
1OvidSP クイック・リファレンス・ガイド ©2010

  ブラウザで OvidSP の URL を開く、
  Web ページ上のリンクをたどる、または
  Athens か Shibboleth アクセスを使用する

OvidSP セッションの開始

検索するリソースの選択
Select Resource(s) to Search (検索するリソースの選択) ボックスで、1 件のリソースを選択するにはリ
ソース名をクリックするか、または複数 (あるいはグループ) を選択するには、該当するチェックボックスと 
Select Resources (リソースの選択) ボタンをクリックします。

OvidSP  クイック・リファレンス・ガイド

注意： 複数のリソースを選択すると、個々のデータベース限定の機能 (マッピングツールなど) を使用できな
くなることがあります。

データベース・フィールド・ガイドを表示するには、  アイコンを選びます。

リソースを変更するには、Resources (リソース) を開き、Ovid Resources (Ovid リソース) リンクを選択
すると、Select Resources to Search (検索するリソースの選択) ボックスが表示されます。検索する新規
リソースを選択するか、または  New Group (新規グループ) アイコンを使ってリソースグループを作成
することができます。グループを削除するには、リソースグループを選択し、Delete (削除) アイコンを
クリックします。

検索に外部リソースを追加するには、Basic (基本) モードか Advanced (上級) モード (利用可能な場合) のい
ずれかに Universal Search サイトを含めます。

メイン検索画面
OvidSP 内を移動するには、メイン・ナビゲーション・バーからご希望のメニューを選びます。OvidSP の
リソース (Books@Ovid や Journals@Ovid を含む) を検索する場合は、Search (検索) ボタンを選択します。
Search (検索) ボタンをクリックすると、いつでもメイン検索画面に戻ることができます。リソースを閲覧
するには、Journals (電子ジャーナル) または Books (電子ブック) ボタンを選びます。My Workspace に
は、My Projects、Searches & Alerts および My eTocs (電子目次) があります。External Links (外部リ
ンク) には、購読中の他のサイトへのリンクが掲載されています (利用可能な場合)。

OvidSP リソースの検索モードを選択するには、メイン検索画面のリンクをクリックします。検索モード
は、すべてのリソースに対して使用できるわけではありません。詳細は、以下の検索モードオプションのセ
クションをご覧ください。

検索モードオプション
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Basic Search (基本検索) 
Basic Search (基本検索) では、Natural Language Processing (自然言語処理、文章形式での質問の入力) 
を使用します。探したいトピックを語句または文章で入力し、Search (検索) ボタンをクリックします同義語
や複数形、スペルの変形などを使って検索を拡張するには、Include Related Terms (関連する語句を含め
る) をチェックします。Limits (絞込み) または Filter By (フィルタリング) 基準を追加すると、ご希望に応じ
て検索を絞り込むことができます。5 つ星スコアの最新文献を検索するには、Filter By Relevance (関連性
によるフィルタリング) を 5 Star only (5 つ星のみ) に変更し、Sort By (並び替え) を SCORE (関連性の高い
順) から Year of Publication (発行年の降順) に変更します。

Advanced Search (上級検索) 

Multi-Field Search (複数フィールド検索) 

Advanced Search (上級検索) では、ジャーナル名や著者名など、よく利用するフィールドを検索したり、
ブール演算子を使って検索語や検索式を組み合わせたりできるだけでなく、Ovid のコマンド構文も使用でき
ます。探したい単語や語句を入力して、Search (検索) ボタンをクリックします。マッピング機能 (利用可能
な場合) を使用すると、データベースの統制索引語集 (シソーラス) から適切な語句が提示されます。通常の 
Keyword 検索では、タイトル、抄録、統制索引語 (またはフルテキスト) およびその他の主題をあらわす
フィールド (.mp.) から、入力した語句が検索されます。著者、(文献の) タイトル、ジャーナル名または書籍名
による検索も可能です。Search History (検索履歴) ボックスの行頭にあるチェックボックスを使用して、
必要な検索集合を AND または OR 演算子ボタンで組み合わせられます。NOT 演算子は、検索ボックスに
入力して利用できます。

Ovid コマンド構文の使用に関して詳しくは、Advanced Search (上級検索) セクションで Help (ヘルプ) 
ボタンを選択して、Advanced Searching Techniques (上級検索テクニック) を開いてください。

