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Abstract
We examined the evaluation process for Internet information resources in searching the

web using the time-sampling technique. We gave undergraduates prior instruction,
emphasizing the importance of evaluation of information resources, and then posed
questions that would require qualitative judgment.
As a result, many of the test subjects acquired some degree of skill in search technique,

but they had some problems in critical and qualitative evaluation of the information
resources. However, the behavior of the test subject who achieved the highest score in this
experiment demonstrated particular characteristics such as a high level of information
literacy and an aptitude for critical thinking. From these findings, we construct a process
model of cognition and evaluation during information retrieval.
When we examined the movements of the mouse during web searches, (1) the most

common movement during their web page searches was scrolling and (2) the
undergraduates tended to use mouse pointers to mark information they noticed.
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Ⅰ．はじめに
サーチエンジンの普及に伴い、Web は、今や

学生を中心とする情報利用者の第一の情報源とな
っている１, ２, ３）。1999年に登場したサーチエンジ
ンGoogle４）は、それ以前のサーチエンジンの多
くがページ中の検索語の発生頻度をもとにランク

付けしていたのに対し、PageRank と呼ばれるリ
ンク解析にもとづくランキング技術を実現し５）、
その影響力を強めている。
図書館利用者の OPAC 検索行動にもサーチエ

ンジンの探索経験が影響を及ぼしている６, ７, ８, ９）。
大学図書館において効果的な情報探索指導を行う



ためには、利用者が実際に Web をどのように利
用しているかについての調査を行い、基礎データ
を蓄積し、フィードバックを重ねていく必要があ
る。
本研究では、学生の情報探索行動調査を継続し

て行い、その対応を検討している。2003年及び
2004年の調査では、Web の探索行動は単純なパ
ターンが繰り返される反復行動であり、僅かな時
間で結果のフィルタリングが行われることを明ら
かにした。また Web 情報源の評価では、視覚的
な要素と経験的な要素が重視され、コンテンツの
質的な評価（例：情報の信頼性、正確性、オーソ
リティ）が欠落する傾向があることも明らかとな
っている８, ９）。
これらは、今後の情報探索指導において情報源

の評価法が重要なポイントの一つとなることを示
している。そこで次の段階では、利用者がコンテ
ンツをどのように評価し、判断を行っているかを
検証することにした。
本論では、学部１年生13名を被験者として、タ

イムサンプリング法による実験調査を行い、大学
生のサーチエンジン情報探索行動を分析した結果
について述べる。

Ⅱ．関連研究の検討
１．大学生のWeb 情報評価行動
Griffiths ら（2005）１）は、マンチェスター・メ

トロポリタン大学の学生を対象に、質問紙による
情報探索行動調査を行っている。学生がどのよう
に情報を発見し探し出すかを調査した結果では、
被験者が第一にアクセスした情報源は Google の
45％で最も多く、次いで大学図書館の OPAC の
10％、Yahoo の９％となった。学生の学術情報に
対する意識は低く、サーチエンジンの利用経験は、
他の電子的な学術情報源に対する評価に影響を与
えていることが報告されている。
Whitmire（2004）10）は、15人の学部１年生を被

験者として、質問紙とインタビューによる調査を
行い、彼らの識論的信念や反省的判断力と情報探
索行動の関係を調査している。その結果、知識は
絶対的なものではないと考えるなど、認識論的信
念がより発達した段階にある被験者は、相矛盾す
る情報を適切に扱い、情報源の権威性を識別した。
また、反省的判断力がより低いとされた被験者が

サーチエンジンの第１位に表示される検索結果を
しばしば選んだのに対し、反省的判断力がより高
いとされた被験者には、情報を批判的に評価する
傾向が見られた。
認識論的信念や反省的判断力といった個性が情

報探索行動に影響を与えることが示されている。
Graham ら（2003）２）は、ウェルズリーカレッ

ジの電子計算機科学クラスの学生を対象に、電子
メールによる課題を用いて、誤報や誤解を招きや
すい情報に対する評価行動を調査している。その
結果、明らかな詐欺広告に対してはほとんどの学
生が懐疑的であったのに対し、“過去10年におけ
るマイクロソフトの主な技術革新を３つあげる”
という課題では、学生の63％はマイクロソフトの
Web サイト上の業績リストを唯一の情報源とし、
複数の情報源を確認したのは12％であった。被験
者の多くはサーチエンジンの探索結果に確信を示
し、コンテンツを批判的に読む意識は薄い傾向が
明らかとなっている。
Hess（1999）11）は、心理学を専攻する一人の博

