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インターネット情報検索環境における
ブラウジングにかかわる認知的要因

吉岡

敦子＊

本論文では、インターネット情報検索環境における情報検索について情報検索研究と認知心理学研
究の知見にもとづいて解説し、情報検索の一過程であるブラウジングにかかわる認知的要因について
本研究によって明らかにされた点を論ずる。

． 情報検索にかかわる認知的要因 −情報検索研究の知見による解説−
年代、情報検索研究は、情報検索について検索が成功か失敗かという結果にもとづいて議論
した。検索が成功したとは、検索者の情報ニーズや疑問をことばに換言する検索質問が文献内容を表
す件名と一致した場合を指し、検索が失敗したとは、これらが一致しない場合を指す。また、どのく
らい一致したかの適合性は精度や再現率という数値によって示された。しかし、検索過程で生じるさ
まざまな事象は検討の対象外であった。また、検索者の認知的要因や状況的要因は変数として取り上
げられなかった（Ingwersen and Jarvelin，

）。

年代になると、このような研究方法では現実性が欠如した研究結果しか示すことができない
と批判されるようになり、検索者と検索過程の認知的側面と状況的側面について検討され始め、この
研究法は利用者志向アプローチ（User-oriented approach）と名づけられた（Ingwersen，
的側面について検討した代表的な研究として、次の

）。認知

つが挙げられる。それらは、Belkin による変則

的な知識状態についての研究、Taylor による情報ニーズレベルについての研究、Dervin による意味付
与過程についての研究、Kuhlthau による Information Search Process についての研究である。以下に、
これらの研究によって示唆された情報検索の認知的側面について概説する。
Belkin（

，

）は、検索開始時の検索者の認知状態を変則的な知識状態であるとした。変則

的な知識状態とは、検索者が、自分には問題解決のために必要な知識が不足していることは認識でき
るが、何が不足しているかを具体的なことばや文章にして表現できない状態である。Taylor（
は、Belkin の変則的な知識状態を漠然とした情報ニーズと捉えて、情報ニーズレベルを次の

＊
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は情報ニーズが意識されていない状態、レベル

いるが不明瞭で明記できない状態、レベル

）

は情報ニーズは意識されて

は情報ニーズを的確に表現できる状態、レベル

ニーズを適切なキーワードに変換できる状態である。Dervin（

は情報

）の意味付与過程とは、問題が生

じている状況と問題が解決された状況の間に生じるギャップは知識不足のためで、人は、このギャッ
プを埋めるために情報検索して知識を得ようとすることを意味する。Kuhlthau（

）は、大学生と

高校生を対象に調査して、情報検索を、課題の導入、主題の選択、予備的探索、焦点の明確化、情報
収集、検索した情報の利用という段階を経ながら遂行されるプロセスと捉え、Information Search
Process（ISP）と名づけた。ISP が評価されるのは、これまでの研究で取り上げられていなかった検
索者の感情に注目し、情報検索行動、思考、感情の相互関係を検討してモデル化した点である。
これらの研究は、情報検索の認知的側面に目を向ける端緒になったという点で貴重な研究といえ
る。しかし、情報検索の認知的側面を示したにとどまり、情報検索と認知的要因の関係について深く
切り込んで検討しているとは言いがたい。

． 情報検索にかかわる認知的要因 −認知心理学研究の知見による解説−
情報検索は、わからないというスタートからわかるというゴールに向けて、さまざまな検索技術を
用いながら求める情報を探索していく過程である（Dervin，

）。また、認知心理学の問題解決研

究では、問題解決を、初期状態（問題解決前の状態）からオペレーター（手段や手続き）を用いて目
標状態（問題解決後の状態）にたどりつく過程と定義している（Newell and Simon，

）。このよう

に、情報検索の定義は問題解決の定義と一致することから、情報検索は問題解決のひとつといえる。
問題解決にかかわる認知的要因として、メタ認知、問題表象、感情、領域固有の知識などが挙げられ
る。これらについて、これまでの拙研究（吉岡，

a）で明らかになった点を表

にまとめ、以下

において詳しく解説する。

表

インターネット情報検索にかかわる認知的要因

メタ認知
・自分についてのメタ認知的知識とメタ認知的行動を活性化させることによって、情報検索は成功
に導かれる。
問題表象
・メタ認知を促すことによって、検索テーマについてのあいまいな初期表象は正確な問題表象に形
成し直される。
感情
・検索テーマの設定に主体的に取り組むと内発的に動機づけられ習得目標を志向する。
領域固有の知識
・検索テーマの設定に主体的に取り組まないと、熟達者の領域固有の知識、つまり検索媒体に関す
る知識や検索媒体を用いる検索スキルは活用されない。
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メタ認知とは、問題解決の適切性を調整する能力で（Flavell and Wellman，

