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ブリタニカ・オンライン・ジャパン
ブリタニカ・オンライン・ジャパンは、『ブリタニカ国際大百科事典』の大項目事典、小項目事典、『ブリタニカ国際年鑑』のデータベースを一
つに統合し、インターネット経由で提供するサービスです。
本ガイドツアーでは、ブリタニカ･オンライン･ジャパンのページ構成や検索方法、その他の便利な機能について簡単に紹介します。

トップページ
項目名検索 / 条件検索

ワークスペース

ガイドツアー / ヘルプ

膨大なコンテンツの中から目
的の情報にすばやくたどりつく
ための検索機能です。

ワークスペースを開く、作成する
などのワークスペースに関する操
作を行ないます。

本ガイドツアーのダウンロードをはじめ、収録コンテ
ンツの特徴、検索のヒント、凡例など、サービスを
利用する上での役立つ情報を提供しています。

サービスの切替
他の言語の百科事典サービ
ス（英語、中国語、韓国語、フ
ランス語、スペイン語など）に
切り替えます。

きょうは何の日？
今日起こった歴史上の出来
事や、今日生まれた人物に
関連する記事を日替わりで紹
介します。任意の日付を指定
して検索することもできます。

閲覧メニュー
小項目事典、大項目事典、
国際年鑑をテーマ別にまとめ
たメニューです。

項目名検索

入力した検索語を項目名に含む項目を検索できます。《前方一致》《後方一致》《部分一致》《完全一致》
を選択できます。また、項目名のよみや原綴（原語のつづり）を入力しても検索できます。

条件検索

本文を対象にした検索や、複数の条件（AND 条件/OR 条件）を満たす検索を行なうことができます。また、
分野を指定することもできます（p.4 参照）。
®

Britannica Online ：英語の百科事典オンラインサービス Britannica Online を表示します。
サービスの切替

Global Reference Center：オプションの Global Reference Center をご契約の場合は、標準仕様の英
語を含む中国語、韓国語、スペイン語、フランス語の百科事典オンラインサービスメニューを表示します。
小項目事典 トピックス：小項目事典のテーマ別メニューです。「世界の国」や「世界遺産」「世界の人名」
「世界の動物」などのメニューがあります。

閲覧メニュー

大項目事典 人名項目：大項目事典の人名項目メニューです。五十音順と分野別メニューがあります。
国際年表：地域別・時代別に編集された年表です。任意の 2 つの地域を並べて表示することができます。
国際年鑑：国際年鑑の記事の掲載年別/カテゴリ別のメニューです。
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検索結果ページ
《項目名検索》テキストボックスに調べたい言葉や事柄を入力して《検索》をクリックすると、入力した検索語を項目名に含む項目が一覧
で表示されます。なお、検索結果は、小項目事典、大項目事典、国際年鑑の別に表示されます（下表参照）。

検索結果の切替

条件検索

検索結果はコンテンツの種類別に表示されます（下表
参照）。コンテンツ名をクリックすると、検索結果のペー
ジを切り替えることができます。

複数の条件を設定して検索したい場合
は《条件検索》を利用します。AND 条件
や OR 条件など、詳細に検索条件を設
定することができます。（p.4 参照）

※事典名の横に表示されている数字は、該当項目の件数を表します。

ワークスペースに保存
ワークスペースに記事を保
存します。ワークスペースは
選択した記事やマルチメディ
アを集めておく保管庫で、ユ
ーザーが決めたユーザー名
とパスワードで管理されま
す。

本文検索
入力した検索語が項目名
または本文に含まれる項
目を検索できます。調べ
たい項目が見つからなか
った場合や本文も含めて
包括的に調査したい場合
など、検索結果ページから
すぐに本文検索ができるの
で便利です。

【収録コンテンツ】
小項目事典

あらゆる情報をすばやく、わかりやすく提供するのが小項目事典の役割。その情報量は 15 万 4,000 項目にも及
びます。引きやすさに重点をおいた項目立てと簡潔な記述で、さまざまな事物の確認に役立つ百科事典です。

大項目事典

読む事典とも言われる大項目事典は、厳選されたテーマについて、その成り立ち、できごとの背景、できごとが及
ぼした影響などを、広範かつ詳細に理解することを目的に編集された百科事典です。その情報量は 1 項目平均
1 万字、長いものは 10 万字近く、まさに読む事典といえます。

