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はじめに

■大学生の知の情報ツール，そしてスキル
　大学に入学前事前教育や，初年次教育が取り入れられるようになって 10 年程が経ちました。そこ
では，主として大学組織の説明や，大学での講義の受け方及び，学習の仕方といった内容が取り扱わ
れています。これらの初年次教育が盛んに行われる背景としては，さまざまな要因が挙げられてい
ますが，最も大きな要因は，コンピュータやスマートフォン，インターネットの普及によるものであ
ると，筆者は思っています。従前においても，『知的生産の技術』（梅棹忠夫著，岩波書店）等に代表さ
れるように，知的活動方法や技術に関する内容はしばしば取り扱われてきました。しかし今，それが
大きく取り上げられるのは，コンピュータやスマートフォン，インターネットの普及によって，それ
らの方法が大きく変化しているからです。これらの情報端末やネットワーク・システムは，従前の資
料の検索や手書きの文書作成に替わるツールとして，今，知的活動や社会における業務方法を大きく
変えているのです。
　最近では，AI（人工知能），深層学習といった新しい技術による，大きな社会変革が進み，職業・雇用
形態・産業構造までもが変わりつつあります。このAI や深層学習を支える技術は，コンピュータと
ネットワーク，そしてデータ解析技術です。これからの社会を考えるためには，AI や深層学習，そし
てその根本となるコンピュータの構造やその利用方法，技術を理解しなければなりません。一方，携
帯電話やスマートフォンの利用者が増大し，最近ではパソコンを持たない大学生も見られるように
なりました。携帯電話やスマートフォンは，さまざまな情報検索，mail，ゲームなどができる非常に
便利な情報ツールです。しかし，これらの情報機器をツールとして用いる場合でも，整った客観的な
文章，しっかりとした情報検索，数理的なデータ分析，ビジネスにおける業務等は，現時点ではやはり
コンピュータでしかできないのです。これからを生きる皆さんは，スマートフォンや移動体通信と
共に，コンピュータに関する知識や技術を身に付けなければなりません。
　本書では，このコンピュータやネットワーク・システムについての理解，そして大学生の知の情報
スキル向上という側面に焦点を当て編集をしました。

■大学での知の活動
　大学ではさまざまな知的活動を行っていきます。まず，講義を受講しますが，講義は話を聞いてそ
れで終わりという訳ではありません。正確な知識や理解を得るためには，情報検索と収集が必要で
すし，内容がある程度まとまってくると，レポートや論文を書くことが求められます。クラスやゼミ
ナールで発表し，教員や他の学生諸君と議論をする機会も多くあります。そのため，発表資料の作成
や発表の仕方も学ばなければなりません。大学におけるこのような知的活動には，コンピュータや
インターネットが欠かせない必須アイテムです。従って，大学での知的活動は，このコンピュータを
どのくらい駆使できるかということにかかってくるのです。
　このような観点に焦点を当て，本書は，以下のような構成としました。執筆者とともに記しておき
ます。
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　このテキストは，「コンピュータに初めて触れる」または「少し知っているけれどもより進んだ知
識や操作を習得したい」という学生諸君を対象として，コンピュータ技術および，基礎的な知識が得
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　この知の情報スキルは，皆さんの新しい可能性を大きく広げてくれることでしょう。１年間の講
座を終えた後も，時々開いてみてください。
　本書で学び，知の情報ツールとしてのコンピュータやネットワークに関する知識と技術を身に付
けた皆さんが，自らの新しい世界を開いてくれることを，そして，本書が皆さんの良き礎，書となるこ
とを願っています。
　本書の執筆に当たっては，時間が限られていたこともあり，不足・不備な箇所が多々あることと思
います。本書をお使いになられた各先生方の御指南を受け，進化する ICTとともに本書もさらなる
進化を目指しております。
　末筆ながら，御多忙中執筆に当たってくださった各先生方，さらに今回の企画と編集を進めてくだ
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第１章

