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研　　究

Ⅰ．はじめに
　図書館を利用する学生の情報ニーズには、与え
られた課題のレポートや論文作成といった締切り
があり提出物を伴うものだけでなく、日常の学生
生活の中で生じた興味関心や問題の解決を目的と

したものがある。従来の情報利用行動研究の多く
は、前者の情報行動の文脈を前提として行われて
きた。そして図書館における情報システムや情報
サービスは、その研究結果から導き出された理論
やモデルにもとづいて構想されてきた。

短期大学図書館における情報探索行動：
目次を付与した OPACのログ分析と検索実験をもとにして
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Abstract
Using an OPAC (Online Public Access Catalog) that provides search access points with 

a table of contents at a college library, we implemented analysis of OPAC access logs and 
a search experiment. We examined information seeking behaviors by taking advantage of 
OPAC. We conducted the analysis by paying particular attention to the effects on seeking 
behaviors of differences in experience in using search engines. As a result of our research, 
three things have become clear. 1) It is typical that the students combine one or two words 
to make a search term and they have a tendency to use free terms frequently. 2) In more 
than half of the search results, the search terms were found in the tables of contents. 3) 
Experiences of using search engines affected how to deal with the situation when a search 
receives no hits. The students are rarely conscious of the difference between searches 
by OPACs and search engines. These results indicate that a search system based on 
standard bibliographic information in traditional OPAC cannot respond to users’ various 
information seeking behaviors.



− 58 − − 59 −

　一方、Googleや Amazonといった商用検索サー
ビスでは、エンドユーザの多様な情報行動に対応
できる情報サービスを意図し、単純で直感的な探
索を可能にするシステムを実現してきた。今や、
それは多くの学生にとって第一の情報探索ツール
となっている。図書館の目録システム（OPAC）が、
利用者アクセスの改善策を早くから提示されてい
ながら１）、この十数年、基本的には変わっていな
い２）こととは大きな開きがある。
　本論の調査対象となる短期大学（以下，短大）
では、学生の多くが幼児教育や福祉の専門職を志
している。そこで示される利用者の情報ニーズは、
研究志向の大学図書館に見られるものとはやや異
なり、学術情報よりも実際の現場で役に立つ知識
や情報により強く示される。たとえば、教育実習
で問題を抱えた子どもに接する際の対処法を知る
ために、図書館に来て図書や情報を探すのである。
これは三輪３）が述べているように、問題解決の
目的によって利用者の求める情報タイプは異な
り、情報サービスの評価は求めるタイプの情報が
得られたか否かで左右されることを示唆する。図
書館においては、学生の多様な情報ニーズにもと
づく情報行動に対する客観的理解を深めていく必
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、OPACの検索行動にサーチ
エンジンの探索パターンが影響を及ぼしているこ
と、Webの探索は視覚的要素と経験的要素をもと
に僅かな時間で結果のフィルタリングが行われる
ことを示した４）。2005 年の調査では、科学や健
康分野の質的判断が要求される課題に対しても、
サーチエンジンの結果上位にランキングされる情
報が過信される傾向を明らかにした５）。また今後
はさらに情報行動変容が進むと推測されることか
ら、継続的な調査の必要性を指摘した。
　本調査では、短大図書館を対象に、学生の
OPACによる情報探索行動を調査した。調査に用
いた OPACは、検索のアクセスポイントとして
図書の目次情報が付与されており、幅広い用語か
らの検索が可能になっている。また図書館の利用
状況は、学生の一人当たり年間貸出数平均 22 冊
（2005 年度）が示す通り活発である。短大生のリ
テラシーに応じて利便性を高めた OPACは実際ど

のように利用され、そこでどのような情報探索が
行われているのかを検証することが調査の目的と
なる。
　まず、OPACの利用実態を把握するために、
2004 年６月～ 2006 年７月までの 26 ヶ月間にお
けるアクセスログを分析した。次に、短大生 17
人を対象に問題解決型の課題を用いた OPACの検
索実験を行い、質的な分析を加えて、短大図書館
における学生の OPAC探索行動の特質について述
べる。

