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GRIPS Discovery Service & 
EBSCOhostデータベース講習会

EBSCO Information Services Japan株式会社

2020年6月 政策研究大学院大学

□ GRIPS Discovery Serviceの特徴を知る
・ ディスカバリーサービスとは?
・ ディスカバリーサービスを使うメリット
・ 電子ジャーナル・電子ブック検索画面について

□ GRIPS Discovery Serviceの
基本的な検索方法を学ぶ

・ アクセス方法、検索方法について
・ 検索結果画面の特徴、絞り込み機能の紹介
・ 文献情報の収集・保管、機能ツールについて
・ 電子ジャーナル・電子ブック検索画面の紹介

GRIPS Discovery Service & 
EBSCOhostデータベース講習会の内容
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□ EBSCOhostデータベースの特徴を知る
・ EBSCOhostデータベースについてご紹介

(Academic Search Premier, EconLitについて)
・ アクセス方法、基本的な検索方法について

□ より活用するための機能・情報を知る
・ 個人アカウント機能
・ 各種サポートサイトについて

GRIPS Discovery Service & 
EBSCOhostデータベース講習会の内容(続き）

GRIPS Discovery Serviceについて
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|  discovery.ebsco.com5

図書館内外の情報資源をGoogleのような
ひとつの窓口でまとめて検索できるツール

オープン
アクセス
資料

電子ジャーナルデータベース

電子書籍

ディスカバリー・サービスとは?

|  discovery.ebsco.com6

あらゆる学術情報
を対象とした

情報検索/発見ツール

電子媒体でも
紙媒体でも

図書・雑誌でも
論文も新聞記事でも

外国語でも
日本語でも

有料でも無料
でも

ディスカバリー・サービスとは?
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○検索エンジン○
検索できるのは無料の情報(表層Webと呼ばれる)。
検索エンジンで検索できない情報(深層Web)は表
層Webの500倍といわれている。

○ディスカバリーサービス○
有料で契約しているデータベースや

電子ジャーナル等が検索できる
→検索エンジンでは取得できない深層Webの情報

検索エンジンと
ディスカバリーサービスとの違い

DeepWeb（深層ウェブ）のイメージ

ディープ（深層）ウェブの情報
量は、表層Webの500倍ともい

われております!

出典：http://sofidia.net
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○検索エンジン○
出典が明らかでない情報、Wikipedia等引用で
きない情報も含まれる。
論文等で引用ができるか、自身で精査等が必要。

○ディスカバリーサービス○
学術情報が検索対象。出典も明らかで論文等に

引用可能な信頼できる情報を取得できる。

検索エンジンと
ディスカバリーサービスとの違い

ディスカバリーサービスログイン方法

・図書館トップページ真ん中のタブ
「GRIPS Discovery Service」を選択し、
検索窓よりキーワードを入力、検索開始
右上の「資料の選択」ドロップダウンからも
アクセス可能

9

10



6

検索ボックスに
キーワードを入力

検索インターフェースの基本構成（基本検索画面)

検索インターフェースの基本構成（詳細検索画面)

「フィールドの選択」
メニューより

検索対象項目を限定
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ディスカバリーサービスの検索結果画面

限定・絞込み機能
●全文

●出版時期
●ソースタイプ

●言語
●コンテンツ
プロバイダ

など

表示順序を
変更可能

完全一致: 完全一致は部分一致よりも優先されます。かつ、キーワー
ドがどの項目（抄録、タイトル、フルテキスト等）に含まれるかも考慮されま

す。

密集度: キーワードの出現頻度も考慮され、かつどの項目（タイトル、
抄録、フルテキスト等）に含まれるかも考慮されます。

以下の優先順位で関連度を判定します。全ての搭載リソースコンテンツが同じ
アルゴリズムで判定されます。

1. キーワードがシソーラス主題(サブジェクト)にヒット
2. 〃 タイトル（論題、書名等）にヒット
3. 〃 著者によるキーワードにヒット
4. 〃 抄録内にヒット
5. 〃 フルテキスト内にヒット

検索結果の表示順序について
- Relevance Ranking-
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エンドユーザの利用動向調査に基づき、以下の判定項目が追加

