OvidSP

OvidSP
さまざまな検索モード・オプショ
ン、そしてカスタマイズ可能な機能
およびツールを使って、思いのま
まに作業を実行できます

1 つのクエリを使って、 Ovid の
オープンアクセス・コンテンツだけ
でなく、すべての Ovid リソース
を同時に検索します
研究資料を専用作業エリア、OvidSP
で取得したか他のシステムから
アップロードしたかに関わらず、
My Workspace で一括して整理、
管理できます

AutoAlerts や RSS フィードを活用
して、最新の学説や進歩、技術に
関する情報を絶えず入手
OvidMD、Ovid ツールバーと Ovid
Universal Search™ を使って、
OvidSP を超えた検索を体感

「OvidSP ほどすばらしい
検索プラットフォーム
はこれまでありません
でした。」
-医学図書館員

content + tools + services

研究から結果を導き出す
今日、ますます増加する科学や医学分野の研究アウトプット、その最先端に居続
けるためには、1 つのソリューションであらゆるオンライン研究をこなし、効率的かつ
効果的に作業を進める必要があります。
最新のフルテキスト電子ジャーナルや電子ブック、そして書誌情報の検索および
探索、さらには検索結果やあらゆる研究資料の管理 — これらすべての機能が OvidSP
のプラットフォームに集約されています。

OvidSP は、最先端の検索テクノロジーを強力な作業効率化ツールと融合することで、
研究プロセスにおける時間節約を実現します。その結果、ユーザーの皆様には、患者
からの重要な質問に対する回答や新説の発見、そして専門分野への画期的な貢献とい
った研究成果に注力していただけます。
文献を重視した大規模プロジェクトを管理しているのであれ、時間的制約のもとで
科学的根拠に基づく意思決定を下そうとしているのであれ、OvidSP は皆様がお求
めの柔軟性とスピード、そして生産性をお届けします。

•

業界屈指の検索テクノロジー — 高度なマッピング機能

•

関連性の高い検索結果を得られる Natural Language (自然言語) 検索

•

より優れた調整と検索結果のリファインをもたらす、数々の検索フィルタ

•

My Projects — 研究プロジェクトや書誌情報、フルテキスト、画像、URL をはじ
めとする文書の保存、整理および管理のできる専用作業エリア

•

OvidSP 以外で取得した重要な最新情報を保存しておくための、ダウンロード
可能な Ovid ツールバー

OvidSP は、オンライン研究ソリューションの完成形です。

www.ovid.com

「特定のトピックに関する文献のスナップショットを取ったり、Advanced Search で使用可能な
レコードを特定する上で、Basic Search モードはとても役立ちます。」
-テクニカルライブラリ所属の情報リソース専門家

お好みの方法で検索
Basic Search - 平易な英語で語句や文章 (質問文) を入力  コマンド
や検索戦略は必要はありません。Ovid 独自の自然言語処理アル
ゴリズムにより、関連性の高い順に検索結果が表示されます。
さらに、OvidOpenAccess を通じて、関連するオープンアクセス
検索結果を表示します。

Find Citation (書誌情報の一括検索) - 書誌事項の一部
しかわからない？わかっている情報だけを、該当するフィールド
に入力します。DOI やユニーク・アイデンティファイアも入力

検索モード

できます。

Search Tools (検索ツール) - 統制牽引語を構成する単語からの
検索 (permuted index)、下位語を含めた検索 (explode)、統制牽
引語の階層表示 (tree)、統制牽引語の定義や説明 (scope notes)
など、データベース固有の機能を利用する場合の検索モード。

Search Fields (フィールド指定検索) - 抄録や著者名、ISSN
など、探したい情報の搭載されているフィールドを指定した検索。
最も利用頻度の高いフィールドを My Fields (マイ・フィールド)
タブにデフォルト表示できます。

Advanced Search (上級検索) - 焦点を絞り精度を高めるた
めに、論理演算子やコマンド構文を使用した検索ができます。

Multi-Field Search (複数フィールド指定検索) - 複数
の検索フィールドを同時に指定したワンステップでの複合検索が
可能に。

Ovid の枠を超えた研究の拡大

オープンアクセス検索の検索結果

Ovid ツールバー
OvidSP インターフェース外部のサイトで見つけたリンクや
文書を My Projects フォルダに追加したいユーザー向けのダウ
ンロード可能な機能で、Ovid Universal Search の理想的な補助
機能としても活躍します。

