
こ れ は 、 心 理 学 文 献 デ ー タ ベ ー ス 
PsycINFO（サイコインフォ）の使い方案内

です。ここでは、PsycINFO の特徴、

PsycINFO への接続方法、トップ画面の説

明、操作時の注意事項、基本検索モードの使

い方、上級検索モードの使い方、その他の検

索モードの説明、検索したデータの出力方

法の順に説明をおこなっていきます。 
 
【１】PsycINFO（サイコインフォ）の特徴 
心理学文献データベース PsycINFO（サイ

コ イ ン フ ォ ）  は 、 APA （ American 
Psychological Association ）の作成する、

心理学と、医学・精神医学、看護学、教育学

等の心理学関連領域における包括的な書誌

データベースです。 
様々な検索モードを用いて、情報源に到達

することができます。一部はウェブ上で全



文を読むことができるものもあります。 
収録対象は、50 か国 29 言語の学術雑誌、

書籍、学位論文、Cited References つまり

引用文献情報などです。学術雑誌は 2450 誌

以上を収録しています。 
収録雑誌リストは、APA のウェブサイト 

http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html 
から確認することができます。 
収録範囲は 1806 年以降のもので、更新頻度

は毎週です。 
 
【２】PsycINFO（サイコインフォ）への接

続方法 
それでは、これから筑波大学附属図書館の

ウェブサイトから PsycINFO を使う方法を

ご説明します。筑波大学附属図書館ウェブ

サイトの理療科教員養成施設の方のための

ページのデータベース一覧、もしくは筑波

http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html


大学附属図書館のウェブサイトトップ画面

の検索窓の下にあるデータベースをクリッ

クし、データベースリストを開いてくださ

い。教育・心理学分野の中に PsycINFO の

リンクがあります。リンクをクリックする

と、接続をすることができます。 
 
【３】 PsycINFO（サイコインフォ）の画

面の説明 
接続をすると基本検索の検索画面が立ち上

がります。ここでは、簡単に画面の説明をし

ます。 
画面の最上部右の方には、左端から順に、

「マイアカウント」「サポート&トレーニン

グ」「ヘルプ」「ログオフ」の項目が並んでい

ます。マイアカウントでは、検索式の保存や

検索結果の保存、画面のカスタマイズなど

を行うことができます。 



次に、その一つ下の段には青色のナビゲー

ションバーがあります。青色のナビゲーシ

ョンバーには、左から順に「検索」「ジャー

ナル」「ブック」「マルチメディア」「マイワ

ークスペース」という項目が並びます。現在

開いている項目は薄い水色で表示されます。

接続時は基本検索の画面が自動的に開きま

すので、「検索」の項目が薄い水色となって

いるはずです。 
画面の上にナビゲーションバーがあります。

左から、現在、開いている項目は薄い色にな

っています。 
メニューバーのさらに上、右端にはマイア

カウント、サポート＆トレーニング、ヘルプ、

ログオフの項目が左端から順に並んでいま

す。マイアカウントでは、検索式の保存、検

索結果の保存、画面のカスタマイズといっ

たことが可能です。 



 
中央には検索窓があります。 
検索窓の上には、左から順に基本検索、書誌

事項一括検索、検索ツール、フィールド指定

検索、上級検索、マルチフィールド検索とい

う検索モードの項目が表示されており、ク

リックすることで様々な検索モードを選ぶ

ことができます。検索モードを選択するこ

とによって、検索結果のソートやそれぞれ

目的に合わせた異なる結果を得ることがで

きます。 
 
【４】 PsycINFO（サイコインフォ）の操

作時の注意事項 
具体的な検索方法の前に PsycINFO の操作

時の注意事項について説明します。操作の

基本は以下の６点です。 
１ キーワードは必ず英語で入力する 



２ ブラウザの戻る・進むボタンはできるだ

け使わない 
３ 画面左上「検索」をクリックすれば基本

検索画面に戻れる 
４ 基本的に検索窓に何か言葉を入れて検

索すると、毎回新規の検索になる。絞り込み

を使った場合は、直前の検索結果に対する

絞り込みになる 
５ 横向きの黒い三角は下にメニューが隠

れている状態を表し、下向きの黒い三角は

メニューがすべて表示されている状態を表

す。（検索履歴も最初は隠れているので注意） 
６見た目でわからなくても検索結果が画面

の下のほうに表示されていることがあるの

で注意 
以上です。 
 
 



