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研　　究

１．はじめに
　今日，高速なネットワーク環境の配備やマルチ
メディアの普及等，高度情報化社会の発展に伴い，
大学図書館ではこれらの情報環境への対応が急務
となっている．これに答えるべく，現在の大学図
書館は，学術情報の拠点として物理的情報源と電
子的情報源が補完的に結びついた「ハイブリッド
ライブラリ」の構築を目指しており，伝統的な紙

媒体資料である書籍・学術雑誌等の管理に加え，
大学図書館が所蔵する貴重資料のメタデータを用
いた電子化，学術情報のオープンアクセスを目指
す学術機関リポジトリの構築，教育資源のオンラ
イン化を目指すオープンコースウェアの開発等が
進められている．
　一方，これらの情報工学的な側面に対して，利
用者がどのように複数の情報源やそこに含まれる
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情報を活用しているのかについての調査・研究と，
その知見に基づいた情報環境の構築もまた重要な
側面であり，ハイブリッドライブラリを支える基
礎研究としても位置づけられる．個々の情報源を
対象とした利用者の選好，情報探索行動，学習成
果についての研究は国内外に散見される．しかし
ながら，より日常的な，複数の情報源が混在した
環境において，人がどのように情報探索を行い，
そこにどのような問題を抱えているのかについて
の実証的な検討はほとんど行われてきていない．

２．情報探索
2. １　問題解決と情報探索
　我々の日常は問題解決の連続と言われている．
問題解決は，初期状態（現在自分が置かれてい
る状況）から，様々な制約の下で状態を変化さ
せ，目標状態へといたるプロセスである．日常に
おける問題の多くは，目標が漠然としたもので
あり，何を行えばよいのかが明確には定まって
いない「よく定義されていない問題（ill-defined 
problem）」である．このようなよく定義されてい
ない問題を「よく定義された問題（well-defined 
problem）」とするために，情報ニーズが生まれ，
情報探索が行われる（e.g.，斎藤，2001）．ここで
重要な点は，情報ニーズを満たす情報が見つかっ
たとしても，そこで情報探索が終了するわけでは
ない点にある．情報探索の結果，取得された情
報が更なる情報ニーズを生み出すとともに，漠
然とした目標状態にも影響を与える（Bandura，
1986；三輪，2003）．以下では，「ある講義で，各
自の視点で『認知科学について』のレポートの提
出を求められた学生」を例に考えてみたい．認知
科学と呼ばれる研究領域に関する知識を持たな
い学生は，（1）まず，与えられた課題に含まれる
“認知科学”というキーワードで情報探索を開始
すると予想される．（2）そして，“認知科学”に
ついての情報探索の過程で，“認知科学”に関連
した“実験心理学”や“人工知能”についての情
報ニーズが生まれ，（3）その結果，不明確であっ
た目標状態がより明確に，例えば，“認知科学に
ついて”のレポートが，“情報処理システムとし
てみた人の認知過程”のように変化するかもしれ
ない．そして，このような目標状態の変化は更な
る情報ニーズを生み，目標状態と情報ニーズは相

互に影響を与えながら変化してゆくと予想される
（図１）．

2. 2　図書館における情報探索
　図書館は，日常において情報ニーズを満たすた
めに情報探索を行う場所のひとつであり，様々な
情報やサービスが提供されている．
　図書館が提供する情報源は大きく 2つに分ける
ことができる．その一つが，従来の高度に構造化
された物理的情報源（書籍，雑誌等）であり，他
方が，電子的情報源（OPAC，電子 Book，Web等）
である．情報の構造化の程度，そこに含まれる内
容，アクセスの容易性など質的に異なる複数の情
報源は，ユーザーの情報探索プロセスにも大きな
影響を与えていると考えられる．つまり，情報ニー
ズを満たすために，従来の書籍情報だけでなく，
OPACによるインデックス検索やWebでの情報
検索が行われ，内容や質が異なる情報が獲得され
る．そして，このような異なる情報源に対する情
報探索の結果が，情報ニーズや目標状態に異なる
影響を与えるものと考えられる（図２）．

図 1．相互に影響を及ぼしあう目標状態と情報ニーズ

図 2．情報探索と情報源
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　前述のように，大学図書館においては，ハイブ
リッドライブラリの実現に向けた研究開発が進め
られている．情報源のハイブリッド化に際しては，
情報源の質の違いがユーザーの問題解決に与える
影響を考慮し，何を電子媒体に置き換え，何を紙
媒体のまま残すのか，またユーザーの認知特性を
考慮した上でどのようなサポートが可能なのかに
ついての議論が不可欠となる．