士課程の大学院生を被験者として、Web 探索に
おける情報認識過程の調査を行っている。この被
験者は ERIC や PSYCHLIT といったオンラインデ
ータベースの検索経験はあったが、Web の検索
経験はほとんどもっていなかった。観察法、プロ
トコル分析法、インタビューにより得られた３種
類のデータをもとに分析した結果、被験者は終始
「情報過多」の意識にとらわれており、その状況
をコントロールできないこと、曖昧な情報（例：商
用サイト）をフィルタリングできないことに強いフ
ラストレーションを感じていることがわかった。
Hess は、この要因として被験者の Web 探索技術
に関する知識と経験の不足を関連付けている。情
報処理に関する知識や技能のレベルとそれに伴う
経験は情報認識の過程に影響を及ぼすことが示さ
れている。

２．Web ページ閲覧時における関心点
利用者がコンテンツのどこに注目しているかを

知ることは、情報評価の過程を分析するうえで重
要な手がかりとなる。
土方ら（2002）12）は、情報検索や情報フィルタ

リングの分野において Web ページ閲覧者の関心
点を探る方法は、明示的（直接的）手法（explicit
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method）と暗黙的（間接的）手法（impl ic i t
method）の２種類があると述べている。
明示的手法は、被験者の関心点がどこにあった

かを直接尋ねて回答を得る方法であり、この手法
の例に質問紙調査がある。
暗黙的手法は、Web ページのアクセス履歴か

ら「どのページを閲覧したか」を調べる方法や、
Web ページの閲覧時間、閲覧中の視線、閲覧中
のマウス操作等のデータを用いて利用者の関心点
がどこにあるかを推定する方法がある。
Morita ら（1994）13）は、ネットニュースの記事

に対する閲覧時間を調査し、閲覧時間と記事に対
する関心には相関があることを示している。戸田
ら（2005）14）は、Web ページ閲覧中の視線を分析
し、得たい情報を判断する際に注視点が停留する
ことを報告している。Mueller ら（2001）15）は、
マウス動作の履歴を Web ページ上に記録するシ
ステムを用いて、閲覧者がリンクリストに目を通
す際にマウスをマーカーとして使用する傾向があ
ることを報告している。また土方ら（2002）16）は、
「なぞり読み」「リンクポインティング」「リンク
クリック」「テキスト選択」の４つのマウス動作
が閲覧者の興味に関連していることを見出し、操
作対象となったテキストを抽出するシステムを実
装した検証実験を行い、抽出キーワードの有効性
を確認している。
暗黙的手法では、実験による被験者の精神的な

負担が少なく、自然な行動や意識を引き出す効果
が期待される。一方、得られたデータから導かれ
る知見は推測にとどまるという問題点がある。そ
こで次章の検索実験では、被験者の回答記述と
Web ページ閲覧中のマウス動作のデータを収集
し、被験者の明示的な関心点と暗黙的な関心点を
相互補完的に検証することにした。

Ⅲ．検索実験
学部１年生13名を被験者に、４つの課題による

サーチエンジンの検索行動を調査し、被験者がコ
ンテンツをどのように評価しているかを分析した
（調査年月日：2005年７月11日）。
次に、課題の正答率が最も高かった被験者に対

する追加実験とインタビューを行い、情報認識過
程を詳細に分析した。

１．実験の目的
実験の目的は、１）情報源の質的評価が行われ

ているか、２）コンテンツをどのように評価して
いるか、を検証することにある。

２．実験の方法
（1）被験者
Ｎ大学において全学教養科目「情報リテラシー

（文系）／（理系）」を受講した複数学部の１年生
13名を被験者とした。
「情報リテラシー」の授業では、 Google を用

いた情報探索法と情報源の評価を強調した事前指
導が行われた。
（2）手順
回答方法の説明と課題の教示を行った後、被験

者は４つの課題に取り組んだ。被験者らは、
Google を使い、検索語に用いたキーワードと、
結果をどのように評価したかを回答用紙に記述す
ることを指示された。制限時間は最大50分とした。
被験者の実験中の検索画面は録画された。
（3）データの収集と分析
被験者の明示的な関心点と暗黙的な関心点を探

るために、被験者の回答記述とマウス動作の操作
履歴データを分析に用いた。
分析はタイムサンプリング法（time-sampling

technique）により行った。この手法は、行動を任
意の時間単位で区切り（観察単位）、観察対象と
なる行動の生起を記録する方法である。高頻度で
生じる行動の観察に適し、記録システムに組み込
むことで、行動の生起頻度や持続時間等の量的デ
ータを収集することができる17）。
観察対象とするマウス動作のカテゴリーと操作