Multi-Field Search (マルチフィールド検索) では、すべてのフィールドか特定のフィールドに複数の検索語
を入力して検索し、AND、OR または NOT 演算子を使って検索語を組み合わせられます。検索ボックスを
新たに追加するには、+ Add New Row (新しい行の追加) をクリックします。著者検索は、自動的に * で
トランケーションされます。
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Search Tools (検索ツール) (利用可能な場合)

Find Citation (書誌事項の一括検索) (利用可能な場合)

Search Tools (検索ツール) を使うと、使用中のデータベースの統制索引語や分類コードを調べられます探
したい単語や語句を入力し、ドロップダウン・ツールを選択してから、Search (検索) ボタンをクリック
します。利用可能なツールはデータベースによって異なります。代表的な例： 

Map Term (語句のマッピング)：統制索引語集 (シソーラス) に含まれる、適切な統制索引語を誘導・
示唆します
Tree or Thesaurus (階層表示)：統制索引語集 (シソーラス) の階層構造あるいは Tree Structure の
当該部分あるいは全部を表示します。
Permuted Index (構成する単語からの検索)：入力した単語を一部に含む統制索引語あるいは、統制
索引語を誘導する同義語のリストを表示します。同義語は、See または See Related の見出しと共に
表示され、関連する語句も探すことができます。

選択したデータベースによっては、Subheading (サブヘディング)、Subject (主題分野)、Subject 
Classifi cation (主題分類) または出版物を調べられるツールもあります。

Find Citation (書誌事項一括検索) では、記事名の一部、ジャーナル名の一部、著者、巻数、号数、開始
ページ、発行年、出版社、固有識別子 (例：PubMed Unique Identifi re など)、または DOI を任意に組み合
わせて検索できます。
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Search Fields (フィールド指定検索)
利用可能な検索フィールドを指定して、検索または索引のブラウズができます。単語または語句を入力し、1 つ以上
のフィールドを選択して Search (検索) をクリックするか、または Display Indexes (索引のブラウズ) ボタンをクリ
ックして索引をブラウズします (利用可能な場合)。Clear Selected (選択フィールドを消去) でフィールドの選択を
キャンセルします。索引がブラウズ表示される時には、各語句の右側に 2 文字から成るフィールド・ラベルが表示
されます。適切な索引をすべて選択してから、Search for Selected Terms (選択した語句の検索) ボタンをクリック
します。データベース・フィールド・ガイド掲載の定義を確認するには、フィールド名のリンクをクリックします。

All Fields (すべてのフィールド) タブには、すべてのフィールドがアルファベット順に表示されます。My Fields 
(マイフィールド) には、デフォルトのフィールド (.mp. または Keyword) に加え、指定したフィールドが一覧表示
されます。My Fields (マイフィールド) リストにフィールドを追加するには、各フィールド名の右側にある + 
(プラス) 印を、削除するには – (マイナス) 印をクリックします。選択した My Fields (マイフィールド) は、All 
Fields (すべてのフィールド) ページに影付きで表示されます。My Account (マイアカウント) へのログイン中は、
すべての選択が保存されます。アルファベット順の索引から選択した索引をブラウズするには、  を選びます。

Books@Ovid
ブックの検索 
Books@Ovid の検索では、Natural Language (文章形式での質問の入力) (あるいは Basic Search (基本検
索)) がデフォルトになっています。また、Keyword (キーワード) 検索も利用できます。すべての主題検索に
は、章の見出しや本文、表題をはじめとするブックのテキストが含まれます。テキストは節に分類されるた
め、より関連性の高い正確な検索結果を取得できます。検索結果の表示画面には引用と節に加え、該当する
章のフルテキストへのリンクも表示されます。

Quick Search (クイック検索) または検索バーでも、Current Book (現在のブック) または All Books (すべ
てのブック) に対して Basic Search (基本検索) モード (Natural Language (文章形式での質問の入力) 機能) 
を利用できます。検索結果には書誌事項と、Complete Reference (フルレコード) および Ovid Full Text 
(Ovid フルテキスト) へのリンクが表示され、章と節の両方にアクセスできるようになっています。

ブックの一覧
メイン・ナビゲーション・バーで Books (ブック) を選ぶと、Books@Ovid の Browse Books (ブックの
ブラウズ) 画面が開きます。 

Browse All Books (すべてのブックをブラウズ)：タイトルのアルファベット順に、すべてのブック
が表示されます
Browse by Title (タイトル別にブラウズ)：指定した文字から始まるタイトルのブック 
(あるいはその前後のアルファベットから始まるブック) が表示されます
Browse by Subject (主題別にブラウズ)：指定した主題のブックがアルファベット順に表示されます 