）、認知についての

知識であるメタ認知的知識と、認知状態をコントロールするメタ認知的行動の

つに大別される（三

宮，
（

）。メタ認知的知識は、研究者によって分類が多少異なる。分類のひとつは Jacobs and Paris
）による。Jacobs and Paris による

つ目のメタ認知的知識は宣言的知識で、自分には認知活動

を伴う問題解決についての知識があるかどうかについての知識である。
のように手順をふんでいけばよいかについての知識である。

つ目は手続き的知識で、ど

つ目は条件的知識で、いつ、なぜその

手順や方略を用いるかについての知識である。もうひとつの分類は三宮（

）による。三宮による

つ目のメタ認知的知識は自分の知識についてのメタ認知的知識で、自分が何を知っていて何を知ら
ないかを認識しているかどうかについての知識である。

つ目は自分の能力についてのメタ認知的知

識で、自分は何ができて何ができないか、どこまでできるかを理解しているかどうかについての知識
である。

つ目は自分の認知状態についてのメタ認知的知識で、今現在の自分の心の働きを把握して

いるかどうかについての知識である。

つ目は方略選択についてのメタ認知的知識で、目標遂行と自

分の認知状態に応じた問題解決方略を選ぶための知識である。メタ認知的行動は、目標を明確にし
て、その目標到達のための方略を選択するプランニングと、目標達成に向けて前進しているかどうか
を確認し結果を予想するモニタリングに分けられる。プランニングとモニタリングを合わせてコント
ロールという（Jacobs and Paris，

；Hacker, et. al.，

）。メタ認知的知識とメタ認知的行動は、

相互に関連して機能している。つまり、正確なメタ認知的知識にもとづいて問題解決をプランニング
し、立てたプランが有効に機能しているかどうかをモニタリングして必要に応じてプランを修正す
る。
メタ認知の知見を取り入れて情報検索について、次のようにまとめることができる。検索者は、自
分には検索テーマに関する知識はあるか、自分の検索経験は十分か、自分の心的状態は落ち着いてい
るか、自分の検索技術は適切かという自分についてのメタ認知的知識を促して、検索をどのように進
めていくかをプランニングし、求める情報の収集に向かって検索を進めているかどうかをモニタリン
グする。これまでの拙研究（吉岡，

a）において、 京都でまったりするには

という検索テー

マを設定して検索した検索者は、検索開始後、自分についてのメタ認知的知識を活性化させて自分に
は検索テーマについての知識が欠けていることに気づき、プランニングを促して検索で得た情報を読
んで理解するという問題解決方略を立てた。そして、自分は京都の名所旧跡ではなく静かな寺院や庭
園に興味をもっていることを明らかにして、京都の寺院や庭園を検索テーマにした。
問題表象とは、問題解決者がもっている問題に関する解釈や理解のことで、どのような問題表象を
形成するかによって、初期状態、オペレーター、目標状態は決定される（Bruer，

）。特に、問題

解決過程のはじめの段階において形成される問題表象は、その後の問題解決全過程に影響するため、
とりわけ重要であるとされている。また、初期表象が不適切に形成されると、初期状態や目標状態を
正確に認識できないため、簡単な問題にもかかわらず難しいと感じてしまう。情報検索の成功要因の
ひとつは、検索テーマの明確化である。この点について、問題表象の知見にもとづいて説明すること
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ができる。変則的な知識状態もしくは情報ニーズレベルのレベル

か

）

の状態は、正確な問題表象が

形成されていない状態である。一方、変則的な知識状態から脱出し、情報ニーズレベルがレベル

か

で検索テーマが明確化された状態は、正確な問題表象が形成された状態である。いかに検索の早い
段階で検索テーマを明確にするか、つまり正確な問題表象を形成するかによって、どの情報源を用い
て検索を進めるかが決定され、その後の検索が成功に導かれるかどうかが左右される。上述の
でまったりするには

京都

という検索テーマは、まったりということばが抽象的で具体的なイメージを浮

かべにくい検索テーマである。そのため、検索者の初期表象はあいまいであったといえる。しかし、
検索者は、自分についてのメタ認知的知識を促し、検索テーマについて欠けている知識を補うという
方略を立てて検索を続けることによって、不明瞭な初期表象を正確な問題表象に形成し直した。
感情については、自己制御学習と自己効力感の知見によって説明することができる。学習者は、学
習目標を設定するプランニングや学習結果を評価するモニタリングといったメタ認知的行動を行って
自己制御しながら学習することによって自己効力感を高め、自己効力感を高めることによってメタ認
知をより活性化させて、もっと自己制御的に学習しようとする（Ellis and Zimmerman，
ようなメタ認知と自己制御学習が相互に影響しあう関係は、Bandura（

，

）。この

）の自己効力感の

知見と関連する。自己効力感とは、自分が行為の主体であるという確信や、自分で自分の行為を統制
しているという確信である（Goursey，

；松田，

）。Bandura によると、自己効力感の程度に

よって、目標達成に向けて積極的になるかそれとも消極的になるか、自信をもって行動するかそれと
も不安を感じながら行動するかなど、行動と感情の関係は影響される。この違いは、課題について理
解しているかしていないかに因るのではなく、自己制御的に学習を進めているという確信をもってい
るかもっていないかに因って生じる。
情報検索研究においては、Kuhlthau（

）が ISP で、検索者は、課題の導入、主題の焦点化、予

備的探索時に不安を感じるが、検索テーマが明確になるにつれて検索を楽しいと感じるようになるこ
とを示唆した。このことは、Ellis and Zimmerman と Bandura のメタ認知、自己制御学習、自己効力感
の関係についての知見を取り入れて説明することができる。検索者は、課題の導入時には、変則的な
知識状態にあるために不安を感じるが、主題の焦点化におけるプランニングと予備的探索におけるモ
ニタリングを繰り返すことによって自己制御的に検索していると感じて自己効力感を高め、より積極
的に検索しようとする。これまでの拙研究（吉岡，

a）においては、検索テーマの設定に主体的

に取り組むことと動機づけは相互に影響し合う関係であることが示された。検索テーマを自ら設定し
た検索者は、活動そのものに喜びを見出し自らの意思にもとづいて活動しているときの心理状態であ
る内発的に動機づけられていて（鹿毛，
重視する習得目標（Dweck，