Ⅱ．OPAC 探索行動の先行研究
１．ログ分析による調査
　OPACの利用行動調査には、1980 年代からトラ
ンザクションログ（利用記録）が用いられた。ヒッ
ト件数、ブール演算の使用率、使用される検索項
目の割合などを算出することにより、検索パター
ンや失敗パターンの分析が行われてきた。中で
も高い関心が示されたのは、検索失敗要因の分析
である６）。検索結果が０件（以下、ゼロヒット）、
結果件数が多過ぎるといった事象が失敗例として
分析され、その結果をもとに、検索システムの改
善策が提示されてきた。
　ゼロヒットの割合は、Peters（1989）７）のミズー
リ大学の図書館 OPACによる調査では 27.9％と
なっているのに対し、Hunter（1991）８）のサウス
カロライナ州立大学図書館を対象とした調査では
54.2％に達するなど、ばらつきもあるが、失敗原
因の多くは検索語の綴字ミスやタイプミスにあっ
たことが報告されている。最近の研究で、シンガ
ポールの Nanyang Technological Universityの図書
館 OPACを対象とした調査では、ゼロヒットの割
合が 49.5％であった。ゼロヒットになる確率は検
索式が長くなるほど高くなり、３語以上の検索語
を入力した場合に失敗事例が多く見られることが
報告されている。
　日本でも OPACのログ分析による調査は OPAC
の導入期からいくつか見られるが９, 10）、上田ら
（1999）11）が指摘するように、これらは検索シス
テムの機能やユーザビリティの評価を目的とし
た、システム提供者側の評価であった。利用者の
探索行動を把握しようした研究は、中規模の私立
大学図書館を対象とした逸村（1994）12）の調査な
ど、僅かである。2000 年代以降では、大学図書
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館を対象としたものではないが、森岡ら（2004）13）、
野末ら（2004）14）の調査がある。しかし、小規模
大学や短期大学の図書館を対象としたログ分析調
査は報告されていない。

２．質的手法を用いた調査
　トランザクションログによる調査が、OPACの
情報探索過程の一側面である、検索の実行形態を
分析対象としたのに対し、認知科学の研究方法を
用いた調査では、情報探索過程の全体、あるいは
情報ニーズから検索質問の定式化に至る部分に焦
点があてられた 15）。
　Hancock（1987）16）及び Hancock-Beaulieu（1990）17）

は、目録の探索だけでなく、書架上の探索を含め
た図書館での情報探索行動全体を調査の対象とし
た。その結果、既知文献探索のように見える行動
でも、利用者の情報探索行動全体としてみると主
題探索の一部である場合もあり、利用者の目録行
動を既知文献探索か主題検索かと明確に区別する
ことはできないことを明らかにしている。
　池谷ら（2001）18）は、東洋大学図書館において
実際に利用者が OPACで探索している場面を調査
し、観察法とインタビューにより分析している。
その結果、利用者の目録行動には、特定主題の図
書は大体どのあたりに配架されているか、特定主
題の文献は図書館にどの程度所蔵されているか、
といったことを概観するために OPACを利用する
など、多様な探索の段階が確認された。また同じ
ように単一の語で検索する場合でも、上位概念か
ら下位概念を示す語へ段階的に入力する、最初か
ら特定性の高い語を入力するなど、多様な探索の
スタイルが見られたことを報告している。観察法
とインタビューを用いた研究では、他に、慶應義
塾大学図書館を対象とした越塚ら（1994）19）、廣
田ら（1994）20）、宍戸（1997）21）の調査がある。

３．OPAC の主題検索機能の限界
　Webのサーチエンジンの普及は、図書館におけ
る目録利用者の行動にも影響を与えるようになっ
た。
　Novotny（2004）22）は、OPACの検索経験のない
学部新入生と OPACの検索経験を積んだ大学院生
らを被験者に，利用者がどのように OPACを検索
しているかをプロトコル分析法により調査した。