【５】 基本検索モードの使い方 
それでは、具体的な検索方法の説明に移り

ます。最初に基本検索を見てみましょう。 
基本検索は一般的な英単語を使ったキーワ

ード検索で、探したい主題やデータベース

に精通していない場合にも関連する論文を

検索することができる検索モードです。 
サイコインフォに接続すると最初に立ち上

がるのが、この基本検索の画面です。 
画面中央には検索語入力欄があり、検索語

入力欄の隣に青い「検索」という検索開始の

ボタンがあります。検索をする時は、この検

索語入力欄に探したいトピックを語句また

は文章で入力します。動詞よりも名詞を使

うとよいです。例えば、「うつ病患者に対す

る音楽療法について書かれた文献を探した

い」という場合には、「うつ病」を示す英単

語「depression」と「音楽療法」を示す英単



語「music therapy」を組み合わせて検索し

ます。 
 
検索語入力欄のすぐ右下には「関連する語

句を含める」というチェックボックスがあ

ります。このチェックボックスにチェック

を入れると、キーワードに関連した語句、つ

まり同義語や複数形、スペルの変化形を検

索語に加えて検索することができます。例

え ば Japan と 入 力 す る と 、 Nippon, 
Nipponese, Japanese なども関連語として

一緒に検索されます。 
「関連する語句を含める」のチェックボック

スの左には、「マルチメディアを含める」と

いうチェックボックス、そのさらに左には

「絞り込み（クリックして展開）」という表

示があります。この「絞り込み（クリックし

て展開）」の左横にある小さな右向きの黒い



三角をクリックすると、黒い三角が下向き

になり絞り込みメニューが開きます。 
絞り込みメニューでは、オンラインで全文

が読める「Full Text」、最近発行されたもの

を検索する「Latest Update」などのチェッ

クボックスがあり、チェックを入れること

で検索結果を絞り込むことができます。 
 
それでは、実際に検索をして検索結果画面

の説明にうつりたいと思います。ここでは、

「関連する語句を含める」のチェックボック

スにチェックを入れ、「depression」と

「music therapy」を間にスペースを入れて

検索（AND 検索）をします。 
検索結果は検索画面の下の方に表示されま

す。 
スクロールダウンすると、画面下部にリス

ト形式で、検索結果が表示されます。基本検



索モードでは、検索結果は、新しい順ではな

く「関連性の高い順」に星印をつけて、表示

されます。星印が多ければ多いほど関連度

の高いもので、最も関連性の高いものには

星印が５つ表示されます。５つ星はすべて

の検索概念が完全に含まれているというこ

とです。４つ星は、すべての検索概念が含ま

れていますが、完全なものではありません。

３つ星以下は検索概念が 1 つ以上欠落、つ

まり検索用語は直接含まれていないけれど

も関連ある領域の文献かもしれないことを

表します。 
また、検索結果にはハイライト機能があり

ます。検索結果画面で黄色くなっているの

が入力した用語で、関連語としてくわえら

れて検索された用語は赤紫でハイライトさ

れます。 
検索結果画面右の柱にはオレンジ色で



Ovid Open Access が表示されていることが

あります。この柱ではオンラインでアクセ

スできる論文の検索結果が表示されていま

す。このほかにも、検索結果画面で FullText
と表示されているものもオンラインで全文

を読むことができます。 
検索結果の左の柱には検索情報が表示され

ます。どのような検索語で、基本検索が検索

をかけたのかは、ここで知ることができま

す 。 例 え ば 、 使 用 し た 検 索 語 句 の

「 depression 」の下には、「 depression 
emotion」「 depression」「 depressions」
「feeling of sadness」という単語が表示さ