定義は、土方ら（2002）16）、戸田ら（2005）14）と予
備観察の結果にもとづき、以下のように設定した。
「スクロール」：画面をスクロールする
「ページ内検索」：ページ内のテキストを検索
する
「戻る／進む」：ページを戻す（進める）
「ページの開閉」：ウィンドウやタブの操作を
行ってページを開く（閉じる）
「なぞり読み」：マウスポインタをテキストに
沿って動かす、マウスをテキスト上でドラッグ
する18）。
「リンククリック」：リンクをマウスでクリッ
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クする
「リンクポインティング」：マウスポインタを
リンクの上にあてるが、クリックはしない
「停留」：マウスポインタの動きを停止させる
「その他」：上記カテゴリーに属さない動きが
観察された場合はここに含める

（4）探索課題
探索課題は、難易度の差による易課題と難課題

（課題 、課題 ）、質的な判断が要求される科
学、健康分野の課題（課題 、課題 ）の４課
題とした。
課題の性質が Web の探索行動においても影響

を与えることは近年の調査で明らかにされている19, 20）。
そこで本実験では複数の課題を提示し、課題の性
質による影響に留意して検証することとした。

課題
．ニュージーランドの面積
．1999年の Rambouillet Accords の内容
．除菌イオンは空気浄化に効果があるか
．たばこが原因とされる世界の年間死亡者数

３．結果
（1）情報源の質的評価
被験者らが回答に用いた Web ページの48件中

46件（96％）は検索結果の１頁より取得されたも
のであった（表１）。これらのページの信頼性を
Web Credibility Project による「Web の信頼性のた
めのガイドライン」21）を使用して検証した。実際
の評価は、情報検索に一定の知識をもつ第三者の
図書館員３名が各々行い、２名以上で合致した評
価が採用された。その結果、回答に用いられた
Web ページの48件中30件（62.5％）はガイドライ
ンの10項目中７項目以上の条件を満たしていた。
被験者のほとんどは検索結果の１頁に表示され

たページを選び、選ばれたページの多くが信頼性

の高い情報であると判断されたことは、先行研究
に示されたとおり被験者らが Google の特性に対
し一定の認識をもっていることを示している。
次に、課題ごとの結果を検討する。
課題 は、「ニュージーランドの面積」を問う簡

単な検索問題であるが、Web 上には様々なデータが
混在し（例：270,534km2（外務省）、270,500km2（ニ
ュージーランド大使館）、268,680km2（Wikipedia））、
複数の情報源を確認するかどうかがポイントとさ
れた。13人中５人と、最も多くの回答に用いられ
たのは、個人の海外挙式情報サイトに掲載されて
いた“27万600km2”であった。このページが検
索結果の第１位に表示されたことが、被験者の評
価に影響を与えたと推測される。
課題 は、ユーゴスラビア紛争に関わる

「Rambouillet Accords」22）の内容を説明するもので
あった。異なる立場から発信されている英文のコ
ンテンツを批判的に検証する必要があることか
ら、難課題と予想した。結果的に、13人中８人の
被験者が回答したが、結果の上位に表示される米
国国務省や英国国防省のページを唯一の情報源と
する例が目立った。
課題 は、「除菌イオンの空気浄化に対する有

効性」を問うもので、Web上には賛否両論のペー
ジがあり、質的な判断が要求される課題であった。
その結果、回答の半数以上が“効果あり”とする
など、検索結果の上位に表示される民間企業Ｓ社
及びＤ社の主張による影響が強く見られた。一方
で、効果を肯定する側と否定する側から発信され
ている情報を批判的に検討し、“（効果の）裏打ち
があればと思ったんですけど、逆に裏打ちがない
という結論になった”として、“効果があるとは
いえない”と回答する例も見られた。
課題 は、「たばこが原因とされる世界の年間

死亡者数」を問う問題であった。回答された数値
には明らかな誤答も含まれていた。また回答の８
例は WHO（世界保健機構）のデータを孫引きし
て引用していたが、これを WHO 本体のページに
より確認したのは１例のみであった。
被験者の多くは、実験前に受講した「情報リテ

ラシー」で学習したサーチエンジンの機能（例：
翻訳機能、キャッシュ、イメージ検索、フレーズ
検索、ページ内検索）を戦略的に使用しており、
一定の探索技能や知識を習得していることが示さ