その結果，サーチエンジンの検索経験から著しい
影響を受けているという点で両者に共通する傾向
が見られた。被験者の多くは、OPACがサーチエ
ンジンのように機能すると予測し、入力されたク
エリーはシステム側で解釈され、処理されて、結
果は Googleのように適合性の高いものから順に
表示されると考えていた。
　筆者らが短期大学生及び学部１年生を対象にプ
ロトコル分析法を用いて行った調査（2006）４）で
は、サーチエンジンの経験を積んだ被験者は、サー
チエンジンに特徴的な探索パターンを OPACにも
使用する行動がより顕著であること、主題の階層
や目録上の統制語をほとんど意識せずに検索して
いることから OPACの主題検索に困難さを感じて
いることが示されている。
　Fastら（2005）23）の学部学生と大学院生を対象
とした調査では、被験者はWebの探索結果には
検索質問とは無関係で曖昧な情報が多く含まれる
こと、それに対し OPACでは系統だった情報探索
が可能であると認識していながらも、探索方法の
簡便さからサーチエンジンを好む傾向があること
が報告されている。
　サーチエンジンの検索に慣れた利用者に対し、
OPACの主題探索機能が限界を示していることは
明らかである。統制語以外の語による主題探索
改善の試みでは、図書の目次や索引から抽出し
た語を付加する Athertonの SAP（Subject Access 
Project）24）がよく知られており、実際にその手法
に基づいた目録の利用行動調査 25, 26）も行われて
有効性が確認されている。一方で、検索結果が多
くなる問題点を伴うことは否めないが、小規模の
図書館では導入しやすい改善策だといえる。
　最近では、目録に対する危機感が強まり、サー
チエンジンで実装されているような機能を OPAC
に導入する動きも一部ではじまっている。米国
ノースカロライナ州立大学図書館では、TF/IDF
法（Term Frequency/Inverse Document Frequency）
による適合度のランキング表示や新たなブラウジ
ング機能などを備えた OPACの提供を開始してい
る２）。
　次章では、検索のアクセスポイントとして目次
が付与された OPACを対象に、ログ分析と検索
実験による調査を行い、短期大学図書館における
OPAC利用者の探索行動について分析する。
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Ⅲ．OPAC 検索行動調査
１．ログ分析による調査
1. 1　調査の目的
　A短期大学図書館における OPACのアクセスロ
グを採取し、OPACが実際どのように使われてい
るかを検証する。対象期間は 2004 年６月～ 2006
年７月までの 26 ヶ月間である。

1. 2　調査の対象
　調査に用いた OPACの概要は以下の通りであ
る。
　名称：A短期大学図書館蔵書目次検索
　インターネット公開：2004 年６月より
　学内のサービス対象者数：500 人
　館内設置台数：６台
　収録件数： 図書（和洋）４万件、雑誌（和洋） 

780 件
　検索方式： 簡易検索（フリーワード入力方式）、

詳細検索（項目条件指定方式）

　表示方式： 検索結果件数表示→一覧表示→詳細
表示

　探索できる項目：書名、著者名、目次、分類記号、
件名、内容細目、出版者、出版年、
ISBN/ISSN

 目次は全レコードのうち絵本類を除
いた約 30％、約 1 万件が入力され
ている

1. 3　調査の方法
　2004 年６月～ 2006 年７月までの 26 ヶ月間の
アクセスログを採取した。ログの例を図１に示す。
内容は、利用年月日時分秒、IPアドレス、検索
インデックスファイル、検索キーワード、検索条
件である。

1. 4　調査の結果
（1）月次・曜日・時間帯別の利用実態
　調査対象期間中のアクセスログ数は 23,788 件

図１．アクセスログの例

図２．検索実行件数（2004年６月１日～2006年７月31日）
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であった。図２に月別の件数を示す。曜日別、時
間帯別の件数を図３、図４に示す。
　年間では、試験やレポート提出、実習が重なる
７月の利用が最も多くなっている。また曜日別で
は週末の金曜日、時間帯では授業終了後の 16 時
～ 18 時台の利用が増える傾向にある。
　密集したカリキュラムに実習や就職活動が加わ

る忙しい学生生活の中で、空き時間に図書館を利
用する短大生の利用実態を示す結果である。
（2）検索語がヒットした書誌項目
　入力された検索語がどの書誌項目にどの程度
ヒットしているかを調べた。対象は、2006 年７
月１日～７月 31 日の簡易検索アクセスログ 1,766
件のうち、資料区分を「図書」と指定して何らか
の検索語が入力された 1,573 件であった。採取し
たログからは得られない情報であったため、検索
を再現して、アクセスログ１件あたりの結果上位
50 件がヒットした書誌項目の内訳を人手により
調べた。検索結果 400 件以上は「結果過多」で分
析対象外とした。これは調査対象の OPACが 400
件以上の結果は書誌表示を行わないようにデフォ
ルト設定されていたためである。
　結果を表１に示した。全実行回数に対するゼロ
ヒットの割合は 34.1％であった。
　ヒットした項目の割合では、目次が最も多く
52.0％、次いで書名の 26.3％、件名の 12.4％となっ