）、活動過程に関心を寄せ、理解、熟達、能力の向上を

）を志向した。そのため、目標の遂行に積極的で、検索結果に満足

した。一方、他者から検索テーマを与えられた検索者は、外発的に動機づけられ、他者から認められ
ようとする遂行接近目標や他者から否定的に評価されることを避けようとする遂行回避目標を志向し
た（Dweck，

）。そのため、自分の検索に不安を感じ、目標の遂行に対して消極的になり、検索
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結果に満足しなかった。
最後に、領域固有の知識について、Chipman（

）は、熟達者と初心者の問題解決を比較し、そ

の結果から、熟達者は問題を効率かつ的確に解決するが、それは、彼らが領域固有の知識、その知識
を用いるための技能、メタ認知能力の

つを備えていて、これらをお互いに関連させながら用いてい

るからであるとした。つまり、熟達者は、自分の専門分野に関する豊富な知識をもっているだけでな
く、どの知識が当該の問題解決に関連しているかどうかを明らかにして利用する点においても優れて
いるのである（Bransford，Brown，& Cocking，

）。情報検索研究は、熟達した情報検索者の条件

を、検索媒体に関する豊富な知識と検索媒体を使いこなす熟達した検索スキルを持っていることと捉
えている（Dervin，

；Ellis，

；Kuhlthau，

，

，

）。熟達した情報検索者の条件を

Chipman の熟達者の条件におきかえると、検索媒体に関する知識は領域固有の知識に相当し、検索媒
体を使いこなす検索スキルは領域固有の知識を用いるための技術に相当する。図書館司書の多くは熟
達した情報検索者といえるであろう。上述の拙研究（吉岡，

a）に被験者として参加した図書館

司書は、地図、重要文化財、史跡に関するデータベースについての知識と、これらのデータベースを
使いこなす技術を有していた。しかし、他の検索者から検索テーマを与えられたため、知識と検索技
術を用いようと試みたが、用いることができなかった。それは、検索全過程をとおして、検索テーマ
についての具体的な問題表象を形成することができなかったために、自分は円滑に検索できていない
とモニタリングできても、適切な問題解決方略を選ぶというプランニングができなかったからであ
る。

． インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因
（

）ブラウジング、インターネット情報検索環境、検索テーマ
「 ． 情報検索にかかわる認知的要因−認知心理学研究の知見による解説−」で示したように、吉

岡（

a）においては、インターネット情報検索環境における情報検索全過程にかかわる認知的要

因について検討した。次に、吉岡（

b）においては、インターネット情報検索環境には多様な情

報が含まれているため、ある課題に特化して徹底的に行う検索には不向きであるが、広範な情報に目
を通す検索に向いていると捉えられていることから（海野，

）、検索の一過程であるブラウジン

グに焦点をあてて検討した。
研究結果について述べる前に、ブラウジング、インターネット情報検索環境、検索テーマについて
説明する。表

に、これら

つの特徴についてまとめ、以下において具体的に説明する。これらの関

係を要約すると、複雑なインターネット情報検索環境で、解答と解答に行きつくアプローチが複数存
在する不良定義問題の検索テーマについて、認知的負荷のかかるブラウジングを行うと、検索者は混
乱したり翻弄されやすいということである。
ブラウジングは、情報検索過程の初期の段階で、ISP（Kuhlthau，

）の課題の導入、主題の選

択、予備的探索、焦点の明確化に相当する。また、情報検索は、拡散的な過程をたどる検索と収束的
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ブラウジング・インターネット情報検索環境・検索テーマの特徴

ブラウジング
・情報検索過程の初期の段階に相当する。
・ブラウジング時の検索者の認知状態は変則的な知識状態である。
・ゴールは検索テーマの明確化である。
・セレンディピティとなる情報と遭遇することは成功要因のひとつである。
インターネット情報検索環境
・多量で多様な情報が混在している。
・無数のサイト間にリンクが縦横無尽に張られている。
・感覚器官を刺激する画像や映像が含まれている。
・リンクやスクロールといった敏速な検索行動が可能である。
・ある程度の量と多様な情報が必要で感覚器官を使いながらスピーディに行うブラウジングに適し
ている面と、情報の取捨選択を阻止してブラウジングを混乱させる面の両面がある。
検索テーマ
・良定義問題の検索テーマは、解答や解答に至るプロセスが限定されていて、認知的負荷がかかり
にくい。不良定義問題の検索テーマは、解答が不明瞭で解答へのプロセスが複数あるため、認知的
負荷がかかる認知活動を行いながらブラウジングする必要がある。インターネット情報検索環境で
検索が翻弄される原因のひとつは、検索テーマが良定義問題か不良定義問題かどうかに因る。
な過程をたどる検索のふたつに大別されるが、ブラウジングは前者に相当する。拡散的な過程をたど
る検索とは、興味を深めたり、興味を明確にするために広範な情報にあたる検索である。収束的な過
程をたどる検索とは、明確な目的があり、そのために必要な情報を収集したり、特定の事実を発見す
るための検索である（海野，
（O’Conner，

）。ブラウジング時の検索者の認知状態は変則的な知識状態である

）。したがって、ブラウジングのゴールは、変則的な知識状態から脱出する、もしく

は、情報ニーズレベルをレベル

か

からレベル

か

に移行することである。あるいは、拡散的な

過程をたどる検索から収束的な過程をたどる検索へと変化させることである。
セレンディピティ（Serendipity）は、ブラウジングの成功要因のひとつとされている。セレンディ
ピティとは、幸運なアクシデント、つまり、新しい思考のヒントとなるような情報に行き当たること
をいう（Herner，