れています。検索の際に「関連する語句を含

める」のチェックボックスにチェックを入

れたので、「depression」の関連するこのよ

うな語も含めて検索されたということがこ

こでわかります。 



検索情報の下の方には、フィルター条件が

表示されています。ここで、関連性、出版年、

主題、著者、ジャーナル、ブック、出版物の

タイプと必要な条件を指定することで、検

索結果をさらに絞り込むことができます。 
検索結果の絞り込みには、もう一つ方法が

あります。 
先ほど説明した、検索入力語欄の下の絞り

込みメニューの中の左下に「絞り込み条件-
詳細」というボタンがあります。このボタン

を使うことでさらに詳細な絞り込み条件を

指定することが可能です。ボタンをクリッ

クすると、絞り込み条件の詳細なメニュー

が開きます。例えば、最も関連度の高い結果

を選択したい場合には、「Star Ranking」の

項目で「Five Stars」を選択し、画面下部に

ある「検索の絞り込みボタン」をクリックす

ると、最も関連度の高い５つ星で検索結果



を絞り込みます。また、「Age group」 とい

う項目では、実験対象となっている年齢層

で絞り込みができます。つまり「180 School 
Age<age 6 to 12 yrs>」という条件を選択す

ると、6 歳から 12 歳までの子どもが実験対

象となっている研究を絞り込むことができ

ます。 
 
絞り込みの説明が長くなってしまいました

が、検索結果画面の説明に戻ります。リスト

形式で表示されている検索結果のタイトル

を一つクリックしてみましょう。タイトル

をクリックすると、そのタイトルの詳細画

面が開きます。詳細画面では、論文情報のほ

か、著者の情報がわかる著者抄録や論文の

主題を表すキーワードとして、Subject 
Headings や Key Concepts などが表示され

ます。詳細画面の中で青色の文字で下線が



引かれている語句をクリックすると、その

語句を使用した検索を自動的におこないま

す。 
 
これで、基本検索モードの説明は終了です。 
ちなみに、画面上部の「検索履歴」という青

いバーで検索履歴の文字の左にある黒い三

角ボタンをクリックすると、検索履歴を確

認することができます。 
 
【６】 上級検索モードの使い方 
次は上級検索を見てみましょう。 
現在画面上部で「基本検索」が選択されてい

ますが、そこから右に４つめの「上級検索」

の項目をクリックすると、上級検索の画面

に移ります。 
上級検索はすべてのデータベースのキーワ

ード、著者、論文タイトル、雑誌名を広範で



正確に検索することを目的としています。

この上級検索では、キーワードを別々に入

力し、必要に応じて組み合わせ検索や絞り

込み検索を行います。 
入力した語句はシソーラス用語（統制索引

語）にマッピングすることができます。シソ

ーラス（統制索引語）とは、データベースに

収録された文献データの主題・内容を表す

統一されたキーワードのことです。各キー

ワードは階層的に位置づけられ、概念上の

上下関係、道義、類義関係が明確に定義され

ています。同じ内容を表す様々な語を特定

の用語に統一して各文献データに付与して

検索に利用することで、ノイズや漏れの少

ない検索が可能となります。 
上級検索では自動マッピング機能により、

自動的に検索語に関連するシソーラスが表

示されるので、そこから適当と思われる用



語を選んで検索を行います。新しい用語に

ついては、まだシソーラスとして登録され

ていないことがあるので注意が必要です。 
上級検索では、キーワードを一語ずつ検索

してシソーラスを確認し、後から検索履歴

を使用して組み合わせ検索をする方法が有

効です。 
 
説明だけではわかりにくいので、実際に検

索をおこなってみましょう。まずは画面の

説明です。上級検索も画面中央に、右側に青

い「検索」ボタンのある検索語入力欄があり

ます。検索語入力欄のすぐ上には、左から順

に「キーワード」「著者」「タイトル」「ジャ

ーナル」がラジオボタンで選べるようにな

っており、検索対象が何であるのかを選択

することができます。検索語入力欄の下に

は、基本検索と同じく、左から順に黒い三角



をクリックして展開する「絞り込みメニュ

ー」と、「マルチメディアを含める」のチェ

ックボックスがあり、「マルチメディアを含

める」のチェックボックスの隣には「入力し

た語句を統制索引語にマッピングします」

というチェックボックスが表示されていま

す。 
上級検索では、この「入力した語句を統制索

引語にマッピングします」というチェック

ボックスが重要です。 
 