図４．時間帯別実行件数

図３．曜日別実行件数

表１．簡易検索アクセスログの検索結果（2006年７月１日～2006年７月31日）
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ている。目次は、書誌全体に対する入力充足率
が約３割と他の項目より低いにもかかわらず 27）、
ヒットする割合が高くなっている。
（3）検索パターンの特徴
　2004 年６～７月、2005 年６～７月、2006 年６
～７月の各期間における簡易検索方式のアクセス
ログを対象に、検索語のパターンに注目して分析
を行った。
　検索方式別の実行件数を表２に示す。また、簡
易検索アクセスログ１件あたりの検索語の語数を
表３に、簡易検索アクセスログ１件あたりの検索
語の語型を表４に示した。
　2004 年６～７月、2005 年６～７月、2006 年６
～７月のアクセスログの平均値で見ると、検索方
式では、2,874 件のうち 90.1％の 2,627 件と圧倒
的に簡易検索が選ばれている（表２）。
　検索語数は、１語が最も多く 66.5％、２語が
27.2％、３語が 5.9％、４語以上が 0.3％となって
いる（表３）。実行件数の９割以上は１語ないし
２語の検索語で行われていることがわかる。

　検索語の語型は、単語が 82.3％、文節を含むも
の（例：子どものストレス、ケアについて）が
16.4％である（表４）。さらに、検索語の入力パター
ンを詳しく分析してみると、単語の場合でも、意
味のまとまりが２つ以上の複合語が多く含まれて
いた（例：情緒不安定、基本的生活習慣）。また
全体に自然語（例：昼寝、一人っ子）の使用が目
立つ。ただし書名の一部を入力するケースも想定
される。主題検索と既知文献探索の判別はログの
データからは難しいため、別の方法で検証する必
要がある。
　2004 年～ 2006 年の比較では、検索語数はほぼ
平準化しているが、語型で文節を含むものの割合
が、11.8％（2004 年）、16.3％（2005 年）、21.0％（2006
年）と年々増える傾向にある（表 4）。

２．検索実験
2. 1　実験の目的
　実験の目的は、ログのデータで得られない
OPACの検索過程における行動特徴を詳しく分析

表２．検索方式別の実行件数

表３．アクセスログ１件あたりの検索語の数（簡易検索方式）
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することにある。また、サーチエンジンの検索経
験の影響に注目し、分析の視点とした。

2. 2　実験の方法
　短大生 17 人を被験者に、課題を用いて OPAC
の検索過程における画面と行動のデータを採録し
た。実験は 2006 年８月９日～９月６日に調査対
象の図書館内で行われた。分析は、採録したデー
タから書き起こしたトランスクリプションを用い
て行った。
ａ．被験者
　短大１年生７人、短大２年生８人、短大専攻科
１年生（３年次）２人、の計 17（女 17）人。
　サーチエンジンの利用歴は、２年以下が６人、
３～４年が５人、５年以上が６人であった。また、
被験者全員は OPACの基本的な使い方に関する
30 分程度のオリエンテーションを受けていた。

ｂ．方　法
　課題の教示と基本的な操作方法の説明の後、被
験者は OPACを用いて２つの課題に取り組んだ。
被験者は、アクセスしたキーワードをすべて回答
用紙に記入しながら検索し、選んだ文献の書誌情
報を記録すること、検索終了後に書架で探索する
ことを指示された。制限時間は、課題１は５分、
課題２は 15 分、書架探索 10 分とした。実験後に
15 分程度のインタビューを行った。
　インタビューでは、「検索前の不安感」「結果の
満足度」「キーワード設定の理由」「結果一覧の見
方と選び方」「書誌詳細の見方と選び方」「サーチ
エンジン検索時と異なる点」の５項目を聞いた。

　検索中の画面は録画され、インタビューの過程
は録音された。
ｃ．課題
　課題１は、OPACの基本的な仕組みが理解され
ているかを問うこと、課題２は、問題解決型の主
題検索がどのように行われるかを見ることをねら
いとしている。また課題２は、調査対象の短大図
書館における実際のレファレンス質問事例を取り
上げた。これは日常に近い場面を設定して自然な
行動を引き出すためである。
１．講義で紹介された、著者の姓が“伊藤”名が
“リュウジ（漢字表記不明）”による「子ども
の無気力さ」をテーマとした図書を探す。