；Liestman，

）。セレンディピティがブラウジングの成功要因のひとつとさ

れる理由は、セレンディピティが検索テーマの具体化に影響し、セレンディピティとの出会いと検索
テーマの具体化を繰り返すことによって、検索テーマについての理解が深まり、検索への動機づけが
高まるからである（Chang and Rice，

）。セレンディピティとなる情報を得るためには、ある程度

の情報量があることと情報の種類が多様であることが条件とされる（O’Conner，

）。しかし、情

報が多量で多様であればあるほど、セレンディピティとなる情報を得ることは容易ではない。
次に、インターネット情報検索環境とブラウジングについて説明する。インターネット情報検索環
境では、誰もが手軽に素早く多様な情報を得ることができるため、わたしたちの日常生活に欠かせな
い検索媒体である。インターネット情報検索環境には、公私の境なく多量な情報が混在しているた
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め、多様な情報にアクセスすることができる。また、ウェブサイト間にはリンクが縦横無尽に張られ
ているため、同時に複数のページを閲覧することができる。さらに、キーワードを入力すると、該当
なしという検索結果が生じることはほとんどなく、何らかの情報を得ることができる。また、イン
ターネット情報検索環境には、感覚器官を刺激しやすい画像や映像が多く取り入れられ、クリックや
スクロールといった敏速な検索行動が可能である。ブラウジングにはある程度の情報量が必要で
（O’Conner，

）、人は感覚器官を使いながらスピーディにブラウジングすることから（Levin，

）、インターネット情報検索環境はブラウジングに適しているといえる。また、Wikipedia は、誰
でも内容を書きこむことができるため、情報の信頼性に欠ける情報源として捉えられている。しか
し、別の文献によって情報の信頼性を確認する必要があるが、スピーディに行われるブラウジングで
は、とりあえず概要を知るための入り口として利用できるという面もある。
一方、インターネット情報検索環境には、ブラウジングに適していない側面もある。それは、多量
で多様な情報が混在する中で、クリックやスクロールという敏速な検索行動を行うことによって、ブ
ラウジングが軌道から逸れてしまう危険性があることである。変則的な知識状態にある検索者は、寄
り道、つまり、掘り出し物的発見はないかと期待して目についたキーワードをつい入力したり気に
なったウェブサイトをつい開けたり、ゴシック体や色で強調されたことばや画像をついクリックして
しまう。また、インターネット情報検索環境には個人が作成したウェブサイトが含まれ、記載されて
いる情報が作成者の意図に偏っているものもある。そのため、検索者は、ウェブサイトの内容をよく
読んで慎重に取捨選択しなければならないにもかかわらず、クリックやスクロールという敏速な検索
行動をしてしまい、じっくり情報を選別するという行動は阻害される。
最後に、検索テーマについて説明する。問題解決研究では、問題を良定義問題（Well-defined problem）と不良定義問題（Ill-defined problem）のふたつに大別している。良定義問題は、解決すべき問
題は明確で、問題解決に必要な情報は呈示され、解答や解答に至るプロセスが限定されている単純な
問題である。そのため、問題解決者に大きな認知的負荷はかからない。一方、不良定義問題は、解決
すべき問題は不明瞭で、問題解決に必要な情報がすべてそろっているわけではなく、解決へのプロセ
スは複数存在し、解決したかどうかの客観的評価は難しい。そのため、問題解決者には、記憶した
り、理解したり、新しい知識体系を構築したり、メタ認知を促すといった認知的負荷がかかる。
それでは、具体的に、どのような検索テーマが良定義問題で、どのような検索テーマが不良定義問
題なのであろうか。良定義問題の検索テーマは「今日の天気は何？」のような検索テーマである。答
えは

つで、それに行きつくプロセスは限られている。良定義問題の検索テーマについてのブラウジ

ングは、ブラウジング開始時から検索テーマが明確なため、正確な問題表象が形成され、検索者の認
知状態は変則的な知識状態を脱出した状態、つまり情報ニーズレベルがレベル

か

の状態である。

そのため、検索者は、ネットワーク情報検索環境の多量で多様な情報に翻弄されにくく、ブラウジン
グを成功させやすい。一方、不良定義問題の検索テーマは「美しい空とは？」のような検索テーマで
ある。美しい空の定義はさまざまで、検索テーマについての問題表象は正確でない。また、解答に行
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きつくプロセスも複数ある。したがって、不良定義問題の検索テーマについてブラウジングする検索
者の認知状態は変則的な知識状態、もしくは情報ニーズレベルのレベル

か

の状態である。そのた

め、検索者は、ブラウジングで得た情報を読んで理解したり、その情報が必要な情報か不必要な情報
かを選別するなどの認知活動を行わなくてはならない。同時に、これらの認知活動が正しく行われて
いるかどうかをモニタリングしたり、必要に応じてプランを修正する必要もある。このように、不良
定義問題の検索テーマについてブラウジングする検索者は、認知的付加のかかる認知活動を行いなが
らブラウジングを遂行していかなければならない。インターネット情報検索環境では、多量で多様な
情報の中から短時間で求める情報を得られる場合と、情報に翻弄されて同じキーワードを何度も入力
したり同じウェブサイトを何度も開けてしまう場合がある。このような違いが生じる原因のひとつ
は、検索テーマが良定義問題か不良定義問題かである。