注意：ブックの中には、複数の主題カテゴリに該当するものもあります。+ (プラス) 印をクリックすると主題
の範囲を拡大し、‒ (マイナス) 印で縮小できます。  アイコンでその定義を確認できます。

ブックを開くには、書籍名か表紙 (利用可能な場合) をクリックします。 
注意：表紙は非表示となっている場合があります。
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ブックの表紙：筆者や寄与者に関する情報、そして章へのリンク (利用可能な場合)
目次：巻、区分および章ごとに項目を展開でき、章とそれ以下のレベルからフルテキストに移動で
きます
ブックの裏表紙：裏表紙の索引 (利用可能な場合) と、裏表紙に掲載されるその他の情報

注意：目次のナビゲーション項目は、ボックス (右上) のチェックを外すことで、必要に応じて非表示
にできます。

ブックの目次ページの機能：

Journals@Ovid 
電子ジャーナルの検索
Journals@Ovid では、管理者設定に応じて、Basic Search (基本検索) かその他の検索モードがデフォルト
になっています。Keyword (キーワード) 検索には、電子ジャーナルの記事本文と表題が含まれます。検索
結果には、HTML および PDF 形式での電子ジャーナルフルテキストへのリンクが表示されます (利用可能な
場合)。

Journals Browse (ジャーナルのブラウズ) モードでは、Enter Keywords (キーワードの入力) ボックスで 
This Issue (今号) または All Issues (全号) を指定して、キーワード検索を実行できます。検索結果には
Citation (書誌情報）と、Abstract Reference (抄録)、Complete Reference (フルレコード) および Ovid 
Full Text (Ovid フルテキスト) へのリンク、そして PDF へのリンク (利用可能な場合) が表示されます。

ジャーナルのブラウズ
メイン・ナビゲーション・バーで Journals (ジャーナル) を選ぶと、Journals A-Z (ジャーナルのアルファベ
ット順リスト) の表示画面が開きます。
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ジャーナルのブラウズ
検索ボックスに、ジャーナル名の一部を入力します。オートコンプリート機能により、入力された検索語を
含むジャーナルがすべて一覧表示されます。ジャーナルを選び、Search (検索) をクリックすると、その
ジャーナルだけが表示されます。

Filter by Availability (利用の有無でフィルター)：
All Ovid Journals (すべての Ovid ジャーナル)：すべての電子ジャーナル (購読および非購読) を
アルファベット順に表示します

My Subscriptions (購読中のジャーナル)：購読中のジャーナル (Your Journals@Ovid) をアルフ
ァベット順に表示します

Pay-Per-View (ペイ・パー・ビュー)：記事を個別に購入できる電子ジャーナルを表示します
Filter by Title (タイトルでフィルター)：指定した文字から始まるタイトルのジャーナルを表示します 
Filter by Subject (主題分野フィルター)：指定した主題のジャーナルをアルファベット順に表示します 
注意：ジャーナルの中には、複数の主題カテゴリに該当するものもあります。+ (プラス) 印をクリックすると
主題の範囲を拡大し、– (マイナス) 印で縮小できます。

My Favorite Journals (お気に入りのジャーナル)：お気に入りアイコンを選択すると、そのジャーナルをお
気に入りリストに追加できます (My Account (マイアカウント) にログインしてください)

Title View (タイトル表示) 画面にはジャーナル名が一覧表示されます。Full View (すべて表示) 画面にはさ
らに ISSN、収録対象年、号数、フルテキスト購読/アーカイブ/Publish Ahead of Print (冊子体発行前情報）
のアイコンが掲載されています。Full View (すべて表示) 画面では、RSS または E メールによる eTocs を購読
したり、特定のジャーナルを Favorite (お気に入り) に追加したりできます。ジャーナル名をクリックすると
最新号の目次が開きますが、Publish Ahead of Prinnt (冊子体発行前情報) を閲覧できることもあります。｠

目次ページの機能：
ジャーナル情報：ジャーナルの情報には、「このジャーナルについて」画面へのリンクも含まれます
最新号：最新号のタイトルと、Complete Reference (フルレコード)、Ovid Full Text (フルテキスト)、
PDF などへのリンクを表示します
ジャーナルの巻号リスト：過去の号へ移動し、号数、巻およびページに関する情報を確認できます
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OR：演算子の両側にある、少なくとも一方の語句または集合を含むレコードを検索 
(例：Australia or New Zealand、2 or 3)

