトル
3.著者によるキーワード
4.抄録内
5.著者
6.フルテキスト内

他に、出版の新旧、出版物のタイプ、査読誌か否か、記事の長さなどが考慮される
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EBSCOhostの検索モード ブーリアン/句

• キーワードを入力して検索（ブール演算子を任意で追加）

• 検索BOXに2語以上入れた場合、スペース間が5語以内で近接するも

のを検索 tax reform : tax that has been submitted for reform

• フレーズを完全一致検索：“”ダブルクォーテーションマークで

囲む。そのままの語順で検索される “tax reform”

• ストップワード：冠詞、代名詞、前置詞など。単語数には含まれ

るが、語としては検索対象外（the, this, forなど）
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トランケーションとワイルドカード

• トランケーション: * →語尾などをあいまいにして検索

* は任意の数文字あるいは単語にマッチ

例：「comput*」では、computer, computing などを検索

• ワイルドカード: ? ＃→正確な綴りが不明な場合など

? は必ず1文字にマッチ ※語尾の「？」は無視されます

例：「wom?n」は、woman、womenなどを検索

「ne?t」は、neat, nest, next などを検索 ※net は検索されません

＃は任意の1文字にマッチ

例：「colo#r」 では 、color、colourを検索



|  www.ebsco.com7

ブール演算子（論理演算子）

必要な条件を（AND/OR/NOT)を用いて指定します。

複数のキーワードを繋ぎ、効率的に検索できます。

• AND: 二つのキーワードの両方を含む文献を検索

Librarian AND Archivist → Librarian と Archivist の両方が含まれる

• OR : 二つのキーワードの少なくとも一つを含む文献を検索

Librarian OR Archivist → Librarian または Archivist が含まれる

• NOT：始めのキーワードは含むが、後のキーワードは含まない文献を検索

Librarian NOT Archivist → Librarian は含まれるが、Archivist は含まれない



|  www.ebsco.com8

ブール演算子（論理演算子）

必要なデータまで落としてしまうこと
もあるので、NOTの使用は慎重に！

注意

A AND B (AとBの両方を含む) A OR B (AとBのどちらかを含む) 

A NOT B (AからBを除く)

Librarian

Librarian

LibrarianArchivist Archivist

Archivist
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ブール演算子（論理演算子）

括弧（）を使って検索の順番をコントロール

• 論理演算子の優先順位は、AND > OR

• 括弧で囲まれたキーワードから順に検索します

図書館(Library)の建築(BuildingまたはArchitecture)について調べたい

Library AND Building OR Architecture

→ まずLibrary And Buildingを検索し、続いてOR Architectureと検索

Library AND (Building OR Architecture）

→ まずBuilding OR Architectureを検索し、それを基にAnd Libraryと検索



EBSCOhost 検索の流れ

キーワード検索：ブール演算子、ト
ランケーション、フィールドコード検索

検索前後に限定や絞込み限定・絞込み

メタデータや全文情報など検索結果

個人フォルダを活用フォルダ

検索結果の保存とアラート設定保存･アラート
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キーワード、フレーズでの検索方法

基本検索画面

検索ボックスに入力

大文字・小文字の区別はありません
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キーワード・フレーズでの検索方法

詳細検索画面

検索ボックスに入力

AND/OR/NOT
を選択

検索フィールドの選択
(選択しなくても検索できます）

大文字・小文字の
区別はありません
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検索結果の確認と絞り込み

検索結果の表示

関連情報

論文タイトルをクリックして
詳細画面へ

ヒット件数 結果の表示順
検索結果の
絞込み

フルテキストへのリンク
HTMLまたはPDF
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検索結果の確認と絞り込み

詳細なレコードの表示

タイトル、著者、文献タイプ、

サブジェクト語、著者によるキーワード、

抄録、著者所属、ISSN、DOIなどが表示されます
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印刷等の機能ツールの利用

選択した論文記事情報をGoogle Driveに保存

選択した論文記事情報をフォルダに保存

選択した論文記事情報を印刷

選択した論文記事情報を電子メールで送信

選択した論文記事情報を保存

選択した論文記事情報を引用形式別に表示

選択した論文記事情報を外部にエクスポート

選択した論文記事に任意のノートを追加

選択した論文記事情報のURLを表示

Text-to-SpeechでHTML全文を読み上げ

機械翻訳によるHTML全文の翻訳

HTMLの全文が収録されていて、
この機能が有効な場合に利用可能

各種の機能ツールを利用して、
論文記事の情報を保存、活用できます
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全文情報表示画面(PDF形式)
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◇全文情報表示画面(HTML形式)◇

→ 翻訳機能

→ Text-to-Speech機能
(音声読み上げ機能）

全文情報表示画面(HTML形式)
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My EBSCOアカウント 機能
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但しこの場合、ログオフすると情報が消去されます！

論文はEBSCOhost上の
【一時フォルダ】に収納されます！

★検索結果画面右側のフォルダをクリックすると、
一時的に書誌情報を記憶させておくことが出来ます。（ログオフ時まで有効）

My EBSCO(個人アカウント) 機能

検索結果画面のフォルダアイコンをクリックしてアイテムを保存できます
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右上の「サインイン」をクリック

My EBSCO(個人アカウント) 機能

フォルダ内からもサインインできます
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書誌情報・検索式・アラート等がフォルダに保存されます。

右上の「フォルダ」アイコンをクリックする
とフォルダに保存した情報を閲覧できます。

My EBSCO(個人アカウント) 機能-フォルダへの保存-
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「マイカスタム」よりお好きな名前を付けてフォルダを作成し、
情報を振り分けて整理することができます。

My EBSCO(個人アカウント) 機能-カスタムフォルダ-
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「マイカスタム」の右側の「新規」をクリック
→フォルダの新規作成画面よりフォルダ名を入力し
「保存」を選択

My EBSCO(個人アカウント) 機能-カスタムフォルダ-
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ある検索結果に対し新しい情報が追加された際、電子メールに
よるアラートを受け取ることが出来ます。

検索結果リスト画面からの設定方法
→画面右上の「共有」をクリックし、
「アラートの作成」項目の下にある
「電子メールアラート」をクリック

My EBSCO(個人アカウント) 機能-検索アラート-
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必要情報を入力の上、「アラートを保存」をクリック

My EBSCO(個人アカウント) 機能-検索アラート-



|  www.ebsco.com26

設定したアラートの確認や削除は「個人フォルダ」ページ内より可能
→左側の「検索アラート」をクリック

My EBSCO(個人アカウント) 機能-検索アラート-
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サポート情報

画面右上のヘルプをクリックすると
EBSCOhostや

利用中のデータベースの
ヘルプ画面が

別ウインドウで開きます
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今後の講習会予定
公式Twitter

@EBSCOJapan

EBSCO JAPANサイトのお知らせ
https://www.ebsco.com/ja-jp

Blog EBSCO POSTのメールニュース配信登録
https://www.ebsco.com/ja-
jp/blogs/subscribe/ebscopost

https://twitter.com/EbscoJapan
https://www.ebsco.com/ja-jp
https://www.ebsco.com/ja-jp/blogs/subscribe/ebscopost
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ありがとうございました

EBSCO Connect

サポートサイト

(英語)

EBSCO Information Services Japan㈱

EBSCO Japan
ホームページ

EBSCO Japan

YouTube Channel

セッション終了後にブラウザに表示されるアンケートへの

ご記入をよろしくお願いいたします!