画面の説明は以上です。 
それでは、検索語入力欄に精神分裂病を表

す英単語”schizophrenia”を入力し、検索語

入力欄下部にある「入力した語句を統制索

引語にマッピングします」のチェックボッ

クスにチェックを入れて検索ボタンをクリ

ックしてみましょう。  



 
次の画面では、左から順に選択、統制索引語、

自動エクスプロード、フォーカス、スコープ

という項目名が上部にある表が表示されま

す。一番右端のスコープの欄に表示されて

いる、青い小文字の「i」のアイコンをクリ

ックするとこのシソーラス用語の意味と簡

単な説明を見ることができます。 
それでは、統制索引語の欄に表示されてい

る”schizophrenia”の文字をクリックしてみ

てください。下線がついて青色の文字にな

っているはずです。ここをクリックすると、

新たな表が表示され”schizophrenia”のシソ

ーラスを確認することができます。 
Narrower Terms という項目の下にあ

る ”Acute Schizophrenia” や ”Catatonic 
Schizophrenia”が”schizophrenia”の下位語

です。それぞれの文字をクリックすると、そ



のさらなるシソーラスも表示できます。

Used For という項目にある語 はその語の

代わりに使われている語を、Broader Terms
という項目にある語のは上位語つまり広義

の語、Related Termsは関連語を表します。 
“schizophrenia”の 2 つ右側の欄には「自動

エクスプロード」という項目のチェックボ

ックスが表示されています。この自動エク

スプロードのチェックボックスにチェック

を入れ、表の一番上部の「続行」というボタ

ンをクリックすると、選択したシソーラス

を含め一括検索をおこなうことができ、検

索結果の一覧リストが表示されます。下位

語・上位語・関連語で検索に使いたいキーワ

ードがあった場合には、使いたい語句の右

側にある「自動エクスプロード」のチェック

ボックスにチェックをつけて検索をおこな

ってみてください。 



 
では、次に上級検索モードで重要な検索の

組み合わせ方について説明をします。 
現在、先ほどの検索結果一覧が表示されて

いるかと思いますが、上部には検索入力語

欄が表示されているはずです。その検索語

入力欄に、今度はリスペリドン（統合失調用

の薬の名称）を表す英単語”risperidone”を
キーワードで先ほどと同様に検索をしてみ

てください。 
”risperidone”でも検索結果の一覧画面まで

表示することができたでしょうか。 
”risperidone”の検索結果一覧画面が表示さ

れている状態で、画面上部の「検索履歴」バ

ーを開きます。「検索履歴」の文字の左側に

ある黒い三角ボタンが右向きになっている

場合は、黒い三角ボタンをクリックして、検

索履歴が表示されるようにしてください。 



先 ほ ど 検 索 し た schizophrenia と

risperidone が２件の検索履歴が表形式で

表示されていると思います。表の列の項目

名は、左から順に「チェックボックス」、「ナ

ンバー」、「検索内容」、「結果」、「検索タイプ」、

「操作」となっています。上級検索では、こ

の検索履歴に表示されている各検索内容を

組み合わせて検索することができます。一

番左の項目であるチェックボックスにチェ

ックを入れた行の検索履歴を組み合わせて

検索ができます。 
組み合わせ検索を利用することで、シソー

ラスを使用した検索同士を組み合わせてよ

り正確な検索をおこなうことができます。 
組み合わせ検索は、他のモードの検索履歴

とも組み合わせることができますが、基本

検索を利用した検索履歴とはかけ合わせが

できないので注意が必要です。 



 
【７】 その他の検索モード 
ここからは、その他の検索モードについて

簡単に説明します。 
 
初めは、書誌事項一括検索モードです。書誌

事項一括検索は、著者名や論文名、雑誌名な

ど書誌事項の断片情報で文献を確定する検

索モードです。手元に一部分でも文献情報

がある場合に便利です。 
画面上部検索モードメニュー左から２番目

の「書誌事項一括検索」という項目をクリッ

クすると、「書誌事項一括検索」画面になり

ます。ここでは、上から順に Article Title 、
Journal Name 、 Author Surname 、 
Publication Year 、Volume Issue Article 
First Page、Publisher 、Unique Identifier 、
DOI といった検索語入力欄がそれぞれ表示