AND：演算子の両側にある語句または集合の両方を含むレコードを検索します 
(例：rock and roll、1 and adult.sh.、4 and 5)

NOT：演算子の左側にある語句や集合を含めますが、右側にある語句や集合は除いて検索します 
(例：spiders not insects、1 not 2)

adjX：演算子の前後に入力された語句が X 語以内に隣り合っているレコードを検索します

注意： adjX はパラグラフを越えて検索します（訳注：ジャーナルやブックなどフルテキストを対象とする
場合には、パラグラフ内検索になります）。フレーズ検索では、入力された順番に隣り合う単語を検索
します (ストップワードおよび、あらかじめ指定された語を除く)。

演算子
語句の組み合わせには 4 つの演算子を利用できます：

* または $ を語尾または語の一部に付けると、単語の多様性 (語尾変化・複数形など) を含めて検索を
行うことができます。例：computer* は、computer, computers, computerized, computerization 
などが検索対象になります。数字を追加すると、文字数を指定できます。例：computer*7 (最大 7 
文字までの語尾変化を許容)

# を単語の内部または末尾に挿入することにより、任意の 1 文字の代わりとなります。例：wom#n、
woman または Women が検索されます (訳注：全体の文字数は同じでなければなりません)

? を単語の中または末尾に挿入することにより、0 文字または任意の 1 文字の代わりとします。
例：robot? または fl avo?r (訳注：robot または Robots、fl avor または fl avour が検索されます。
全体の文字数は同じである必要はありません)

注意：ブール演算子、トランケーションおよびワイルドカードは、Basic Search (基本検索) では利用できません。

トランケーションとワイルドカード
Advanced Search (上級検索) または Multi-Field Search (マルチフィールド検索) モードでは、単語の多様性 
(語尾変化・複数形など) を見つけるためにトランケーションまたはワイルドカード記号を使用します。

Limits (絞り込み)
Limits (絞込み) は、選択した基準にもとづいて検索結果を条件付けします。利用できる項目は、選択した
データベースにより異なります。Limits (絞込み) 画面を展開している場合、よく使用される Limit (絞込み) 
は、メイン検索画面に表示されます。利用可能なすべての Limits (絞込み) 項目は、Additional Limits (絞り
込み条件 - 詳細) ボタンをクリックすると表示されます。表示する Limits (絞込み) 項目をカスタマイズする
には、Edit Limits (絞込み条件の編集) を選択し、Limits (絞込み) 項目の左側にあるボックスを選んで、
Customize Limit (絞込み条件のカスタマイズ) を選択します。My Account (マイアカウント) へのログイン
中は、すべての変更が保存されます。
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Search History (検索履歴)

AutoAlert の作成、および検索履歴の保存、再実行、編集

Saved Searches/Alerts (保存検索式/アラート)

検索内容、結果、および検索タイプを Search History (検索履歴) ウィンドウに一覧表示します。検索集合
を組み合わせるには、行頭のチェックボックスをクリックし、Advanced Search (上級検索) モードで AND 
または OR ボタンを選択するか、入力ボックスに検索集合 (訳注：数字をそのまま入力します) と演算子を組
み合わせて入力します (例：1 not 2)。特定の検索集合を削除するには、行頭のチェックボックスと Remove 
Selected (選択項目を削除) ボタンを使用します。検索結果のリファインまたは追加の検索を行うには、検索
結果表示の左フレームにある Results Tools (結果ツール) を使用します。 

複数のデータベースで重複する記録を除去するには、Remove Duplicates (重複データの削除) ボタンを使
用します。View Saved (保存された検索式の表示) の右側にあるボックスアイコンをドラッグすると、検索
バーの上か下に検索履歴を移動できます。ヘッダーに Q 記号を使って、検索結果を昇順または降順に並べ替
えることもできます。My Account (マイアカウント) へのログイン中は、すべての変更が保存されます。

検索式を保存するには、検索履歴ボックス左端の More>>「その他の操作」プルダウンメニューから、Save 
(保存)、AutoAlerts (SDI) または RSS フィードを選びます。複数の検索式を保存するには、行頭のボック
スをチェックし、Save Selected (選択した項目を保存)ボタンをクリックします。現在の検索履歴は、Save 
Search History (検索履歴の保存)ボタンあるいは RSS ボタンをクリックすると保存できます。さまざまな
オプションや設定に応じ、検索結果を AutoAlert (SDI) として、または My Projects 内に一時的あるいは
恒久的に保存することが可能です。