３．目的
　本研究では，以上の背景のもと，大学図書館と
いう物理的情報源と電子的情報源が混在した日常
的な情報環境において，人が如何に情報源にアク
セスし，そこから情報を取得し，利用しているの
かについて，実証的な観点から分析を行う．本研
究の目的は，（1）物理的・電子的情報源が混在し
た情報環境における情報源の利用形態を明らかに
する，（2）情報ニーズを生み出す目標状態（以下，
目的）の差異が情報探索に与える影響について明
らかにする，の 2点である．

４．実験方法
4. 1　被験者
　大学生（１～３年生）12 名が実験に参加した．

4. 2　実験計画
　被験者には，情報探索課題として，「レポート
課題」が与えられた．レポート課題の主題には，
被験者にとってなじみが少なく，なおかつ，複数
の観点から捉えることができるテーマとして，文
理が融合した学際的な研究分野である「認知科学」
を用いた．以下に，レポート課題の課題文を示す．
課題文：“認知科学とはどのような研究分野です
か？”
　被験者は，目的が不明確な「目的不明確条件」と，
目的が明確に定められた「目的明確条件」の２条
件に群分けされた（目的不明確条件：6名，目的
明確条件 6名）．目的不明確条件では，レポート
課題を解く際に，“各自の観点で自由に”タイト
ルを決め，レポートを記述するよう求めた．一方，
目的明確条件では，“心理学から認知科学への研
究手法の展開”というタイトルで，レポートを完
成させるよう求めた．目的明確条件では，「認知
科学」についての論述を展開する際に，「心理学」

における「研究手法」を出発点として，「認知科
学」における「研究手法」との差異について述べ
ていけばよい．このため，目的不明確条件と比較
して段階的に情報を集めればレポートが完成する
課題構成となっている．なお，レポートの執筆に
は，パーソナルコンピュータ（以下，PC）上のワー
プロソフト（Microsoft Word）を用いた．

4. 3　手続き
　実験の流れを図 3に示す．レポート課題では，
被験者には，前述の条件毎に課題が与えられ，情
報探索を行いながらレポートを完成することが求
められた（制限時間：90 min）．実験中，被験者には，
大学図書館内の一室が与えられ，図書館内の書架
およびWebでの自由な情報探索が許された．また，
情報探索を通して，レポート課題で与えられた主
題の捉え方が，どのように変化していたのかを調
べるため，レポート課題の前後に「キーワード課
題」を実施した（制限時間：5 min）．キーワード
課題では，レポート課題に関連したキーワードを
書き出すことを求めた．

4. 4　データ記録
　レポート課題実施時の様子を図 4に示す．被験
者がレポート課題に取り組んでいる際の，（1）発
話プロトコル，（2）頭部カメラによるビデオ映像，
（3）PCの操作過程を記録した．これら 3つのデー
タを補完的に用い，被験者の情報探索行動を分析
する．
　発話プロトコルは，認知研究において，心的な
問題解決プロセスの分析に効果的に用いられ，思
考のモデルの形成に大きな役割を果たしてきた
（海保・原田；1993，Simon，1989）．本研究では，

5 min

90 min

5 min

図 3．実験の流れ
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被験者の行動からだけでは捉えきれない高次の認
知プロセス（どのような意図で当該の行動に至っ
たのか等）について，本手法を併用することによ
り明らかにする．
　一方，頭部カメラからは，被験者が実際に何に
注目していたのか，外界からどのような情報を取
得していたのかについて無意識的な行動を含んだ
豊富なデータが得られる．
　さらに，コンピュータの操作記録から，電子的
情報源であるWebおよび OPACを利用している
際の基本的行動（検索キーワードや，閲覧された
ページ等），およびレポート執筆のプロセスが明
らかとなる．レポート執筆の行動は，発話プロト
コルおよび眼球運動からだけでは捉えきれない，
与えられた問題に対する概念構築のプロセスにつ
いて補完的なデータを提供すると期待される． 

５．実験結果
　本論文では，事前 /事後のキーワード課題の結
果と，レポート課題における行動データを中心に，
（1）主題の捉え方の変化，（2）情報源の探索，（3）
情報ニーズの変化，について分析を行う．