 カレント重視: これまでの関連度ランキングで同じレベルの文献が複数ヒットし
た場合、より新しい文献を優先させます。

 ドキュメントタイプ: キーワードによって、特定のドキュメントタイプの文献が格
下げされます。

 文献の⾧さ: 従来の関連度ランクが等しい文献が複数ヒットした場合、1ペー
ジの文献よりも4ページの文献が優先されます

• 例えば、“book” や “review” といった単語がキーワードに含まれていな
ければ、ブックレビューの文献は関連度が低くみなされます。

関連度ランクの詳しい説明について:
https://vimeo.com/205247428

検索結果の表示順序について
- Value Ranking-

検索結果画面-プラカードエリア-

トピックの定義や人物情報、企業
情報と解説を表示。

学術的に信頼出来る情報源のた
め、引用も可能。

電子ジャーナル/電子ブックの
候補を表示
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検索結果画面-全文情報
(フルテキスト)への絞込み-

②フルテキストを開くためのリンク
が表示される文献に絞り込まれ

ます

①「全文」に
チェックをすると

検索結果画面-ソースタイプ-

出版物タイプより学術専門誌
や電子書籍等さまざまな出版
物タイプで絞り込むことが可能。
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検索結果画面 –電子書籍
(EBSCO eBooks Collectionの例)-

検索結果にEBSCO eBooks Collectionの
電子書籍が含まれる場合、

目次や関連度の高いページの情報を表示したり、
クリックすると全文内の

該当ページに直接アクセスできます。

検索結果に出てくる主題を
ヒット数とともに確認及び

さらに絞り込みができます。

検索結果画面-サブジェクト-

19

20



11

コンテンツ プロバイダより
検索結果に出てくる文献を

収録している
情報源ないし収録リソースを

ヒット数とともに確認でき、さらに
当該ソースに絞り込みも可能です。

検索結果画面-コンテンツ プロバイダ-

文献情報はＥＤＳ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）

情報の収集・保管-フォルダ機能
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詳細情報画面

各機能ツールをクリックし文献の
情報を「印刷」

「電子メール」「保存」
「引用」「エクスポート」

「パーマリンク」 「フォルダへ保
存」等行うことができます。

選択した論文記事をフォルダへ保存します

選択した論文記事を印刷します

選択した論文記事をE-mailで送信します

選択した論文記事の情報を保存します

選択した論文記事を引用する際の書式を提示します

選択した論文記事の書誌情報を、外部へエクスポートします

選択した論文記事に任意のノートを付します

パーマリンク（記事のURL）を表示します

Text-to-Speechによる、HTML全文の読み上げを行います
(HTML全文の収録がある論文で、かつ設定が有効となっている場合のみ)

外部サービスを用いて、論文記事の情報をブックマーク・共有します

翻訳機能による、HTML全文の翻訳を行います
(HTML全文の収録がある論文で、かつ設定が有効となっている場合のみ)

1
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→各種機能ツール 詳細情報画面

選択した論文記事の情報をGoogle Driveへ保存します
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★検索履歴同士の複合検索（And/Or/Not）が可能です

電子ジャーナル・電子ブック検索画面

政策研究大学院大学様で
ご利用可能な電子ジャーナル・

電子ブックを
タイトルレベルで検索

できます。
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ディスカバリーサービスと
出版物検索機能の連携

ディスカバリーサービスの検索結果
キーワードに一致する

出版物（電子ジャーナル・電子ブッ
ク）をプラカードエリアに表示します。更
にジャーナル内での記事検索が可能。

ディスカバリーサービスの学外アクセスについて

学外から利用された場合、
一部のコンテンツに対して制限がかかっています。

学内と同様に利用するためには、Ezproxy経由でのアクセスが
必要です。（2020年6月現在)
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ディスカバリーサービスのご注意点

○図書館で契約している全てのデータベース・コンテンツが
検索対象ではない

○個々のデータベース特有の機能(検索機能や絞込み条件等)を
使った検索はできない。

○日々データの更新が行われている為、
今日と明日の検索結果が異なる場合もあり

→フォルダ機能等を活用し、こまめに保存しておきましょう

○既知検索(タイトルや著者名等、既知の事項による検索)より
主題検索(主題やテーマを元にした検索)を行う時に効果的

|  www.ebsco.com30

EBSCOhostデータベースについて
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|  www.ebsco.com31

人文、社会、自然科学、医療、理工等、総合分野を網羅した世界
最大級の学術機関向けフルテキストデータベース

◎約17,800誌のインデックス・抄録情報を収録
そのうち約4,600誌は全文情報を収録

(全文収録誌の80％以上が査読誌)