（

）インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因
吉岡（

b）においては、インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的

要因、特に、検索テーマについての既有知識、検索テーマについての興味、メタ認知・自己制御につ
いて検討した。明らかになった点を表

にまとめ、以下において簡潔に述べる。検索テーマについて

の既有知識については、 聞き覚えがある
に説明することができない

何となく知っている

その言葉は知っているが具体的

程度がブラウジングに好ましいこと、自分の既有知識の量や内容を把握

している検索者は、それに合わせてブラウジングしていることが示された。検索テーマについての興
味に関しては、検索者は、検索したサイトの内容を読むうちに、検索テーマについて少なからずもっ
ていた興味を顕在化させることが示された。自己制御については、情報検索過程において、メタ認知
過程を活性化させることによって自分の興味と関連するセレンディピティとなる情報を識別して自己
制御的にブラウジングしていることが示された。つまり、インターネット情報検索環境の情報量と多
様さに翻弄されないように、自分の認知過程やブラウジング過程をモニタリングすることによって、

表
インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因
−検索テーマについての既有知識・検索テーマについての興味・メタ認知・自己制御−
検索テーマについての既有知識
・ 聞き覚えがある
何となく知っている その言葉は知っているが具体的に説明することがで
きない 程度の知識が好ましい。
・成功する検索者は自分の既有知識の量や内容に合わせてブラウジングする。
検索テーマについての興味
・サイトの内容を読むうちに検索テーマについての興味は顕在化される。
メタ認知・自己制御
・メタ認知過程を活性化させることによって、興味と関連したセレンディピティとなる情報を取捨
選択する。
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一度はブラウジングを横道に逸らせても、セレンディピティとなる情報を見逃さず、元のブラウジン
グに戻って継続された。検索者は、 セレンディピティを見つけることとは、自分が持っているもの
と情報の間にある小さなつながりを見つけていくことである。つながりを見つけていくことがブラウ
ジングを成功に導く
小さな感覚

（

と述べた。Levin（

）は、セレンディピティとなる情報を得るためには

が必要であると述べたが、ここでいう

小さな感覚

とはメタ認知であるといえる。

）目的
吉岡（

b）においては、インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的

要因として、検索テーマについての既有知識、検索テーマについての興味、メタ認知・自己制御につ
いて検討した。しかし、これらについて十分に解明できたとはいいがたい。そこで、本研究において
は、インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因について詳細に検討す
ることを試みた。以下において、本研究によって明らかにされた点について論ずる。

（

）方法
本研究においては、複数の実験を数年にわたって継続的に行った。実験手続きは、概ね以下のとお

りであった。実験によって検索課題を変えた。
実験参加者：大学生を無作為に
て、検索者を無作為に

〜

名のメンバーで構成するグループに分けた。各グループにおい

名選び、残りのメンバーは観察者となった。

手続き：選ばれた検索者は、個別に、与えられた検索課題についてインターネットで

分間ブラウ

ジングした。残りのメンバーは、コンピュータ画面を見ながらブラウジング過程を筆記で記録した。
実験は、大学のコンピュータ室でそれぞれのコンピュータを使って同時に行った。ブラウジング終了
後、観察者は、検索者に対して、求める情報を得ることができたか、ブラウジングに行き詰ったか、
行き詰った場合はブラウジング過程のどこで行き詰ったか、なぜ行き詰ったかなどを質問し、ブラウ
ジング過程とブラウジング結果について話し合った。話し合い後、各メンバーは、観察と話し合いに
もとづいてブラウジングについて考察し、A サイズのレポート用紙

〜

枚に自由記述でまとめ

た。
検索課題：不良定義問題の検索課題を準備した。具体的には、
「共通総合科目のある科目において、
日本の美しい川

というタイトルで A サイズの用紙

枚にレポートを書きなさいという課題が出

た。そこで、レポートのテーマを探すためにインターネットで検索しようとしている。この状況を想
定して、インターネットで

分間、検索しなさい」であった。 日本の美しい川

球環境 、 日本の明るい未来 、 働くこととは

に変えて、

を、 やさしい地

つの検索課題を準備した。

考察方法：研究法として観察法を用い、ブラウジング過程の記録、話し合いの内容、レポートの内容
を質的に考察した。以下の説明では、検索者のレポートの内容の抜粋を『
る。

』に入れて記述してい
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）結果と考察
実験から得られた結果について、メタ認知、知識体系の精緻化、潜在する興味の顕在化、セレンデ