5. 1　主題の捉え方の変化
　主題の捉え方が，レポート作成中の情報探索を
通して，大きく影響を受けると予想される．この
変化は，レポート課題前後に実施したキーワード
課題の結果を比較することにより捉えることがで
きる．
　事前および事後における，レポート課題に関連
したキーワードの産出数の変化を図 5に示す．図
は，各群におけるキーワード数の平均値の事前か
ら事後への変化を表している．2要因分散分析（目

的明確条件 /目的不明確条件，事前 /事後）を行っ
た結果，交互作用は認められず（F（1, 10） = 0.03, 
n.s.），課題間（事前 /事後）の主効果のみが有意
であった（F（1, 10） = 16.95, p < .01）．この結果から，
目的の明確さによらず，両条件ともに，レポート
課題後に関連したキーワードをより多く産出して
いたことがわかる．

　続いて，図6にキーワードの再生率を示す．キー
ワードの再生率は，事前のキーワード課題で産出
されたキーワードが，事後においてどの程度再度
キーワードとして挙げられていたのかを表してい
る．再生率は閉じた尺度のデータであるため，角
変換後に分散分析を行った．分散分析（目的明確
条件 /目的不明確条件）の結果，条件間の差は認
められなかった（F（1, 10） = 0.35, n.s.）．この結果
から，事前から事後におけるキーワードの再生率
には，目的の明確さによる違いはなく，両条件
ともに，事前で挙げたキーワードの内 2割前後の
キーワードしか事後において挙げていなかったこ
とがわかる．
　以上の結果から，レポート課題における情報探
索を通して主題に関する新たな情報が獲得されて

5 min

90 min

5 min

図 4．実験時の被験者の様子

図 5．キーワード数の変化

図 6．キーワードの再生率
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いただけではなく，主題そのものの捉え方が大き
く変化していたことがわかる．

5. 2　情報源の探索
　次に，レポート課題の分析に移る．レポート課
題では，被験者は情報探索を通して，レポートを
作成することが求められた．実験では，図書館内
の書籍およびインターネットが利用可能であり，
自由な情報探索が許された．
　レポート作成中の情報源の利用を明らかにす
るため，“何に対してどのような行動をとってい
たのか”を表すタグを定義し，被験者の行動を
分類した（タグの定義に関しては，齋藤・三輪 
（2003）を参考にした）．行動の対象は被験者が作

PCPC

図 6．書き起こし例

表 1．対象と行動に対するタグ一覧
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成している「レポート」，「電子的情報源（Web，
OPAC）」，「物理的情報源（書籍）」，「その他」で
ある．情報探索の対象とそれぞれの行動のタグを
表 1に示す．頭部ビデオ映像，PCの操作記録を
もとに，課題解決中の被験者の全行動に対して，
行動が生起した時間とともに適合するタグを付与
した（図６）．

情報源の利用傾向
　各被験者の情報源の利用傾向を表 2に示す．目
的明確条件の被験者 c3 と c5，および，目的不明
確条件の被験者 u3 と u5 の 4 名はまったく物理的
情報源である書籍を利用することがなかった．こ
の内，被験者 c5 と u5 は OPACによる蔵書検索は
行ったにもかかわらず，書籍を利用しようとはし
なかった．また，表 2には現れていないが，目的
不明確条件の被験者 u6 は OPACで書籍を検索後，
書籍を探し書架でいくつかの書籍をブラウズする
が，適当なものが見つからず，書籍を部屋に持ち
込むことはなかった．
　この結果から，たとえ書籍が身近にあり，自由
に利用可能な環境である図書館内にいたとして
も，必ずしも書籍を活用しているわけではないこ
とがわかる．

情報探索活動の推移
　前述の情報源の利用傾向の結果は，レポート課
題中に各情報源を利用したか否かだけを対象にし
ており，実際に情報探索活動がどのように推移し
ていたのかについては明らかではない．例えば，
表 2の被験者 c1 は，一見，各情報源をバランス
よく利用しているように見えるが，レポート課題
中，常に複数の情報源をバランスよく探索してい
たことを示しているわけではない．以下では，情