AutoAlerts はカレント・アウェアネス検索 (現時点での最新情報の検索) 機能であり、E メールまたは RSS で
最新の検索結果が自動配信されます。配信スケジュール、レポートの種類、出力フィールド、結果のフォーマ
ット、重複除去などのオプションを設定することで、AutoAlerts をカスタマイズできます。配信オプション
には、電子メール、RSS、そして My Projects (マイプロジェクト) またはフォルダでの受信があります。

Journals@Ovid の契約者であれば、RSS または E メールを使って電子目次配信アラートを簡単に作成でき
ます。ジャーナル A-Z 画面で、最上部の Full View (すべて表示) を選ぶか、ジャーナル名をクリックし、
電子メールまたは RSS アイコンを選ぶだけで、eToc (電子目次配信サービス) を受けられます。電子メール
を選んだ場合には、E メールアドレスを入力してください。選んだ配信形式を変更するか、設定を解除する
には、My Workspace の My eTocs を使用します。

以前保存した検索履歴または AutoAlert を実行、削除またはコピーするには、メイン・ナビゲーション・
バーの My Workspace (マイワークスペース) にある Saved Searches & Alerts (保存検索式とアラート) を
選択します。画面には、一時あるいは恒久保存された検索式 (利用可能な場合、Expert (エキスパート検索)
の検索戦略 ) および AutoAlert (SDI) 検索式が一覧表示されます。ここには、保存検索式の実行、削除、
コピーもしくは名前変更、編集、表示およびジャンプスタートを電子メールで送信するオプションがあり
ます。AutoAlerts  (SDI) にはさらに、検索実行履歴と、現在のデータベースでの実行、または更新の選択
オプションもあります。

Results Tools (結果ツール)
検索語をモニタリングしたり、検索をリファインしたりするには、検索結果表示画面の左側にある Results 
Tools (結果ツール) を使用します。カテゴリには、Search Information (検索情報)、Filter By (フィルタ条件) 
および My Projects (マイプロジェクト) があります。左向き三角印を選んで Results Tools (結果ツール) を
すべて隠したり、Results Tools Options (オプション) メニューで特定の項目のみ非表示にしたりできます。
個々の結果ツール・ウィジェットを最小化したり、Results Tools (結果ツール) バー内でお好きな場所にド
ラッグしたりすることも可能です。
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Search Information (検索情報)
You searched (直近の検索)：直前に実行した検索、または現在、検索結果が
表示されている検索。

Search terms used (使用した検索語句)：直近の検索で使用した検索語を一覧
表示します。Basic Search (基本検索) モードでは、入力した語句の他に関連
する語句 (Included Related Terms：関連する語句を含める、を選択した場合) 
も主題グループとして表示されます。Search Returned (返された検索結果) 
には検索結果の件数が表示され、Sort By (並べ替え条件) のメニューも表示さ
れます。Search Information (検索情報) には、スペルミスのあった検索語も
表示されます。

Search Returned (返された検索結果)：検索結果の件数。

Sort By (並べ替え条件)：検索結果を表示された条件の昇順または降順に並べ
替えます。SCORE (関連性の高い順) がデフォルトとしてあらかじめ選択され
ていることがあります（訳注：基本検索モードの場合）。

Customize Display (表示のカスタマイズ)：表示するフィールドやスタイルを
カスタマイズできます。

Filter By (フィルター条件)
出現頻度の高い Subject (主題)、Author (著者) および Journal (ジャーナ
ル) などで検索結果をリファインすることができます。Relevancy (関連性
の高さ) を示す星印スコアによる絞込みも可能です (Basic Search (基本検
索) モードのみ)。Years (出版年)や Publication Type (出版物のタイプ) のよう
な Limits (絞込み) 項目を、フィルター条件に追加することもできます。選択
したフィルタによるリファインを検索履歴に追加するには、Add to Search 
History (検索履歴に追加) アイコンをクリックします。

My Projects (マイプロジェクト)
選択した検索結果を My Projects マイプロジェクトに追加できます。プロジ
ェクトやフォルダにドラッグ・アンド・ドロップするか、または新しいプロジ
ェクトを作成し、指示に従って操作します。My Projects にアクセスするに
は、My Account (マイアカウント) にログインする必要があります。