表１　回答の情報源は検索結果の何頁めに表示されていたか
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れた。しかし、検索結果の上位に表示される情報
を過信する傾向が顕著に認められた。
（2）マウス動作による検証
実験中の画面記録をもとに、被験者の探索過程

をキーワード空間、結果一覧空間、ページ空間、
外部空間の４つの空間に分け、５秒ごとの観察単
位におけるマウス動作を観察し、記録した。記録
システムは、観察１単位１チェックを１度として、
マウス動作の発生頻度と持続時間（頻度×５秒）
を調べるものであった。１単位内に異なる種類の動
作が観察された場合は按分することとした（表２）。
ここでは、課題の正答率が最も高かった被験者

Ｙと平均的な正答率を示した被験者Ｈの探索過程
について詳細な分析を行った。被験者Ｙ、被験者
Ｈは共にサーチエンジン利用歴５年以上の被験者
である。
マウス動作の発生頻度の結果を表3に、持続時

間の事例を図１に示す。
Web ページ閲覧時において、最も高い出現率

を示すマウス動作は「スクロール」の29.6％であ
った。次いで「なぞり読み」が22.2％、「ページ
の開閉」が12.7％となっている。
「ページの開閉」はタスクバーから画面をアク

ティブにしたり、タブ機能23）を用いて画面を切
り替えたりする動作によるものであった。被験者

は複数のページ上のコンテンツを比較するため
に、ページを開いたり閉じたりする動作を繰り返
し行っていたことを示している。
マウスポインタが注視した情報のマーカーとし

て「なぞり読み」に使用される例も多く見られた。
これは、書籍の例でいえば目に留まった箇所に線
を引いたり付箋をつけたりしてマークを付すとい
った行動にあたると推測される。
しかし Web 上では、複数のページを並べて閲

覧することは難しく、マウスポインタによるマー
クは１回ごとの操作でクリアされる。Web の特
殊な閲覧環境は、コンテンツを比較する行為に認
知的な負荷をかけることになり、情報評価に影響
を及ぼす可能性が推測される。

４．追加実験
課題の正答率が最も高かった被験者Ｙの行動に

注目し、情報認識過程を分析するために、追加実
験とインタビューによる調査を行った（調査年月
日：2005年11月26日）。

4. 1 実験の目的
実験の目的は、被験者がコンテンツのどこを見

て何を基準に判断していたか、どのような情報認
識の過程をたどったかを分析することにある。
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4. 2 実験の方法
（1）被験者
被験者はＮ大学工学部の１年生であり、先の実

験で課題の正答率が最も高かった被験者である。
事前アンケートの結果によれば、サーチエンジ

ンの使用歴は６年で、１日数回サーチエンジンを
使用し、最もよく使うのは Google である。サー
チエンジンの検索には「かなり慣れて」おり、サ
ーチエンジンがどのように結果をランク付けして
表示しているかを「ある程度知っている」。サー
チエンジンは「なければ困る必須のもの」だが、
検索結果には「やや不満」であると回答している
（かぎ括弧内は択一式による被験者の回答を示
す）。高校時代にパソコンを自作した経験をもつ
など、情報検索及び情報処理に関する知識と技能
のレベルが高いと判断された被験者であった。

（2）手順
回答方法の説明後、被験者は、先の実験で記録

された検索画面（課題 ）を実験時の行動を思
い出しながら見ることを指示された。次に、再生
シーンを３分見た直後に、同じシーンを３分見て、
コンテンツの評価・判断レベルをボタン操作によ
り回答する方法を繰り返し行った（図２参照）。
実験中の被験者のマウス操作履歴はデスクトッ

プ上の動作保存ソフト「AppliGuide」により記録
された。実験終了後に40分間のインタビューを行
った。
（3）データの収集と分析方法
被験者のマウス操作履歴と発話のデータを収集

し、表２の記録システムを用いて、観察１単位
（５秒）に生起したマウス動作と評価・判断レベ
ルのデータを集計した。これをもとに、タイムサ
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図１　Web ページ閲覧時におけるマウス動作の持続時間（被験者Ｙの事例）

表３　Webページ閲覧中におけるマウス動作の発生頻度（被験者Ｙ／Ｈ）



ンプリング法による分析を行った。

4. 3 結果
マウス動作と評価・判断レベルの関係を図３

に、被験者の情報認識過程を図４に示した。

（1）マウス動作と情報評価の関係
図３によると、コンテンツの評価・判断と最も

深く関わっているマウス動作は「なぞり読み」で
あることが示されている。また、「スクロール」
動作中の評価や判断も比較的高い頻度で起こるこ
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図２　実験場面