報探索活動の変化という点から検討を行う．
　被験者の行動を，レポート課題（90 min）の前
半，中盤，後半の 3フェーズに分割し検討する．
行動の対象は，表 1に示した「レポート」，「Web」，
「OPAC」，「書籍」，「その他」の 5つである．前述
のように，「レポート」に対する行動は，レポー
トの執筆や自身の書いたレポートを読む行動を含
む．「Web」に対する行動は，Webでの情報検索（e.g., 
Googleを用いたキーワード検索），検索した結果
の確認，検索した結果から興味のあるページを開
く等の情報探索活動からなる．また，「OPAC」に
対する行動も「Web」と同様である．「書籍」に
対する行動は，書架をブラウズしたり，実際に書
籍を手に取り読む行動であり，書架までの移動等
は「その他」に対する行動として分類した．以下
では，前述の電子的情報源および物理的情報源の
双方を利用していた被験者 c1, u4 を取り上げ，情
報探索活動の推移過程に着目する．
　被験者 c1 の行動の推移を図 7に示す．図では
各フェーズ内で各行動に要していた時間の割合を
棒グラフで表している．また，行動の遷移を矢印
で示し，その遷移確率を矢印上に記述している．
図から，被験者 c1 は，前半ではWeb，OPAC，そ
して，書籍と，電子的情報源および物理的情報源
をバランスよく利用していたことがわかる．しか
しながら，レポート課題中盤から後半では，電子
的情報源はまったく利用しておらず，物理的情報
源である書籍のみを利用し，レポートを執筆して
いた．
　次に，被験者 u4 の情報探索行動の推移を図 8
に示す．被験者 u4 は，前半は OPACで蔵書検索
を行い，書籍をもとにレポートを作成するが，中
盤はWeb探索が中心となり，再び後半で書籍を
中心としたレポート作成が行われている．つまり，
書籍，Web，書籍といったように，利用する情報
源を切り替えながらレポート作成が行われている
ことがわかる．被験者 c1，u4 はともに情報探索
のパターンは異なるが，それぞれのフェーズで利
用している情報源に偏りがあるという点において
は共通した行動を示していた（他の被験者の情報
探索活動の推移パターンについては Appendix A
を参照）．
　以上のように，レポート課題全体を通して，複
数の情報源を利用していた被験者も，プロセス

表 2．情報源の利用傾向
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という観点から見た場合，情報源の利用に偏り
があることが予想される．そこで，各フェーズに
おいて利用される情報源の偏りという観点から全
被験者を分類したのが表 3である．表では，Web
と書籍の利用時間を比較し，利用時間に 5 倍以
上開きがある場合に偏りがあるとした（例：Web
に偏りがある場合は，Webを利用していた時間
（TWeb）と書籍を利用していた時間（T 書籍）の間
に次の関係が成り立つ，TWeb ≧ 5・T 書籍）．表では，
Webの利用に偏っていた場合を「Web」，書籍の
利用に偏っていた場合を「書籍」，偏りが見られ

PC

表 3．情報探索活動の推移

7. c1
Web OPAC 100

(a)  (b) (c)

8. u4
(a)  (b) (c)

図 8．被験者 u4 の行動推移

7. c1
Web OPAC 100

(a)  (b) (c)

8. u4
(a)  (b) (c)

図 7．被験者 c1 の行動推移7. c1
Web OPAC
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なかった場合を「バランス」と表記した．
　目的明確条件の前半において，複数の情報源
を利用していた被験者が目的不明確条件よりも
多く見られるが，直接確率検定（「バランス」か
否かの 2水準で比較）の結果，両条件に統計的な
差は認められなかった（両側検定：p = .24）．多
くの被験者が各フェーズにおいてWebもしくは
書籍のどちらか一方の情報源を利用しており，3
フェーズを通して複数の情報源をバランスよく利
用していたのは，わずかに被験者 c6 の１名のみ
であった．

5. 3　情報ニーズの変化
　次に，情報探索を通した情報ニーズの変化につ
いて検討する．情報ニーズは，情報探索時の検索
キーワードとして捉えることが可能である．表 4
は，Webおよび OPACの検索時に入力された検
索キーワードの変化を示している．以下では，電
子的情報源であるWebおよび OPACの検索キー
ワードを情報ニーズとして，情報探索過程におけ
る情報ニーズの変化を検討する．
　情報探索を通して新たに生み出される情報ニー
ズは，新規な検索キーワードの生成として捉える
ことができる．各フェーズにおける「新規キーワー
ド」の数の変化を図 9に示す．本分析では，レポー
ト課題の課題文に含まれる語句以外で，初出の検
索キーワードを新規キーワードとした．２要因分
散分析（目的明確 /目的不明確，前半 /中盤 /後
半）の結果，交互作用に有意傾向が認められた（F

