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本日のセッションの内容
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1. Ebook Central Academic Completeとは？

2. 効率よく電子書籍を探す

3. 電子書籍をReaderでひらく

4. 電子書籍のダウンロード

5. 追加情報とお問い合わせ先
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1. Ebook Central Academic Completeとは？
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ProQuest Ebook Central
Academic Complete とは？

基盤となる、世界的な電子書籍の
アグリゲーション・ソルーション

Academic CompleteはProQuest社が提供するサブス
クリプション・データベースです。 図書館業界団体
からの受賞歴もあり、世界中の図書館から信頼をい
ただいております。10年以上にわたり、多分野にお
ける無制限アクセスのコンテンツと強力なリサーチ
機能を、多くの学生の方々にご利用いただいて参り
ました。

量より質を重視し、

専属チームが選定した
207,000+ の電子書籍

増え続けるWileyからの独占
提供コンテンツ

発見可能性（ディスカバ
リー）と利用を向上させるた
めの7つの追加メタデータ

30,600 + の完全DRMフリー
タイトル



教科書及び商用出版社のタイトルを追加
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6

毎年増加する収録タイトル

21,395 26,994 32,789 34,447 42,322 47,662 52,622 
72,000 82,000 

109,616 
122,000 130,000 142,000 151,000 155,000

182,000 
193,000 202,000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

現在およそ 202,000+ タイトルを収録

利用促進を意識した量よりも質を重視したコレクション構築方針を取りつつ、2020年はタイトル数
がおよそ6%増加
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コレクション、製品、出版社の動向や方針と連携して収録を増加
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Academic Complete
• Academic Completeを構成する10の主要分野

11,100 タイトル
550 がRCL and 

CHOICE 受賞タイトル

教育
11,500 タイトル
1,460 がRCL and 

CHOICE 受賞タイトル

芸術
26,700 タイトル
1,131 がRCL and 

CHOICE 受賞タイトル

ビジネス
41,150 タイトル
4,130 がRCL and 

CHOICE 受賞タイトル

歴史
13,700 タイトル

900 がRCL and 
CHOICE 受賞タイトル

法律

20,520 タイトル
1,175 がRCL and 

CHOICE 受賞タイトル

宗教学＆哲学
30,000 タイトル
2,450 がRCL and 

CHOICE 受賞タイトル

文学＆言語学
39,030 タイトル

2,060がDoody’sまたは
RCL and CHOICE 

受賞タイトル

科学＆
テクノロジー

39,030 タイトル
2,880がDoody’sまたは

RCL and CHOICE 
受賞タイトル

社会科学
18,000 タイトル

1,000 がDoody’sまたは
RCL and CHOICE 

受賞タイトル

医学＆薬学
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Academic Complete

• 世界的に主要な学位分野を支援するEbook Centralの収録

Ebook Central 

ビジネス

26,750 17,930 77,400 6,400 17,00012,000 10,400

172,000 39,200 271,200 48,500 131,00093,000 64,000 44,000

8,500

Academic Complete

医療関連 社会科学
＆歴史

心理学 生命科学＆
医用生体工学

工学 視覚芸術＆
舞台芸術

コミュニケー
ション＆

ジャーナリズム

Note: biomedical interest may have been 
counted in health professions or engineering

Created by Flatart
from the Noun Project



Ebook Central Academic Completeとは？ まとめ
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• 収録書籍数は207,000冊以上

• 全分野の書籍（洋書のみ）を収録

• 購読型（Subscription）契約のため、全書籍が無制限同時アクセス
により利用が可能

• 大学出版社＆学術出版社による学術書がコレクションの中心

• キュレーションはプロクエスト社に勤務する司書が担当
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2. 効率よく電子書籍を探す



基本検索
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• 検索窓にキーワードを入れて基本検索をします。



検索結果の絞り込み
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• 画面左側の［結果の絞り込み］から、検索結果の表示をし絞り込む
ことができます。



検索結果 – ブック右上のアイコン
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• 表示された書籍についてのコマンドオプション

全文ダウンロード（詳細はスライド #27 ～ #35）

オンラインで読む – 書籍がひらきます。

目次その他 – 書籍の詳細ページが表示されます。

ブックシェルフに追加（詳細はスライド #20 & #21）



ブックの詳細ページ
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• ［オンラインで読む］をクリック ⇒ 書籍がひらきます。



検索結果 – ブックの結果 vs. 章の結果
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• 検索結果リスト上部にあるタブを、［ブックの結果］から［章の結果］
に切り替えることができます。



ブックの結果 & 章の結果 – 関連性の違い
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• ブックの結果： Book A（合計ヒット数: 100回）＞ Book B 
（合計ヒット数：40回）

• 章の結果： Book B の 第三章（40回）＞ Book A’s Chapters 
（第一章～第五章の各章で20回ずつ）

Ch1: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch2: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch3: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch4: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch5: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch1: ‘Romanticism’ × 0 回

Ch2: ‘Romanticism’ × 0 回

Ch3: ‘Romanticism’ × 40 回

Ch4: ‘Romanticism’ × 0 回

Ch5: ‘Romanticism’ × 0 回

Book A Book B

Ch3: ‘Romanticism’ × 40 回

Ch1: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch2: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch3: ‘Romanticism’ × 20 回

Ch4: ‘Romanticism’ × 20 回

章の結果



Mediated DDA（図書館承認型DDA）対象書籍と既に購入
された書籍の見分け方 （Ebook Central 上）
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• 結果左下のアイコンで確認します。



分野（科目）で検索
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• メニューに表示される分野をクリックすると、Ebook Central に
収録のある特定分野の書籍が表示されます。