図３　マウス動作と評価・判断レベルの関係



とが示されている。
図４によると、前半に「スクロール」、後半に

「なぞり読み」が多く出現している。コンテンツ
の評価・判断レベルは、弱い段階から始まり、検
索が進むにつれて強い段階へと移行している。ま
た、被験者が効果を肯定するページと否定するペ
ージを閲覧し、比較を行っている様子も読み取れ
る。
検索開始より、キーワード、結果一覧、ページ、
リンク先ページの空間を反復しながら、賛否両論
のページを閲覧し、結果のフィルタリングが行わ
れる。絞り込まれたページは、タブのインデック
スを用いて画面の切り替えが行われるようにな
り、最後はページ空間の移動のみで結論が下され
ている。
（2）情報認識の過程
図４をもとに、被験者がたどった情報認識過程

について検討する。
検索は「除菌イオン」という検索語１語により

開始された。前半は「スクロール」が多く見られ
る。後のインタビューで確認したところでは、課
題に関連するキーワードやデータがどこにあるか
を探している状態を示している。｢なぞり読み｣も
起きているが、半ば無意識に、ページをスクロー
ルしながらところどころにマウスポインタをあて
る程度である。“適当に流し読みしてる”、“とり
あえず見てみよう”といった発話にあるように、
漠然と情報を探している様子が示されている。
途中で検索語に「効果」の語を追加する。結果

の上位にはＳ社のページが中心に表示されるが、
単一情報源であることが気になり、結果を絞り込
むというよりは異なるページが出てくることを期
待したという。
探索過程が進み後半になるにつれて「なぞり読

み」の生起が目立つ。前半に見られた短い間隔で
マウスポインタをあてる動きではなく、“このへ
んを読むぞって思ったらこうやって”と、数行か
ら数十行にわたるテキスト行をドラッグしながら
読む行為が見られた。また、このような「なぞり
読み」が起きる際に強い評価・判断の状態にある
ことが示されている。
後半には「ページの開閉」も頻繁に起きている。
除菌イオンの効果を肯定する側と否定する側のペ
ージを絞り込んで、双方のページを開いたり閉じ

たりして比較検討を行い、矛盾点がないかどうか
を検討したとされる。評価のポイントとなったの
は、“（効果が）実際何なのか”の説明と、“裏打
ち”があるかどうかであった。結果的に“逆に裏
打ちがないという結論になってしまった”として、
「明確なデータが示されていないので効果がある
とはいえない」と回答している。
被験者が情報源の客観性や信頼性を意識してい

たことは、実験後のインタビューの発話からも読
み取れる。

“最後のページじたいもどんなもんかとは思
ったんですけど、新聞の抜粋なんで・・・。あ
あでもそれも企業とそんな変わらないような気
もするんですけど、まあメーカーよりは信頼で
きるかなと思ったんですよ”

（3）情報技術に関わる知識・技能の影響
被験者の行動特徴に、ブラウザのタブ機能、キ

ャッシュ機能、ページ内検索等の探索技術が効果
的に使用されていたことがあった。
Web の探索行動は、行動レベルの前段階と後

段階（例：検索結果とページ、ページとリンク先
ページ）を規則的に反復する行動であることがこ
れまでの研究成果により明らかになっている８, ９）。
Web 上で複数の情報源を比較するためには、こ
の反復を繰り返すか、該当ページをすべて開いて
タスクバーから切り替えるといった操作が必要と
なり、現段階では複数のページをシームレスに閲
覧することが難しい環境にある。
しかし実験では、タブのインデックス機能が活

用されて画面の切り替えに滞りがなく、被験者は
複数のコンテンツを上手く処理し、シームレスに
閲覧している様子が観察された。
マウスの付帯機能といった道具立ての問題も被

験者の評価行動に影響を与えていた。
被験者がふだん使用しているマウスはホイール

機能や「戻る・進む」ボタンがあるが、実験用の
マウスにはこの機能がなかった。そこで、「リン
クポインティング」動作の際には“とんで（リン
クして）戻るのって面倒なんでどれにいこうかな
っていう感じで”、ポインタをあてたときに表示
されるテキストやURL の情報を見ていたという。
情報技術に関わる知識（情報検索に関する知識、
コンピュータ技術に関する知識）と技能、またそ
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図４　被験者Ｙの情報認識過程（課題 ）