ィピティ、主体性の観点から整理して、表

にまとめ、以下において詳細に論ずる。

表
インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因
−メタ認知・知識体系の精緻化・潜在する興味の顕在化・セレンディピティ・主体性−
メタ認知
・誤った自分についてのメタ認知的知識を形成していると、自分は変則的な知識状態を脱出してい
ると間違って捉える危険性がある。
・ブラウジング過程をモニタリングして情報を取捨選択することによって既有の知識体系は精緻化
される。
・経験や記憶をモニタリングすることによって潜在している興味は顕在化される。
・認知過程をモニタリングして興味を顕在化させることによってセレンディピティとなる情報に遭
遇する。
知識体系の精緻化
・情報検索過程と認知過程をモニタリングして、ブラウジングで得た情報を取り入れて既有の知識
体系を精緻化させることが、知識を持っていることよりも重要である。
・誤った自分についてのメタ認知的知識によって、変則的な知識状態から脱出していると捉えてい
ると、既有知識の確認にとどまる。
・検索テーマについての知識は、ことばは知っているが具体的に説明できない程度が好ましい。そ
れは、検索テーマについて既に知識を有していると捉えると、新しい知識を得ようとしないからで
ある。
潜在する興味の顕在化
・最初に想起する事がらは、普段目にしていたり直近の記憶であり、必ずしも潜在している興味が
顕在化されるわけではない。興味のある事がらかどうかを確認するためには、想起した理由やエピ
ソードを考えることが有効である。
・潜在している興味は漠然としているが強い興味であることが望ましい。
・検索テーマについての問題表象とウェブサイトの内容が一致すると、潜在している興味は顕在化
されやすい。
セレンディピティ
・セレンディピティとなる情報を得るためには、ブラウジング過程だけでなく認知過程もモニタリ
ングして潜在する興味を顕在化させることである。
・セレンディピティとなる情報を得るためには、探究心をもってブラウジングに取り組むことであ
る。
主体性
・検索テーマの設定に主体的に取り組むことによって、ブラウジングで得た情報を取り入れて既有
の知識体系を精緻化させようとし、理解が深まることによってわかることはおもしろいと感じ、メ
タ認知を促してより積極的にブラウジングしようとする。
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メタ認知
インターネット情報検索環境におけるブラウジングはメタ認知と深くかかわっていることが明らか
にされた。
）誤った自分についてのメタ認知的知識を形成していると、自分は変則的な知識状態をすでに脱出
していると捉える危険性がある。また、変則的な知識状態は効率的な情報検索を阻むネガティブなも
のとして捉えられているが、『確固たるイメージのない状態だからこそ、新しい情報を得ようとす
る』『客観的な視点で情報を見ることができる』など、柔軟なブラウジングを促すポジティブな側面
もある。このことを実現するためには、ブラウジング過程と認知過程のモニタリングが必要である。
）ブラウジング過程をモニタリングしながら必要な情報を取捨選択し、選択した情報を既有の知識
体系に取り入れることによって知識体系は精緻化される。
）自分の経験や記憶をモニタリングして、潜在している興味を顕在化させ、顕在化させた興味を検
索テーマにする。
）セレンディピティとなる情報と遭遇するためには、認知過程をモニタリングして潜在する興味を
顕在化させることである。

知識体系の精緻化
本研究においては、検索テーマについての既有知識がいかに精緻化されるかについて、次の

点が

明らかになった。
）検索テーマについての知識を有しているかどうかよりもっと重要なことは、ブラウジング過程と
認知過程をモニタリングし、ブラウジングで得た新しい情報を既有の知識体系に取り入れて、より精
緻な知識体系を構築していくことである。ここでいう知識体系の精緻化とは、人は、日常で用いる知
識から専門的な知識まで膨大な量の知識を保持しているが、それぞれの知識をばらばらに保持してい
る の で は な く、学 習 に よ っ て ま と ま り を も た せ て体系化して保持し て い る と い う こ と で あ る
（Cachapuz and Maskill，

）。ブラウジングにおきかえると、次のようにまとめることができる。検

索者は、いかなる検索テーマについても何らかの関連する知識をもっている。しかし、その知識は十
分とはいえない。そこで、新しい情報を取り入れて既有の知識体系を精緻化させ、構造的な理解を可
能にすることによって、表面的な理解では思いつかなかったより適切なキーワードを想起すること
や、より適切なウェブサイトの取捨選択が可能になる。知識体系の精緻化がブラウジングに大切なこ
とは、検索者が、『知識があるかどうかはスタートダッシュを切れるかどうか程度の問題にしかなら
ず、ブラウジング過程で新しい情報を取り入れて、知識を増やしていくことである』とコメントして
いることと一致する。 やさしい地球環境
天然ガス

についてブラウジングした検索者は、ブラウジング前、

について何となく知っている程度の知識しかもっていなかった。ブラウジング過程にお

いて、バイオエタノールとハイブリッドカーという情報に遭遇したが、これらについても、ことばは
知っているが説明できない程度の知識であった。そこで、ウェブサイトの内容をよく読むという問題
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解決方略を立て、バイオエタノールとハイブリットカーの関係性を理解し、ばらばらに存在していた
両者と天然ガスを関係づけて、天然ガスについての既有の知識体系を巧緻な知識体系にした。
）誤った自分についてのメタ認知的知識によって自分は変則的な知識状態をすでに脱出していると
捉えると、『既有知識の確認にとどまってしまう』
『閲覧したページの中に自分が知っていることを見
つけたら、それだけで満足してしまう』。
）既有知識がその言葉は知っているが具体的に説明することができない程度が好ましい理由は、
『検索テーマについての知識がありすぎると、すでに固定概念をもっていたり自分なりの結論を出し
ているため、ウェブサイトを読んで知識を得ようとしない』からである。

潜在する興味の顕在化
本研究においては、検索テーマについての興味がどのように顕在化されるかについて、次の

点が

示された。
）最初に思い浮かぶ事がらは、普段目にしていたり直近の記憶であるために想起されるのであっ
て、必ずしも潜在している興味が顕在化されたわけではない。 日本の明るい未来