されています。   
例えば著者名、論文名、出版年の一部がわか

っている場合、 ”Journal name”に雑誌

名、”Volume”に巻、”issue”に号を”Article 
first page”に論文が掲載されている最初の

ページを入力します。すると、ひとつの文献

を確定して検索することができます。 
 
次はフィールド指定検索モードです。フィ

ールド指定検索は PsycINFO を構成してい

るフィールドを利用して、特定のフィール

ドから検索したり索引を通覧したりすると

きに利用します。上級検索で説明をした、検

索履歴を利用した組み合わせ検索で、特定

のフィールドで絞り込みをしたい時には特

に便利です。 
画面上部検索モードメニュー左から４番目

の「フィールド指定検索」をクリックすると、



フィールド指定検索モード画面になります。

ここでは、上部に検索語入力欄があり、その

下 に 各 フ ィ ー ル ド が 項 目 と し て

「ab:Abstract」「au:Author」というように

一覧で表示されます。各フィールドの項目

名をクリックすると、フィールドの説明や

入力例を確認できます。例えば、Volume を

クリックすると、発行物の巻号を示すもの

であること、等が英語で説明されています。 
各項目の左にはチェックボックスがあり、

チェックボックスにチェックをいれること

でフィールドが選択できるようになってい

ます。検索語入力欄に入力したキーワード

を、チェックを入れて選択したフィールド

上で検索します。 
例 え ば 、 機 関 の フ ィ ー ル ド で あ る

「in:Institution」フィールドのチェックボ

ックスにチェックをつけ、検索語入力欄



に”Japan”と入力すると、日本の機関に所属

している著者が書いた論文を検索すること

ができます。これを、先ほど上級検索で説明

をした検索履歴を利用した組み合わせ検索

で他の検索と組み合わせると、自分が知り

たいテーマで、かつ日本の機関の著者が書

いた論文を検索することができます。 
 
最後に紹介するのはマルチフィールド検索

モードです。マルチフィールド検索では、す

べてのフィールド、もしくは個々のフィー

ルドをそれぞれ選択し、複数のキーワード

を入力して組み合わせて検索を行うことが

できます。「AND」「OR」「NOT」で語句を

組み合わせた検索が可能です。ピンポイン

ト的に探したい論文を見つけるのに効果的

です。 
画面上部検索モードメニュー左から６番目



の「マルチフィールド検索」をクリックする

と、マルチフィールド検索モード画面にな

ります。 
マルチフィールド検索の画面では、上から

順にいくつかの検索語入力欄が表示されて

います。それぞれの検索語入力欄の右側に

は、ドロップダウンメニューでフィールド

を指定することができるようになっていま

す。「All Fields」が選択されている時には、

すべてのフィールドから検索をおこないま

す。２行目以上の検索語入力欄の左側には、

同じくドロップダウンメニューで「AND」

「OR」「NOT」が選択できるようになって

います。例えば、１行目の検索語入力欄に

「schizophrenia」と入力し、２行目の検索

語入力欄で「risperidone」を検索します。

２行目左側のドロップダウンメニューは

「AND」を選択しておきます。さらに３行



目ではドロップダウンメニューで「NOT」
を選択し、検索語入力欄に「man」というキ

ーワードを入力します。この時点で、

「schizophrenia」と「risperidone」という

キーワードを含み、「man」というキーワー

ドを含まない検索ができることになります。 
さらに、最後の行の右側下には「新しい行の

追加」という項目があります。ここをクリッ

クすると、さらに新しい検索語入力欄の行

の行が追加されます。ここでは、左のドロッ

プメニューで「AND」を選択し、検索語入

力欄では「JAPAN」と入力、右側のフィー

ルドを選択するドロップダウンメニューで

は「institution field」を選択して検索をし

ます。 
すると、「schizophrenia」と「risperidone」
というキーワードを含み、「man」というキ

ーワードを含まない、著者の所属機関が日



本である、という条件の検索をすることが

できます。 
マルチフィールド検索で注意したいのは、

シソーラスが自動的に適用されないことで

す。つまり、この検索を使うには、自分で適

切な検索ワードを入力する必要があります。

そのため、この検索はデータベース検索に

慣れている方が使うことをおすすめします。 
 
【８】 検索したデータの出力方法 
それでは最後に、検索したデータを出力す

る方法についてご説明します。 
検索をおこなうと、検索結果がリスト形式

で一覧表示されています。その検索結果リ

ストの上部に５つのアイコンが表示されて

います。左から順に、「印刷」「電子メール」

「エクスポート」「マイプロジェクトに追加」

「選択を維持」です。 



検索結果をまとめて出力する場合には、ま

ず出力したい検索結果を検索結果リストの

上部、アイコンの左側に表示されている、

「すべて」と書いてあるチェックボックス、

もしくは「範囲」と記載されている窓で指定

します。出力方法は、先ほど説明したアイコ

ンで指定します。 
出力できるのは最大 200 件までです。200
件を超えた数を指定し他場合には、「選択し

た総数が、ダウンロード１回あたりの最大

値 200 を超えています。選択するレコード

の数を減らして、リクエストをもう 1 度実

行してください」といった注意のポップア

ップが表示されますので、出力する範囲を

200 以下まで減らしてください。 
アイコン「エクスポート」では、出力先に

EXCEL、WORD や PDF の他、EndNote な

どの文献管理ソフトも指定できます。出力



範囲を指定し「エクスポート」アイコンをク

リックすると、ポップアップ画面が表示さ

れます。「書誌情報のみ」、「書誌情報と抄録」

など、出力する情報を「表示するフィールド

の選択」のラジオボタンで指定してくださ

い。そのあと、ポップアップ画面内下部の

「検索結果のエクスポート」をクリックする

と出力が行われます。さらに、検索履歴や

URL を出力結果に含めたい時には、チェッ

クボックス「検索履歴」等を選択してから,
「検索結果のエクスポート」ボタンをクリッ

クしてください。 
 
【９】 おわりに 
PsycINFO（サイコインフォ）は、様々な検

索モードを利用することで多彩な検索がで

きるデータベースです。データベース内に

あるヘルプでもいろいろな使い方を確認し



ていただくことができます。ご不明な点は、

大 塚 図 書 館 03-3942-6818  ill-
otsuka@tulips.tsukuba.ac.jp までどうぞ

お気軽にお問い合わせください。 
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