れに伴う個人的な経験や認識は、情報を探し出す
段階だけでなく、得られた情報から意味を形成す
る過程にも影響を与えていることがわかる。

５．考察
調査結果にもとづき、被験者Ｙの情報評価の過

程をモデル化して図に示す（図５）。
図４では、検索が進むにつれて、キーワード、

結果一覧、ページ、リンク先ページの空間を反復
する行動が徐々に収斂されていき、最後はページ
空間の移動のみで結論に向かう様子が示されてい
た。
このように、被験者の評価行動には、キーワー

ドを起点に関連する情報を拡散的に収集する段階
と、フィルタリングされた結果が徐々に収斂され、
結論に向かう段階が見られた。ここでは、認知心
理学分野に用いられる思考スタイルを援用し、前
者を「拡散的探索（divergent search）」、後者を
「収束的探索（convergent search）」と呼ぶことと
する。
「拡散的探索」の段階では、漠然とした情報探

しに始まり、課題に関連する明確なキーワードや
データを手がかりとして様々なページを閲覧して
いる。
「収束的探索」の段階では、「拡散的探索」に

より得られた検索結果に対し、情報の信頼性や客
観性を指標にフィルタリングを行い、最後は絞り
込まれたページの中で矛盾点を検証し結論を導い
ている。
それぞれの段階の情報評価に影響を与えた要因

には、既に述べてきたように、情報技術に関する
知識・技能の高さと経験、コンテンツを批判的に
読む思考態度が関わっている。これらの要因が相
互作用的、反省的に働いた結果、妥当な情報判断
が導かれたと考えられる。

Ⅴ．まとめ
情報源の評価を強調した事前指導を行った学生

を対象に、質的な判断を要求される課題を用いて、
Web 探索における情報評価の過程をタイムサン
プリング法により調査した。そこでは、Web ペ
ージ閲覧中のマウス動作と発話のデータをもと
に、被験者がコンテンツのどこに注目し、どのよ
うに評価や判断を行っているかを分析した。

調査の結果、被験者の多くはフレーズ検索、ペ
ージ内検索等のサーチエンジンの探索機能を戦略
的に使用しており、事前指導による一定の成果が
見られたが、検索結果の上位に表示される情報を
過信する傾向があり、コンテンツの質的、批判的
評価に課題が示された。
一方、最も高い正答率を示した被験者の行動に

は情報技術に関する知識・技能レベルの高さ、批判
的思考態度といった特徴があり、それに伴う個人
的な経験を含んだ相互作用が的確な情報判断を導
く要因となった。この関係をモデル化して示した。
Web ページ閲覧中のマウス動作を検証した結

果、１）Web ページ閲覧中に最も高い出現率を
示す動作はスクロールである、２）マウスポイン
タは注視した情報のマーカーとして使用される傾
向があることが示された。

ⅤⅠ．課題
サーチエンジンの情報検索に慣れた利用者に対

し、OPAC を含め、図書館側がどのような情報探
索指導を行っていくかは重要な課題となってい
る。
本論の調査結果によれば、被験者の学生は、

Google による結果ランキングの影響を受けやす
く、検索結果の上位に表示された情報源の質的、
批判的評価に対する意識は薄い傾向にあることが
明らかとなっている。今後の情報探索指導では、
サーチエンジンを使いこなすための方法ととも
に、サーチエンジンの検索における限界点を明確
に示していくことも重要であろう。
探索技術を駆使して様々な方向に知識やアイデ

アを拡げていく「拡散的探索」の段階と、抽出さ
れた知識や情報を整理し、コンテンツを批判的に
読み解いていく「収束的探索」の段階では、それ
ぞれに応じた指導法が検討される必要がある。本
調査では、収束的な探索を行う際に、批判的な思
考態度が重要なポイントとなることが示されてい
る。Web 上の誤報に対する評価法を指導プログ
ラムに取り入れることも有効な方法の一つと考え
られる。
課題の正答率が最も高かった被験者の事例で

は、批判的思考態度といった個人の性質と、情報
技術に関する知識・技能レベルの高さが、妥当な
情報判断を導く要因となった。そこでは、タブの
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インデックス機能やマウスの付帯機能といった道
具立ての問題も、情報認識過程に影響を与えるこ
とが示されている。このような情報技術や情報ツ
ールに関する知識を一般化して、情報探索指導に
生かしていくことも有効と考えられる。
サーチエンジンの普及は今後も加速することが

予想される。図書館においては、多様な情報探索
行動に応じた一律でない指導方法の検討を進めて
いくことが重要な課題となる。
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