検索結果
直近の検索結果を一覧するには、メイン検索画面をスクロールダウンするか、
または Display (表示) アイコンをクリックして検索結果を表示します。

Results Display (検索結果の表示)
検索結果一覧画面に、著者、タイトル、および情報源 (出典) を含むリストが表示されます。検索結果に抄録
を含めるには、View (表示) バーから Abstract (抄録) リンクを選択すると、同一画面内に抄録が表示されま
す。View (表示) メニューで、タイトルのみまたは抄録を含む表示に一律に切り替えることができます。
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タイトル表示画面で、タイトルをクリックすると、Complete Reference (フルレコード) 画面または Full 
Text (フルテキスト) (利用可能な場合) へ移動します。Citation (書誌情報リスト) の右端には、その他の表示
形式画面へのリンクがあります。Abstract Reference (抄録)、Complete Reference (フルレコード) および 
Ovid Full Text (Ovid フルテキスト) (あるいは Full Text (フルテキスト)) も利用できるようになっています。
管理者は、Document Delivery (文献複写依頼)、External Link Resolvers (外部リンク・リゾルバ) および 
Library Catalogs (所蔵目録：Library Holding あるいは OPAC とも表示) を追加できます。
Books@Ovid の検索結果は、該当する電子ブックのパラグラフ単位で表示され、フルテキストへのリンク
も含まれます。Journals@Ovid の検索結果には、PDF (利用可能な場合) とフルテキストへのリンクが含
まれます。

関連するレコードを見つけるには、Find Similar (類似する文献の検索) または Find Citing Articles (引用文
献の検索) リンク (利用可能な場合) や参照リンク (利用可能な場合) も使用できます。

Previous (前へ) または Next (次へ)、そして Go (移動) ボタン (ボタン左側のボックスには検索結果の通し
番号を記入します) のナビゲーション・オプションは、検索結果表示画面の上部にあります。

注釈 (利用可能な場合)
注釈を追加するには、レコードの左側にある黄色の Annotate (注釈) アイコン を選択します。
注意：注釈を保存すると、Annotation (注釈) アイコン がかわります。

出力メニューを使用すると、検索結果と一緒に注釈を出力できます。注釈はレコードに添付されたまま、
My Account (マイアカウント) 設定に保存されます。 
注意：注釈を追加または出力するには、My Account (マイアカウント) にログインする必要があります。

Print (印刷)、Email (電子メール)、Export (エクスポート) および My Projects 
(マイプロジェクト)

Universal Search の検索結果 (利用可能な場合) 
外部リソースを追加するには、Selected Resources (選択した情報源) に表示されるメニューから Universal 
Search を選択します。Universal Search の検索結果は、Advanced Search (上級検索) または Basic 
Search (基本検索) モードでしか利用できません。Universal Search の検索結果は、OvidSP の検索結果の
隣に表示されます。

検索結果は、Universal Search タブ (選択されたリソースを統合したタブ) またはリソース毎の個別のタブ
で表示されます。オプションには Sort by (並べ替え）、重複除去、オリジナル・ソースへのリンク、+Annotate 
(注釈の追加) およびフルテキストへのリンク (利用可能な場合) が含まれます。Next Results/Previous 
Results (前へ/次へ) や他のソースへのナビゲーション、そして検索結果を追加取得するためのリンクは、
画面上部にあります。 

各検索結果表示画面の上部には、Print (印刷)、Email (電子メール)、Export (エクスポート)、または 
My Projects (マイプロジェクトに追加) といった出力オプションがあります。出力したい検索結果をクリック
し、次に出力アイコンを選択します。チェックボックスを使って検索結果を個別に選択するか、画面上部の 
Select All (すべて選択) をチェックします。
Selected Results (選択済みの検索結果)：(チェックボックスを使って) 選択した個々の検索結果、またはす
べての検索結果を一覧表示します。

Print (印刷) (およびその他)：
Select Fields to Display (表示するフィールドの選択)：あらかじめセットされたフィールドを選択
するか、カスタム・リストから自由に選択します
Select Citation Style (スタイルの選択)：Ovid Labeled Citation を使用して、印刷、電子メール、
または文献管理ソフトウェアへのエクスポートをするか、または他のスタイル (APA、MLA、
Chicago など) を選びます
Include (含める)：Search History (検索履歴) を選択すると、使用した検索戦略も含めて出力され
ます。Annotations (注釈) を選択すると、追加した注釈も含めて出力されます。URLs to Ovid full 
text in citation (検索結果に Ovid フルテキストへの URL を含める) を選択すると、OvidSP の検索
結果にフルテキストへのリンクも含めることができます