という検索テー

マについてブラウジングした検索者は、検索テーマを聞いて連想することばとして、 少子高齢化
環境

モバイル化

の

つを挙げた。検索者は、これらのことばを想起した理由を、
『少子高齢化

や環境は日常生活でよく目にすることばだから、モバイル化は普段使っている携帯電話と関連してい
るから』と述べた。別の検索者は、最初に

育児

ということばを挙げた。検索者は、
『育児が最初

に思い浮かんだのは、最近見たテレビ番組で使われていたことばだから』と述べた。他のことばを考
えるように促すと、 原発問題

と

復興 をもっとも印象深いことばとして挙げ、これらを検索

キーワードとして選んだ。『原発問題と復興のことばが浮かんだ理由は、東日本大震災の被災地の出
身で、地震を経験し復興が進まない現状をまじかに見ていたため』であった。検索者は、
『最初に思
い浮かんだことばについて考える機会がなかったら、育児をキーワードにしてブラウジングを始め、
いずれは復興についてブラウジングし直すことになったであろう』と述べた。
これらの事例から得られることは、検索者が『ブラウジング過程において、与えられた検索テーマ
をどれだけ自分に近づけられるかが成功の鍵である』とコメントしているように、最初に想起したこ
とばが自分の興味を示すことばかどうかを確認する必要があることである。確認する方法のひとつ
は、上述のように、なぜこのことばを思い浮かべたか理由を考えることである。もうひとつの方法
は、検索テーマにかかわるエピソードを思い出すことである。 日本の美しい川

という検索テーマ

についてブラウジングした検索者は、『子どもの頃に川で遊んだエピソードやカヌーをした経験を思
い浮かべた』。そして、自分にとっての川の美しさは、川で遊べることであると捉えて検索テーマに
した。
）『潜在している興味は、漠然としているが強い興味』であることが望ましい。このことは、 働く
こととは

という検索テーマを大学

年生に与えてブラウジングさせた事例からいえる。大学

年生
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は、就職活動中であったため、働くことについて常日頃から強い関心をもっていた。しかし、働くこ
とについての考えは、『具体的なことばで説明できない』漠然としたものであった。このような漠然
としながら、非常に興味のある検索テーマが与えられると、検索者は、興味を明確にしようとブラウ
ジングに専心する。
）検索者の検索テーマについての問題表象とウェブサイトの内容が一致すると、
『共感を得ること
ができる』『他者も同じような問題表象を持っていることが確認できる』ため、潜在している興味が
顕在化されやすい。一方、問題表象と一致しない内容のウェブサイトをリンクし続けると、両者間の
ギャップのために、潜在している興味は顕在化されにくいばかりか、ブラウジングはますます軌道か
ら外れる。

セレンディピティ
本研究結果から、セレンディピティとなる情報を得るための条件として、具体的に次の

点が示さ

れた。
）セレンディピティとなる情報を得るためには、ブラウジング過程と認知過程をモニタリングして
潜在する興味を顕在化させることである。検索者は、
『どんな寄り道をしたか、寄り道を通して何を
得たかが大切である』と報告した。ここでいう
何を得たか

小さなつながりを見つけていく

寄り道を通して

とは、『寄り道した先でどれだけ興味を顕在化させたか』と言いかえることができる。

興味を顕在化させるためには、検索して得た情報がセレンディピティとなる情報かどうかをモニタリ
ングするだけでなく、自分の認知状態をモニタリングして自分の中に潜在している興味を探り出すこ
とが必要である。
）セレンディピティとなる情報を得るためには、『セレンディピティとなる情報を見つけ出そうと
する探究心や好奇心』をもつことである。検索者は、ブラウジングをとおして、川の美しさを測る一
般的な尺度は水質の純度であることを知った。しかし、一般的な解釈ではなく、自分にとっての川の
美しさは何かと探究心をもってブラウジングを続けた。そして、桜の写真をセレンディピティにし
て、以前に故郷の川沿いに咲く桜がきれいだと思ったことを思い出し、自分にとっての川の美しさは
景観であることを明らかにした。

主体性
本研究結果から、検索テーマの設定に主体的に取り組むことによって自己制御的なブラウジングが
可能になることが確認された。検索テーマの設定に主体的に取り組んだ検索者は、
『検索テーマが興
味のあることだから、知りたいという気持ちが出て来て、自然とウェブサイトの内容をよく読んだ』
『興味があればあるほど深く知りたくなり、いろんなウェブサイトにアクセスした』と述べているこ
とから、内発的に動機づけられていたといえる。また、『結果ではなく過程を大切にし、ブラウジン
グで得た情報に関心を寄せて、丁寧に読みながら理解を深めようとした』ことから、習得目標を志向
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していたといえる。このように、検索テーマの設定に主体的に取り組むことによって、ブラウジング
で得た新しい情報を取り入れて既有の知識体系を精緻化させようとし、知識体系を精緻化させること
によって検索テーマについての理解が深まり、理解が深まることによってわかることをおもしろいと
感じて、もっと知りたいとより積極的にブラウジングしようとする。その結果、
『ブラウジングして
いるうちに、期待感が高まりわくわくして楽しくなった』
『十分な情報が得られて満足した』と自己
効力感を高める。一方、検索テーマをとりあえず立ててブラウジングを開始した検索者は、外発的に
動機づけられ、遂行目標を志向していたため、
『早く結果を出そうとして、ただ単に候補となるキー
ワードを見つけようと画面上の字面を追った』
。また、検索テーマについて理解を深めようとしない
ため、『広く浅くサイトを流し読みする』
『きちんと読まないで次のサイトに移動する』
。このよう
に、ブラウジングに消極的に取り組むと、検索結果に対してネガティブな感情をもつ。