（2, 20） = 3.02, p  < .10）．各要因の単純主効果を分
析した結果，後半において，条件間に有意傾向が
認められた（F（1, 10） = 4.29, p  < .10)．この結果か
ら，前半，中盤においては，条件間で新規キーワー
ド数に差はないが，後半では，目的不明確条件に
対して，目的明確条件でより多くの新規キーワー
ドが生成される傾向にあることが確認された．

６．考察
　本研究では，被験者である大学生にとって，日
常的なレポート作成の状況を実験的に設けた上
で，大学図書館内における情報探索活動について
の分析を行ってきた．以下では，本研究の結果を
もとに，（1）ハイブリッドな情報環境における情
報源の利用，（2）動的な情報探索過程，（3）情報
探索を通した主題に対する知識変容，について考
察を行う．

6. 1 ハイブリッドな情報環境における情報源の
利用

　従来の情報探索研究は，Webの情報探索や，
Webと書籍を利用する場合の比較など，極度に制
限された情報環境における情報探索活動を対象と
してきた．これと比較して，本研究の大きな特徴
は，大学図書館を仮想的な実験室として，被験者
にとって日常的な，物理的情報源と電子的情報源
が混在したハイブリッドな情報環境における，情
報探索活動を捉えた点にあるといえる．
  分析の結果，ハイブリッドな情報環境における
利用者の情報源の利用形態は，偏りがあるもので
あった．情報源の利用傾向の結果から，物理的・
電子的情報源が自由に利用可能な状況であって

表 4．検索キーワードの変化例

図 9．新規キーワード数の推移
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も，被験者の 3分の 1は電子的情報源のみを用い
てレポート課題を解決していたことが明らかにさ
れた．この中には OPACを利用した蔵書検索まで
は行ったものの，書籍を借りることがなかった被
験者も含まれていた．過去に行われた類似の調査
においても，学生（特に学部生）が利用する情報
源がWebに偏向している事実や，Webの情報源
を過度に信用する事実などが明らかにされている
（e.g., Graham & Metaxas , 2003; OCLC, 2002）．書
籍のような高度に整理・構造化された情報源に囲
まれた環境にあったとしても，必ずしもそれが積
極的に利用されないという本研究の結果は，近年
のWeb環境に依存した情報源の利用傾向を示し
ていると言える．
　また，情報源の利用の推移過程に着目すると，
物理的・電子的情報源の双方を利用していた被験
者であっても，レポート作成過程の前半，中盤，
後半の各フェーズでは単一の情報源に利用が集中
していることが明らかとなった．複数の情報源の
自由な利用が許された環境では，より動的な情報
探索が予想されたが，予想とは異なる結果となっ
た．これについては次節で検討する．

6. 2　動的な情報探索過程
　情報探索は，古典的には，情報ニーズからのク
エリ（検索問い合わせ）と一致する情報が発見さ
れた時点で情報探索が終了する能動的な情報探索
プロセスとして考えられてきた．一方，近年で
は，Bates（1989）によるBerrypicking model が示
すように，探索の過程で出会った情報と相互作用
を繰り返しながら情報探索が進む，受動的な側面
を含めた情報探索モデルへと，その捉え方が変化
してきた．そして，このような情報や情報源と相
互作用しながら動的に変化する情報探索プロセス
は，Webの情報探索に対する研究などを通して，
実証的な検証が進められてきた．現在では，情報
探索の過程で発生する「情報源との遭遇」や「情
報との遭遇」といった，当初は予期されていな
かった情報源や情報との出会いが情報探索プロセ
ス自体に影響を及ぼし，「セレンディピティ」が
導かれるプロセスについて注目が向けられている
（e.g.，Erdelez，2004；Foster & Ford，2003；三輪，
2003）．
　本研究では，情報源の探索における偏りという