Email (電子メール)：
必要に応じ、送信者と受信者のアドレスをコンマで区切って入力します。(ご希望に応じて) 件名とメッセージ
を追加します。
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Export (エクスポート)： 
文書の編集管理には Microsoft® Word 形式を使用します
文書交換形式には PDF を使用します
テキスト・ファイル出力には .txt を使用します
ローカル・ベースの文献管理ソフトには Citavi/EndNote®/ProCite®/Reference Manager® 
形式を使用します
オンライン・ベースの文献管理ソフトには RefWorks を使用します
Reference Manager および EndNote Web には RIS 形式を使用します
旧 RM 形式には BRS/Tagged、Reprint/Medlars を使用します 
Delimited または XML は、データベース・インポートの形式です

My Projects マイプロジェクトに検索結果を追加するには、Results Tools (結果ツール) の Results Tools 
マイプロジェクトエリアに、チェックしたレコードをドラッグするか、＋My Projects (＋マイプロジェクト) 
アイコンをクリックして、以降の指示に従って操作します。Ovid Toolbar を使うと、他のサイトからアイ
テムを追加できます。

My Workspace (マイワークスペース) と My Projects (マイプロジェクト)
My Projects (マイプロジェクト) は (訳注：複数の) プロジェクトやフォルダを盛り込んだ構造化された
記憶領域で、検索戦略、テキスト文書、検索結果レコード、書誌情報、フルテキスト、画像をはじめとする
数多くのアイテムを保存することができます。My Projects (マイプロジェクト) では、(許可がある場合) 
すべての My Account (マイアカウント) ユーザーを対象として、50MB のストレージ容量に OvidSP 外部の
アイテムを保存できます。My Projects (マイプロジェクト) には、出力アイコンと同じオプション (印刷、
電子メール、エクスポート) と、保存済みのアイテムを必要に応じて削除できるオプションが備わっています。
Jumpstart URL を作成し、特定のプロジェクトを直接、開くことも可能です。

My Account (マイアカウント) (ID & パスワード) を取得すると、My Projects (マイプロジェクト)、
My Searches & Alerts (保存検索式とアラート)、My eTocs (マイ電子目次) に加え、ツールバーのインスト
ールオプションを盛り込んだ My Workspace (マイワークスペース) にアクセスできます。My Account 
(マイアカウント) には、注釈や各種カスタマイズ設定も保存できます。いずれかの領域にアイテムを追加する
場合や、アクセスする場合は、My Account (マイアカウント) ID およびパスワードを使ってログインしなけ
ればなりません。My Workspace (マイワークスペース) は、OvidSP および Nursing@Ovid プラットフォーム
全体 (該当する場合) で共有されます。
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検索結果 
からの画像

テキストの抜粋 (抜粋ツールを使用)

からのブックの章

雑誌論文 (フルテキスト) 

の結果 
保存された検索式 

の検索結果

利用者の作成した書誌情報

ツールバーを介した外部リソースへのリンク

ユーザーがアップロードしたファイル

My Projects マイプロジェクトへのアイテムの追加
プロジェクトに追加可能な OvidSP 内のアイテム： 

追加可能な OvidSP 外部のアイテム：

アイテムを追加するには：
チェックボックスを使ってアイテムを選択し、画面上部の Add to My Projects (My Projects に追加) ボタン
を選んで、指示に従います。プロジェクトを新しく作成するか、既存のプロジェクトやフォルダを選択する
必要があります。

あるいは個々の検索結果やアイテムの隣にある ＋ My Projects (＋マイプロジェクト) ボタンをクリックし、
指示に従います。
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あるいは、検索結果一覧画面の左側にある Results Tools (結果ツール) の My Projects (マイプロジェクト) 
セクションに検索結果をドラッグ・アンド・ドロップします。

My Account 
(マイアカウントログイン前)

My Account 
(マイアカウントログイン後)

注意：My Projects (マイプロジェクト) にアクセスするには、My Account (マイアカウント)

The Snippet Tool (抜粋ツール)

Ovid ツールバー 

プロジェクトを作成するには：

Journals@Ovid の HTML 表示画面のテキストの中から、500 語までを選択し、Snippet Tool (抜粋ツール) 
(Article Tools文献ツール) の下に表示) を選んで、プロジェクトまたはフォルダに送信します。