． まとめ
本研究においては、インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因につ
いて、実験によって明らかになった点を挙げながら論じた。
インターネット情報検索環境には、多量で多様な情報が混在し、ウェブサイト間には縦横無尽にリ
ンクが張られ、クリックやスクロールといった敏速な検索行動が可能なため、広範囲な情報にスピー
ディに目を通すブラウジングに適している。その反面、このようなインターネット情報検索環境の特
徴は、不良定義問題の検索テーマについてのブラウジングを翻弄させるというマイナスの側面もあ
る。本研究においては、ブラウジングに成功した検索者は、さまざまな認知活動を行って円滑にブラ
ウジングしていることが示唆された。このことは、『無意識に、自分の興味や関心につながりそうな
ことばを中心に探していた』『気がつくと、関心のないものは流し読みし、関心のあるものはじっく
り読んで知識として取り入れようとしていた』
『目についたことばのうちクリックしていたのは、興
味のあることばだった』『自分の知識の範囲内でブラウジングしていた』という報告から裏づけるこ
とができる。それでは、なぜ、複雑なインターネット情報検索環境において、さまざまな認知活動を
行いながら自己制御的なブラウジングが可能になるのであろうか。このことについて、図

に示し、

以下に詳しく説明する。
インターネット情報検索環境でのブラウジングにおいて重要なことは、ブラウジング全過程におい
A 、外円に示すようにメタ認知を促して○
B 、ブラウジング
て、円の中心に示すように探究心をもち○
に取り組むことである。検索者は、検索テーマが導入されると、検索テーマについて知りたいという
気持ちを促し、自分についてのメタ認知的知識を活性化させて、検索課題についての初期表象があい
まいなことや、検索テーマに関する既有知識の量や内容を認識する①。次に、ブラウジング過程をモ
ニタリングしながら、プラウジングで得た情報から必要な情報を取捨選択して既有の知識体系に取り
入れ、知識体系を精緻化させる②。精緻化させた知識体系にもとづいて検索過程をモニタリングしつ
つセレンディピティとなる情報を取捨選択する③。その情報を手がかりにして認知過程をモニタリン
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インターネット情報検索環境における自己制御的なブラウジングを可能にする
認知的要因の関係

グしながら、潜在している興味を顕在化させる④。顕在化させた興味を検索テーマに取り入れること
で、あいまいな初期表象は正確な問題表象に形成し直される⑤。このように、潜在している興味が顕
在化し始めると、興味のあることについてもっと知りたいと探究心を高め、よりメタ認知を促して自
己制御的なブラウジングを遂行し自己効力感を高める⑥。この一連の認知活動を繰り返すことによっ
て、問題表象は次第に正確になり、知識体系はより精緻化され、自己効力感はさらに高められる。す
なわち、自己制御的なブラウジングのサイクルは、探究心を核にしメタ認知を潤滑油にして創造され
促進されるのである。
本研究においては、研究法として観察法を用い、ブラウジング過程の記録とレポート内容を質的に
検討した。本研究で示された結果は、探索的な結果にとどまったといえる。今後、本研究を発展させ
て、インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因について深く検討する
ためには、次の

つを今後の課題としたい。

つ目は、観察法の問題点である主観的評価に陥らない

ために、分析方法を厳密にデザインして追実験を行うことである。

つ目は、量的分析が可能な数の

検索者を対象に実験を行って事例数を増やし、本研究の結果の確認を行うことである。

つ目は、大

学生や図書館司書に限らず、多様な背景をもった検索者を対象に実験を行って研究結果を一般化させ
ることである。
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【Abstract】

Cognitive Factors Influencing Browsing
in Internet Information Search Environments

Atsuko YOSHIOKA＊

This paper interprets some cognitive factors involved in Internet search engine browsing according to research on information retrieval and cognitive psychology. It also elucidates how cognitive factors may have influenced the survey results. Internet search behaviors have baffled researchers since a variety of web browsing behaviors are evident. Some web browsers follow widely distributed links to numerous websites through clicking and scrolling actions. Important elements for web browsing success appear to be self-regulated browsing, critical inquiry, and metacognition. In short, successful web researchers activate their metacognitive knowledge to recognize their ambiguous representation of the search topic. Moreover, they monitor
their cognitive conditions and browsing processes to elaborate their knowledge structure, to acquire serendipitous information,
detect their subconscious interests, and develop the clear representation. These behaviors facilitate their self-efficacy. Then,
the self regulated browsing can be enhanced.
Keywords : information retrieval, browsing behavior, Internet search environments, cognitive psychology, metacognition

本論文では、インターネット情報検索環境におけるブラウジングにかかわる認知的要因について、情報検索研
究と認知心理学研究の知見にもとづいて解説し、本研究によって明らかになった点を取り入れて議論する。イン
ターネット情報検索環境には、多量で多様な情報が混在し、ウェブサイト間にはリンクが張られ、クリックやス
クロールといった敏速な検索行動が可能なため、ブラウジングを翻弄させる危険性がある。インターネット情報
検索環境におけるブラウジングに重要なことは、メタ認知を促し、探究心をもってブラウジングに取り組むこと
である。すなわち、自分についてのメタ認知的知識を活性化させて検索テーマについてあいまいな初期表象を形
成していることを認識し、認知過程とブラウジング過程をモニタリングして知識体系を精緻化させつつセレンデ
ィピティとなる情報を得、潜在する興味を顕在化させて正確な問題表象を修正し、自己効力感を高めて自己制御
的なブラウジングを実現することである。
キーワード：情報検索、ブラウジング、インターネット情報環境、認知的要因、メタ認知
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