◎全文情報掲載誌は最も古いもので1887年まで遡って収録

◎約1,050誌の学術誌について、
引用文献・被引用文献のリンク、検索が可能

◎収録データは毎日更新※収録タイトル一覧はこちらのURLからご覧いただけます
⇒http://www.ebscohost.com/titleLists/aph-journals.xls

|  www.ebsco.com32

American Economic Association（米国経済学会）製作の
経済学研究において、とても有益な二次情報データベース

◎学術雑誌や一般雑誌の論文記事だけでなく、The Handbook of World 
Tradeなどを含む書籍、モノグラフ、会議録、ワーキング・ペーパー、

さらに書評などの抄録・全文情報の閲覧が可能

◎重要誌「Journal of Economic Literature (JEL)」のフルテキストが
1969年（初号）から収録

◎総収録データ数は150万件以上
データは毎月更新
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|  www.ebsco.com33

◇データベースログイン方法-図書館ホームページから◇

①トップページより
「データベース・電子ジャーナル」
をクリック

|  www.ebsco.com34

◇データベースログイン方法-図書館ホームページから◇

データベース・電子ジャーナル
ページ内「よく利用されるデータベー
ス」もしくは「海外のデータベース」
項目よりアクセス
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|  www.ebsco.com35

データベース選択画面

|  www.ebsco.com36

検索キーワード入力フィールド

検索オプション条件の限定・絞り込み項目

ナビゲーション・バー（シソーラスでの検索、出版物検索など）

◇検索インターフェースの基本構成◇
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|  www.ebsco.com37

AND/OR/NOTを選択し、検索範囲の絞り込み、拡大、
一部の除外を行います。

Billingual education AND university

◇キーワード検索◇キーワード検索

|  www.ebsco.com38

大文字・小文字は関係なし
ー”GREEN”,”Green”,”green”→すべて同じ結果

語尾が変化する単語を検索するには「＊」（アスタリスク）を使う
ー Teach* → “Teach”, “Teaching”, “Teacher” 等を検索

検索語句の完全な綴りが分からない場合等 「?」（クエスチョンマーク）を間に
使う ?が1文字を代用

ー ne?t →“neat” , “nest”, “next”, 等を検索

入力について
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|  www.ebsco.com39

• 入力した検索語の含まれる項目を限定することにより高効
率・高精度の検索を実現

• 使えるフィールドはデータベースごとに異なります

• オプションなので使わなくても検索はできます

検索可能フィールドを使用した検索

|  www.ebsco.com40

→ 絞り込み項目

→ 各種リンク

→タイトルをクリックすると詳細な書誌が開きます。

検索結果画面

→Associated Press社が提供する動画コンテンツも閲覧可能
(検索語に関連した動画コンテンツが検索結果一覧画面に
リストアップされます） ※Academic Search Premierにてご利用可能
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|  www.ebsco.com41

◇詳細な書誌情報画面◇

→各種機能ツール
→クリックすると
全文情報を表示
（収録がある場合
のみ）

詳細な書誌情報画面

|  www.ebsco.com42

全文情報表示画面(PDF形式)
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|  www.ebsco.com43

◇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)

個人アカウント（マイ EBSCOhost）
について

EBSCOhostデータベースと
ディスカバリーサービス
両方で利用可能
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文献情報は

【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）

情報の収集・保管-フォルダ機能

但しログオフすると情報が消去されます!

フォルダへの保存 カスタムフォルダ アラート

フォルダを作成し保存さ
れているアイテムの整
理が可能。
カスタムフォルダを他の
ユーザーと共有する機
能もあり。

ある検索結果に対し新
しい情報が追加された
際、E-mailによるア
ラートを受け取ることが
できます。

書誌情報、検索式、
アラート、検索履歴、
設定等様々な情報を
をフォルダに保存できま
す。

個人アカウント機能
（マイ EBSCOhost)の主な機能
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個人アカウント機能-フォルダへの保存-

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。

書誌情報・検索式・アラート等が
フォルダに保存されます。

個人アカウント機能-カスタムフォルダ-

「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。
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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

個人アカウント機能-カスタムフォルダ-

個人アカウント機能-検索アラート-

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

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。
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|  www.ebsco.com51

• サポートサイト（英語）

https://connect.ebsco.com/

• サポートセンター（日本語）

http://www.ebsco.co.jp/support.html

• EBSCO Japan Youtube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCAdoQg1ki8xvDdjO9xuCjGA

ご参加ありがとうございました
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