Ovid ツールバーを使用すると、外部サイトからリソースを収集し、それを My Projects (マイプロジェクト) 
に保存することができます。外部リソースの使用時、ブラウザでツールバーを開いて Add to My Projects 
(My Projects マイプロジェクトに追加) を選び、指示に従います。ツールバーをインストールするには、
My Workspace (マイワークスペース) 内の Install Toolbar (ツールバーのインストール) リンクから、
「Ovid Toolbar Documentation and download」(Ovid ツールバー資料およびダウンロード) 画面へ移動
します。 

My Projects (マイプロジェクト) を開き、Manage Projects (プロジェクトの管理) 領域の一番上にある
Actions (操作) ボタンを使ってプロジェクト (あるいはフォルダまたは Citation：独自コンテンツリスト) を
作成します。

My Projects (マイプロジェクト) での作業
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プロジェクト名と説明 (任意) を入力し、Save Project (プロジェクトを保存) ボタンをクリックします。
Manage Projects (プロジェクトの管理) に新規プロジェクトが作成されます。

フォルダの作成

Adding a Manual Citation (独自コンテンツのマニュアル追加)

プロジェクトのステイタス

検索と並べ替え

Actions (アクション) および New Folder (新規フォルダ) を選び、フォルダ名と説明 (任意) を入力して、
既存のプロジェクトに新規フォルダを追加するか、または新規プロジェクトを作成します。プロジェクト
につき、1 層のフォルダしか作成できません。フォルダは、プロジェクト間で移動させることができます。
プロジェクトは固定なので、別のプロジェクトの中に追加することはできません。

Actions (アクション) および Create Citation (独自コンテンツリストの作成) を選びます。Citation (独自
コンテンツ) の Type (種類) を選びます (訳注：学術雑誌論文・会議録・学位論文・書籍・Web サイト・その
他などのタイプを選択できます)。詳細を追加し、Save Citation (保存) ボタンをクリックして追加した内容
を保存します (選択した種類によってオプションは異なります)。

プロジェクトは、「Active」 (有効：Manage Projects 領域で利用可能な状態) または「Archived 」
(アーカイブ済み：保存状態) または「Trash」(ごみ箱：廃棄状態) のいずれかに分類されます。プロジェクト
やフォルダはドラッグ操作により、3 種類のステイタス間およびステイタス内での移動が可能です。

画面上部より、All Projects (すべてのプロジェクト) または Currently Selected (現在選択されている
プロジェクト) を対象に検索します。プロジェクト内の検索結果は、名前、タイトル、種類、ファイルサイズ
または日付に沿って並べ替えることができます。 
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ファイルのアップロード

ブックの章

My Projects (マイプロジェクト) の出力オプション

Actions (アクション) および Upload File (ファイルのアップロード) を選択してから、Attach Items 
to Project (プロジェクトにアイテムを添付) メニューでファイルを選びます。Add (追加) をクリックし、
ファイルリストを確認して、Attach to Project (プロジェクトに添付) を選びます。

雑誌論文
雑誌論文を追加するには、Add to My Projects (My Projects (マイプロジェクト) に追加) アイコンを選択し、
Snippet Tool (抜粋ツール) を使って任意のテキストの一部を取り込みます。画像の取り込みには、メニュー
オプションを使用します。

ブックの章を My Projects (マイプロジェクト) に追加するには、該当するリンクを選択します。画像の取り
込みには、メニューオプションを使用します。

プロジェクト内でアイテムを出力したり、消去したりするには、My Projects (マイプロジェクト) の右側に
ある出力アイコンを使用します。

出力オプションごとの選択肢は、OvidSP または Nursing@Ovid と同じです。

注意：場合によっては、現在使用許諾があり、購読されている内部リソースのアイテムに限って、出力する
ことができます。 

注意： プロジェクトは、作成日より 1 年間保管されます。1 年ごとにプロジェクトを更新するには、更新
ボタンをお選びください。

My Projects (マイプロジェクト) の利用に関して詳しくは、Help (ヘルプ) をご覧ください。

My Projects (マイプロジェクト) へのその他アイテムの追加

さらに詳しい情報：検索対象情報源 (リソース) の詳細は、データベース・フィールド・ガイド (選択した情報源 - 
Ovid 情報源付近に表示リンクあり) をご覧ください。利用方法に関するヘルプはほとんどの画面にあります。
直近に利用した画面に関する情報を確認したり、左フレームでヘルプの章をブラウズできます。トレーニング
資料と各国語インタフェイスへのリンクは、各画面の最下部に表示されています。Ovid 製品に関する詳細は 
http://www.ovid.com を、トレーニング資料と各種ドキュメントについては以下をご覧ください：
http://resourcecenter.ovidsp.com