２．教育実習先の幼稚園に遅刻の多い子どもがお
り、理由を尋ねると“朝起きられない”ため
だという。園児の保護者に適切なアドバイス
をする際に参考となる図書を探す。

2. 3　実験の結果
（1）検索過程の行動特徴
　課題１は、検索前に被験者全員が“著者名がわ
かっているのでたぶん見つかる”と楽観的な見
通しをもっていた。検索語のエラー（例：「伊藤
リュウジ」）でゼロヒットになる事例も見られた
が、すぐに語を短く切る（例：「伊藤 /リュウジ」）、
語を変更する（例：「伊藤 /無気力」）など修正し
て、正解書誌にたどりついた。後のインタビュー
で、語を短くすればヒット数が増え、語を変更す
れば結果は変わることを経験的に知っていると答
えている。結果として、17 人中 16 人が書架から
該当する図書を探し出した。

表４．アクセスログ１件あたりの検索語の語型（簡易検索方式）
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　課題２は、検索前の見通しに不安を示す被験
者や、検索語の設定が難しい、ゼロヒットが多
いなどから戸惑う被験者も見られた。しかしど
の被験者も試行錯誤を繰り返すうちに、１冊以
上の書誌を選択し、書架から該当する図書を探
し出した。結果の満足度は 17 人中 15 人が“あ
る程度満足”または“満足”と答えている。
　検索結果の評価方法は、一覧表示では書名中
のキーワード、詳細表示では目次を参考にする
のが典型であった。著者や出版年を挙げた例は
ない。後のインタビューでは、目次を読むとき
はヒットしたキーワードがボールド字体で表示
されるので（図５）、その前後の文脈を見てテー
マに合致するかどうかを判断したとする例が多
かった。
（2）検索語の特徴
　被験者が使用した検索語数は、課題１が平均
1.9 語、課題２が平均 2.0 語であり、既知文献探
索（課題１）と主題検索（課題２）による差異
は見られなかった。
　検索語の組み合わせでは、「子ども /睡眠」が
７件と最も多い。語型では、文節の使用（例：「子
どもの睡眠」）も全体の 12.9％に見られたが、２
語の単語を組み合わせて使用するパターンが典
型であった。自然語（例：「寝不足」）の使用が
目立ち、ほとんどの検索語は目次のデータにヒッ
トした。また、このような特徴は、サーチエン
ジン利用歴２年以下、３～４年、５年以上のど
の層にも同様に見られた。
（3）サーチエンジン利用歴の差異による比較
　サーチエンジン利用歴５年以上の被験者 A～
Dと、２年以下の被験者 E～ Iの、課題２にお
けるデータを比較した。ここでは OPAC検索知
識の差によるバイアスを除くために、OPAC利用
歴がほぼ同等のデータを分析対象としている。
　結果を表５に示す。ここで「検索レベル移動
回数」とは、「検索語入力」「一覧表示」「詳細表示」
の検索の各段階を移動する回数のことである。
　実行回数、ゼロヒット件数、検索語の語数に
は差が見られない。結果の満足度にはばらつき
があるが、検索前の不安感では、課題２の概念
化が難しいと考えられたのか、利用歴２年以下
の被験者の方が強い傾向が示されている。
　顕著な違いが見られるのは、検索レベル移動

回数、詳細の閲覧数、結果の取得数である。検
索レベル移動回数は、利用歴５年以上の被験者
の平均 47.3 回に対し、２年以下の被験者の平均
は 26.2 回となっている。
　サーチエンジン利用歴５年以上の被験者 Aの
検索過程の事例を図６に、サーチエンジン利用
歴２年以下の被験者 Eの検索過程の事例を図７
に示した。
　被験者 Aは、「検索語入力」「一覧表示」「詳細
表示」の各レベルを素早く移動し、同じ時間で
より多くの書誌詳細を評価している。被験者 E
は、ゼロヒットが多く詳細表示の内容を比較検
討するまでに至らなかった。
　ゼロヒット後の行動にも違いが見られた。被
験者 Aには、ゼロヒット後も即座に検索語の一
部を除いたり語を変更したりするなど終始自信
をもって対処する行動が見られたのに対し、被
験者 Eはゼロヒットが続くことに戸惑っている
様子を示し、後のインタビューでは“０件ばか
りで難しかった”と答えている。またゼロヒッ
トの要因は自然語の多用と語数の多さにあった
が、それに気づいていなかったために効果的な
対策をとれなかったことが確認された。