国際年鑑

年 1 回刊行される国際年鑑は、大項目事典の内容を最新のものに保つため百科事典をアップデートすると同時
に、時事的な側面からも世界各国・各分野の動きを記録。いま世の中で起こっていることを学術的・体系的に理
解する助けとなります。
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記事ページ
記事ページは、「項目名」「項目名よみ」「本文」「マルチメディアコンテンツ」「Web リンク」などで構成されます。

▼小項目事典「レオナルド･ダ･ビンチ」

ワークスペースに保存
表示中の記事をワークスペース
に保存します。

印刷画面
印刷用にレイアウトされた記事ペ
ージを表示します。

出典
表示されている項目の出典を表
示します。この項目の本文を論文
やレポートなどで引用する際に利
用します。

メールで送る
記事ページの URL を電子メール
で送ることができます。

マルチメディア
写真やイラスト、音声、ビデオなど
のマルチメディアコンテンツです。
※ビデオや音声を再生するには、プラグイ
ンソフトが必要です。

ハイパーリンク
小項目事典の他の項目へのハイ
パーリンクが設定されています。

関連項目
関連する大項目事典や国際年
鑑の記事へのリンクです。

Web Sites
表示中の記事に関連する Web
サイトへのリンクです。

BOL ダイレクトリンク
英語の百科事典 Encyclopædia
®
Britannica の同意項目へのリン
クです。
※同意項目が存在しない場合は表示され
ません。

出典
目次

本文検索

大項目事典や国際年鑑の記事ページは、本文が
長大なため、章節ごとに区切って表示しています。
記事ページの左サイドには、章節の見出しを階層表
示し、項目全体を概観できるとともに、目的の章節
にすぐに移動できるようになっています。

表示されている項目の項
目名を検索語とした本文
検索ができます。関連する
他の項目を探したい場合
に便利です。

© 2014 Britannica Japan Co., Ltd.

ページ上部の《出典》をクリックす
ると、この位置に出典が表示され
ます。
※事典の種類や項目によっては、記事ペー
ジの構成が異なります。
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検索のヒント
記号は省略できる！
検索者による表記ゆれにも対応できるように、「・」や「＝」などの記号は、検索の対象から自動的に除かれます。たとえば、「レオナ
ルド･ダ･ビンチ」を検索する際に、「レオナルドダビンチ」と中点「・」を省略しても検索結果は同じです。

よみや原綴で検索できる！
項目名検索では、項目名の「よみ」や「原綴（原語のつづり）」でも検索できます。漢字表記が不明な場合や送りがながいくつか考え
られる場合は「よみ」で、外国人名や外国地名などの日本語表記がわからない場合は「原綴」で検索してみましょう。なお、よみで
検索する場合は、《項目名検索》テキストボックスに、項目名のよみを「ひらがな」または「全角カタカナ」を入力します。原綴で検索
する場合は、原語のつづりを入力します。ただし、「ç」「é」「ë」「î」「ü」などの文字は検索できません。

検索語や条件を変えてみる！
カタカナ表記の人名や事柄などは、さまざまな表記方法があります。例えば、「ダ・ヴィンチ」と「レオナルド・ダ・ビンチ」、「シェイクス
ピア」と「シェークスピア」などです。ブリタニカ･オンライン･ジャパンでは、「レオナルド・ダ・ビンチ」「シェークスピア」で表記が統一され
ています。このようなこともあるため、目的の検索結果が得られなかった場合は、部分一致検索を利用したり、検索語を別のカタカ
ナ表記に変えたりというように、別の視点で検索してみましょう。

条件検索
条件検索では、複数の検索語を条件に検索できます。また、分野で絞り込むこともできます。
例えば、下図のような条件を設定して検索すると、「日本」と「アフガニスタン」に関わる人物を調べることができます。

Internet Explorer のアドレスバーから検索
ヘルプページの［検索のヒント］に、Internet Explorer 10 や 11 のアドレスバーでブリタニカ・オンライン・ジャパンを検索するためのプ
ラグインが用意されています。このプラグインをインストールすると、ブリタニカ・オンライン・ジャパン以外の Web ページを閲覧してい
る場合でも、アドレスバーにキーワードを入力して検索できるので便利です。
なお、アドレスバーを利用した場合は、「部分一致」の項目名検索となります。

※ Britannica, Encyclopædia Britannica, Britannia Online, and the Thistle logo are trademarks of
Encyclopædia Britannica, Inc.
※ 本ガイドツアーの情報は 2014 年 5 月現在のものです。掲載されている画面や仕様は、予告なしに変更され
る場合があります。
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