結果から，物理的なメディア /電子的なメディア
という意味において，必ずしも情報“源”を頻繁
に渡り歩きながら情報探索が推移しているわけで
はないことが確認された．しかしながら，偏りが
ある中においても，そこには少なからず情報源間
の行き来は存在している．何が情報源間の切り替
えを促しているのか，情報ニーズと選択される情
報源の間にはどのような関係が存在するのかにつ
いては，発話プロトコル等のデータ用いた更なる
分析が必要である．加えて，レポート課題の主題
に関するキーワードの変化から，主題の捉え方が
大きく変化したことが示された．この変化を導く
プロセスが，単に情報ニーズを満した情報の積み
重ねなのか，それとも，情報探索における予期し
ない情報や情報源との遭遇が大きな役割を果たし
ていたのかについても，更なる検討が必要である． 
　また，レポート課題後半において，目的が不明
確で，問題解決までの道筋が明確に与えられてい
ない場合よりも，目的が明確に定められている場
合に，より多くの新規キーワードが生成される傾
向が示された．本研究で操作した目的の明確さは，
情報探索を方向付ける「制約」として考えること
ができる．制約が思考過程に与える影響は，問題
解決や創造性に関する研究において取り上げら
れ，多くの研究が行われてきた．たとえば，創造
性に関する研究では，完全に自由な状況よりも，
適度な制約が与えられる条件において，より独創
的なアイディアが生まれることが明らかにされて
いる（Finke，1996）．制約が情報探索に与える影
響を明らかにすることは，教育場面において教師
が行うべき足場作りと，学生が自主的に情報を探
し問題を解決すべき境界を明確にするという意味
において重要な点である．

6. 3　情報探索を通した主題に対する知識変容
　情報探索はその過程を通して，多くの情報と出
会い，主題に対する知識の変容を促す．本研究に
おける，事前から事後へのキーワードの変化は，
情報探索を通して，主題の捉え方が大きく変化す
ることを表していた．一方，目的の質の差異は，
その後の情報獲得と主題の捉え方に影響を与えて
いると予想されたが，条件間での違いは認められ
なかった．本研究では，レポート課題で取り上げ
たテーマの性質上，主題に関連するキーワードの
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質についての客観的な検討は難しいため，キー
ワードの数のみを分析の対象としていた．今後は，
作成されたレポートの構造を対象とし，条件間の
差異について検討する予定である．
　また，情報源の違いによる情報探索プロセスへ
の影響や，その後の知識の変容についても，今後
の課題である．たとえば，Roy，Taylor and Chi（2003）
は，中学生を対象として，調べ学習とその後の知
識変化について，書籍とWebを使用した場合の
比較を行っている．その結果，Webが書籍に比べ
て，主題知識を増加させる一方，書籍がWebに
比べて，関連知識（周辺知識）を増加させること
が報告されている．この結果は，情報源の質の違
いが学習に対して異なる影響を与えることを示し
ており，探索される情報源の違いが，知識構造に
及ぼす影響についても更なる検討が必要である． 

７．まとめ
　本研究では，質的・量的に異なる複数の情報源
を含んだ情報環境における，利用者の情報探索活
動の理解を目的に，実証的な検討を行ってきた．
これまでの分析から，本研究の第一の目的である
情報源の利用形態に対しては，以下の 2点が明ら
かとなった． 
・たとえ高度に構造化された物理的情報源であ
る書籍が身近にあったとしても，必ずしも活
用されるわけではない．
・情報探索のプロセスにおいて情報源の利用に
偏りが認められる．

　また，第二の目的である，目的の明確さが情報
探索活動に与える影響については，以下の点が明
らかとなった．
・明確な目的は情報ニーズの生成を促進する傾
向がある．

　図書館研究において，ハイブリッドな情報環境
における利用者行動を直接の分析対象とした研究
は少ない．本研究が示した認知心理学的な手法に
よる分析は，より現実的な利用者行動のモデルを
導くために必要不可欠なものであり，今後の研究
の発展が望まれる．しかしながら，本研究は，未
だ研究の導入・初期段階にある．今後は，発話プ

ロトコルを含めたデータの更なる分析を進めると
ともに，より詳細な実験を通して，ハイブリッド
な情報環境における情報探索プロセスのモデル構
築を目指す．
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Appendix A. 

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-1．被験者 c1 の行動の推移

図 A-2．被験者 c2 の行動の推移

図 A-3．被験者 c3 の行動の推移



− 80 − − 81 −

 12

A-4. c4
(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-5．被験者 c5 の行動の推移

図 A-6．被験者 c6 の行動の推移

図 A-4．被験者 c4 の行動の推移
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(a)  (b)  (c)

A-8. u2
(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-9．被験者 u3 の行動の推移

図 A-7．被験者 u1 の行動の推移

図 A-8．被験者 u2 の行動の推移
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(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

(a)  (b)  (c)

図 A-12．被験者 u6 の行動の推移

図 A-10．被験者 u4 の行動の推移

図 A-11．被験者 u5 の行動の推移