３．調査結果のまとめ
　ログ分析では、以下の４点が明らかになった。
１）ヒット件数の中での項目の内訳は、目次

52.0％、書名 26.3％、件名 12.4％の順となっ
ている。

２）ゼロヒットの割合は 34.1％である。
３）アクセスログ全体の９割以上が１語ない

し２語の検索語を使用している。
４）検索語は、単語型がアクセスログ全体の

８割を占めるが、文節を含むものが年々
増加傾向にある。また複合語、自然語の
使用が目立つ。

　検索実験では、以下の２点が明らかになった。
１）検索語は２語程度の単語の組み合わせが

典型である。自然語が多く使用されるた
め目次にヒットする割合が高い。

２）結果の評価と判断は主に目次の情報をも
とに行われている。

　また、サーチエンジン利用歴の差による比較
では以下の３点が示された。
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１）検索語は２語程度で自然語が多く含まれる
特徴はサーチエンジン利用歴の差にかかわ
らず同様に見られる。

２）サーチエンジン利用歴の長い被験者は、利
用歴の短い被験者に比べて、ゼロヒット後

の対処法をより多く獲得している。
３）サーチエンジン利用歴の長い被験者は、利

用歴の短い被験者に比べて、「検索語入力」
「一覧表示」「詳細表示」の各段階を素早く
移動している。

表５．サーチエンジン利用歴５年以上と２年以下の被験者の検索行動（課題２）

図５．OPAC検索結果詳細表示の画面例
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図６．被験者Ａの検索過程の事例（課題２）
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４．考察
　実験後のインタビューで、サーチエンジンで検
索する場合に OPACとの違いがあるかを尋ねたと
ころ、特に変わらないとする回答が大半であった。
OPACの検索結果はサーチエンジンと同様に検索
語の適合度順に表示されると考えている被験者も
多く、OPACとサーチエンジンの検索システムに
よる違いはほとんど意識されていないと考えられ
た。
　調査結果において検索語が目次にヒットする割
合が高かったことは、自然語が多く含まれるな
どの点で、調査対象の短大図書館における利用者
の探索パターンと、利用者が求めている情報タイ
プに合致したためと考えられる。そこには、サー
チエンジンの利用経験による強い影響が認められ
た。
　検索結果の評価と判断にも目次の文脈が最も重
視されていた。これは利用者にとって、書名や件
名といった書誌情報は、情報評価を行う材料とし
て十分でないことを示している。
　一方、目次データの付与により OPACでも全文
検索により近い検索が可能になったことは、サー

チエンジンに近い探索パターンを助長する可能
性もある。概念化、主題階層や分類体系の理解
は、図書館で情報探索を行うための重要な要素と
なる。たとえば、OPACで「フロン」に関する文
献を探しているときに、結果がゼロヒットの場合
は上位語の「大気汚染」、「公害」と段階的に入力
して検索する、書架上で「手話法」に関する図書
を実際に見ながら選びたいときに、「障害児教育」
に分類されている図書の書棚に行って探す、と
いったことがある。情報探索上の問題はシステム
改善に加えて、利用教育上の課題として、その対
応が検討されるべきである。文献提供システムの
中でよりよく情報を探し出すために有効な探索ス
キルは多数存在するからである。

５．結論
　目次を付与した OPACを対象に、短大図書館に
おける OPACアクセスログの分析と検索実験を行
い、OPACの探索行動を調査した。そこでは、サー
チエンジンの利用経験による探索行動への影響を
視点において、探索パターンや行動特徴を分析した。
　調査の結果、１）検索語は１語ないし２語の単

図７．被験者Ｅの検索過程の事例（課題２）
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語を組み合わせるパターンが典型であり、自然語
が多用される傾向にあること、２）実行件数の半
数以上は目次にヒットしていること、３）結果の
評価と判断には目次の情報が重視されていること
が明らかとなった。また、従来型の OPACは利用
者の多様な情報行動に対応できないことが示唆さ
れた。今後は、OPACシステムの高度化と、利用
者の情報リテラシー向上のための教育的アプロー
チとの両面からの対策を検討していく必要があ
る。
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