Ovid Universal Search™
このアドオン機能を使用すると、複数のプラットフォームを
切り替えることなく、OvidSP 内外に搭載されている購読中の
コンテンツを一括検索できます。
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「複数の検索モードにより、ユーザーは最も使いやすいインタフェイスや、最良の検索結果
をもたらすインターフェースを活用できるようになりました。検索結果へのリンクを Eメール
で送信できるようになったことは、ヘビーユーザーの間では非常に好評です」
-テクニカルライブラリ所属の情報リソース専門家

作業効率化ツール
Search History (検索履歴) – 過去の検索を
ひと目で確認できます。検索語を表示、削除ま
たは保存します。
Limits (絞込み) – 絞込み機能を使って、より

当を得た検索結果を得ることができます。検索
結果のリファイン  星印ランキングや出現頻
度の高い主題、著者名などの基準を用いて検索
結果をフィルタリングできます。

Limits (絞り込み)

検索結果ツールおよび機能 – 複数の基準

に応じて検索結果を表示し、並べ替えること
ができます。また、OvidSP の重複除去テクノ
ロジーにより、重複する検索結果が 自動的に
除去されます。

文献管理オプション – Ovid、Chicago、MLA

といった数多くのオプションの中からご希望の
スタイルを選んで、文献の表示、印刷、または
文献管理ソフトウェアへのエクスポートを実行
できます。

注釈 – 今後の参照用に、文献や検索結果に
メモを簡単に添付できます。

文献管理ソフトウェア

コンテンツアラートツール
検索結果ツールおよび
フィルタ

注釈

AutoAlerts – 保存検索式に合致する新しい
レコードが追加される度に、E メールか RSS で
検索結果が自動的に配信されます。
eTOCs – 電子ジャーナル最新号の目次が利用
可能になると、E メールか RSS で自動的に通知
が配信されます。

検索履歴と AutoAlerts

www.ovid.com

OvidSP
「柔軟性こそ最もありがたい点で
すね！エンド・ユーザーと情報検
索専門家の双方は、適切な案内に
沿ってマッピングプロセスを行い、
適宜検索語句を選択し、検索ステ
ップを即座に確認し、様々な組み
合わせの中から新たな検索結果を
取得できることを喜んでいます」

Ovid 内で実施できる作業の幅を拡大
My Workspace
この機能は、単一のオンラインソリューションに検索、探索、文書および研究管理
機能を集約し、作業効率を劇的に向上させます

•

My Projects、My eTOCs、および My Saved Searches/Alerts から構成

•

記事、URL、画像を含む文書および検索結果を保存

•

OvidSP、Ovid Universal Search、および Ovid Toolbar で見つけたすべての資料を、
研究プロジェクトに整理

eTOC および保存した検索を簡単にアップロード

•

-医療センターパブリック・
サービス担当副所長

www.ovid.com でデモをご覧ください

Ovid 本社
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E メール：sales@ovid.com

OvidOpenAccess
OvidSP なら、ユーザーは多くの追加リソースを (追加料金なしで) 研究、診療および
教育に役立つ情報にすることができます。

その他のセールスオフィスは、以下の都市および
国に設置されています。

•

オープンアクセス・コンテンツの世界的な出版社である Medknow Publications
および PubMed Central のピアレビューされた高品質なコンテンツを利用可能

オランダ・アルフェンアンデリジン
中国・北京
ドイツ・ベルリン
イタリア･ボローニャ
香港
韓国・イルサン
マレーシア･クアラルンプール
英国・ロンドン
スペイン･マドリッド
インド･ニューデリー
米国・マサチューセッツ州ノーウッド
フランス・パリ
米国・ユタ州サンディー
スウェーデン･ストックホルム
オーストラリア･シドニー
日本･東京
チリ･ビラアレマナ
ポーランド・ワルシャワ

•

すべてのオープンアクセス・コンテンツの検索結果にアクセスする、クイック
検索結果ウィンドウを拡張

•

抄録およびフルテキストコンテンツを素早く表示

•

Export (エクスポート)、Print (印刷) および My Projects など、その他の優れた
OvidSP 機能を活用

OSP3-0712

連絡先および所在に関する詳細情報につきまして
は、www.ovid.com/contact をご覧ください。
再生紙を利用しています
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