高度な検索（詳細検索）

19

• ［高度な検索］から、ISBN、LC分類、出版社、シリーズタイトルや
書籍のアクセス数など、様々な項目を複数指定する詳細検索が可能です。



検索した書籍を保存するには
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• ブックシェルフのアカウントを作成する必要があります。

• 保存したい書籍の［ブックシェルフに追加］をクリックします。
– e.g. 検索結果や書籍の詳細ページなどからクリック



ブックシェルフページ上のアイコン
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URLを作成してフォルダを共有

フォルダをメールで共有

Excelファイルとしてエクスポート

フォルダを引用、または RefWorks/Endnote/Citaviにエクスポート

名前を変更

削除
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3.電子書籍をReaderでひらく
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Ebook Central Reader

上から
- 書誌情報
- 概要（検索ボックス＆各章

へのリンク）
- 作成したハイライト＆注釈

リスト
- 本文内検索

左から
- 全文ダウンロード
- 章のダウンロード
- テキストのコピー
- PDFに印刷
- ブックシェルフに追加
- この書籍のリンク
- 引用向け書誌情報の取得
- テキストをハイライト
- テキストに注釈を追加
- ブックマークに追加
- 縮小表示
- 拡大表示
- ズーム
- ページに移動
- 前頁
- 次頁

• Reader上のコマンドアイコン
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電子書籍にハイライトやコメントをつける

追加したハイライトと
注釈を表示します。

クリックすると注釈の内
容が表示されます。
また注釈は日本語で記入
することも可能です。

本文をハイライトすると、色の選択
と注釈オプションがポップアップで
表示されます。（おすすめ）

画面上のアイコンをクリックして、
テキストをハイライトします。

• この機能にはブックシェルフへのログインが必要です。
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テキスト内でのキーワード検索結果

各章を展開すると、キーワードが含まれるペー
ジが表示され、クリックすると該当するページ
に
移動します。

各章内に含まれている検索キーワードの数がメー
ターで表示されます。＝ メーターが長い章はキ
ーワードが多く含まれています。

• 関連性の高い章とページに素早くアクセス
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テキストをハイライトして、コピーをクリックします。

参考文献作成用の書誌情報に取得することができます。

ドロップダウンからFORMATを指定して、ボックス内の
テキストをコピーし、ドキュメントに張り付けます。

ボックス内のテキストをコピーし
、ドキュメントに張り付けます。

テキストの引用と書誌情報の取得

• テキストのコピーにブックシェルフへのログインは必要ありません。
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4. 電子書籍のダウンロード



コピー ＆ 印刷 （章のダウンロード）について

• 1日あたり書籍の約20%をコピーすることが可能です。

• 1日あたり書籍の約40%を印刷（PDF化）することが可能です。

• コピー及び印刷可能なページ数は24時間後に回復します ⇒ およそ3日間
で書籍の全てを印刷（PDF化）することができます。
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章のダウンロード＆全文ダウンロード

ダウンロードした書籍の全文を読むには、Adobe Digital Edition を
ご利用の端末（タブレット及びモバイル端末を含む）にインストール
する必要があります。

この書籍の1日あたりにコピーとプリントアウトが可能な残りページ数

書籍の全文を
ダウンロード
します。

各章またはページを
指定してダウンロード
をします。

• 章ダウンロードにはブックシェルフへのログインは必要ありません。

• 全文ダウンロードにはブックシェルフへのログインが必要です。



タブレットとモバイル端末に書籍の全文をダウンロード
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① 全文をダウンロードしたい書籍をご利用の
スマートフォンまたはタブレットのブラウザ
からEbook Centralにアクセスして開きます。

② 書籍の詳細ページ内の［全文ダウンロード］
をクリックします。



タブレットとモバイル端末に書籍の全文をダウンロード
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③ ご利用の端末の種類を選択します。

④ ［自分のコンピュータを使用しています］
を選択します。

⑤ ［続行］をクリックします。



タブレットとモバイル端末に書籍の全文をダウンロード
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⑥ Adobe Digital Editions をご利用の端末に
ダウンロード⇒インストールします。

⑦ ［ダウンロードする Adobe Digital editions］
をクリック後、画面に表示される指示に
従い、ダウンロード／インストールをして
ください。

⑧ 既にインストールされている場合は、
［このステップを完了］をクリックします。



タブレットとモバイル端末に書籍の全文をダウンロード
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⑨ ［貸出期間］の日数をプルダウンメニュー
から選択します。

⑩ ［ダウンロード形式］を選択します。
- 複数の選択肢がない書籍もございます。

⑪ ［ダウンロード］ボタンをクリックします。



タブレットとモバイル端末に書籍の全文をダウンロード
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⑫ 展開した画面に表示される
［ダウンロード］を
クリックしてください。

⑬ ブラウザ画面右上に表示
される I アイコンを
クリックします。



タブレットとモバイル端末に書籍の全文をダウンロード
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⑭ ［App］のリスト画面の
［Digital Editionsにコピー］
をクリックします。

⑮ ダウンロードが完了した
書籍がアプリ内で開きます。

⑯ 書籍は［ライブラリ］内に
追加されています。
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5. 追加情報とお問い合わせ先



LibGuides for Ebook Central
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Ebook Central の使い方に関する詳しい情報を掲載

• http://proquest.libguides.com/ebookcentral

http://proquest.libguides.com/ebookcentral
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お問い合わせ先

画面右上の ⇒ ヘルプ画面右上の［サポートセンター］を
クリックして、ご質問をお送りください。
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Thank You
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