　　
大学における知の活動

1.1　大学における知の活動

1.2　情報倫理とセキュリティ
――情報化社会と向き合うために

1.3　コンピュータの基礎知識



2│第１章 大学における知の活動
大学における知の活動1.1

　大学では，さまざまな知の活動を行っていく。まず，各分野の講義を受講す

るが，講義は話を聞いてそれで終わりという訳ではない。講義内容について

自分の頭で考えることが大切である。得られた知識を正確なものとするため

に，それらの専門用語について調べたり，情報やデータを得ることが必要とな

ってくる。調べた内容や理解がある程度まとまってくると，文書として表現

することが望ましい。大学では，レポートとして，この文書を求められる場合

が多い。文書として表現する際には，事象を客観的に捉えたり，その説得力を

増すために数理的な分析や表現を用いることが有効である。このため，デー

タを集めて分析したり，表やグラフを活用することが必要となってくる。

　さらにクラスやゼミナールでは，その文書を基に発表して，教員や他の学生

諸君と議論することが多い。大学では，このような活動を繰り返すことで，専

門的な内容に対する理解をさらに深め，確実なものにしていくのである。そ

れらの流れを大まかな図で表すと，以下のようである。

図 1.1.1　大学生の知の活動

■大学における知の情報ツール
　1.1 で述べた，大学における知的活動を行うには，コンピュータやインター

ネットの利用が欠かせないアイテムである。

　従前においても，知的活動方法やその技術に関する内容は，しばしば取り扱

われてきた。また，現在においてもアカデミックスキルやレポート・論文の

書き方として，さまざまなところで述べられているところである。しかし，

今，これらの活動が従前の活動と大きく異なるのは，パソコンやインターネッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・従前の知的活動方法の指南書と
して『知的生産の技術』（梅棹忠
夫 著，岩波新書）は非常に有名で
ある。
　
・アカデミックスキルをさらに学
びたい人のために参考図書を挙げ
ると以下のようである。
・『レポート・論文・プレゼン スキ
ルズ』，石坂春秋著，くろしお出版
（2003）
・『知のツールボックス 改訂版』，
専修大学出版企画委員会編，専修
大学出版局（2009）
・『知へのステップ』，学習技術研
究会編著，くろしお出版（2002）
・『アカデミック・スキルズ―
大学生のための知的技法入門 第
２版』，佐藤望他著，慶應義塾大学
出版会（2012）
・『広げる知の世界―大学でのま
なびのレッスン』，北尾謙治他 著，
ひつじ書房（2005）
・『ザ・マインドマップ』，トニー・
ブザン著，神田昌典訳，ダイヤモン
ド社（2009）
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　　トの普及によって，活動の仕方が大きく変化しているという点である。前出

図 1.1.1 の情報収集・情報整理では図書館におけるオンラインデータベース

の利用やインターネット検索が主流であるし，文書作成においてはWordを，

情報の整理や数理的な分析においては Excel を，発表資料の作成においては

PowerPoint を活用する。つまり，これらの情報ツールをどのくらい駆使で

きるかということが，大学における知の活動の鍵を握ることになる。本書で

は，このような大学生の知的活動を，特にコンピュータやインターネットが関

わる側面に焦点を当てて説明する。本書の構成を示すと，以下の図 1.1.2 の

ようである。

図 1.1.2　大学における知の活動と情報ツール

知的生産活動

データを分析する／数理的に考察する

レポートを書く／文書を作成する
レポートに図やグラフを入れる

発表する／話し合ってみる 

情報の収集／資料を集める 

知の情報ツール

Google を用いた知の情報検索 

第１章
大学生の知の情報ツール
コンピュータとインターネット

第３章
Excel 2016 による知のデータ分析
とその表現 

第２章
Word 2016 を使った
知のライティングスキル 

第４章
PowerPoint 2016 による
知のプレゼンテーションスキル

1.1.1 情報収集とコンピュータ

　ここでは，情報検索と収集等の活動について，有用なポイントを述べる。

（1）大学図書館の利用

　大学の図書館には，図書，参考図書（辞書・事典・百科事典・年鑑・統計資

料・白書），新聞，学術雑誌，DVDおよび VTR等の視聴覚資料等があり，常時

閲覧できる。図書館では，資料を探す・書架にある資料を見る・図書を借り

る・資料を入手する・学外の図書館を利用する・わからないことを図書館員

に聞くなどの活動ができる。積極的に利用しよう。

　多くの図書館の資料は，日本十進分類法（NDC：Nippon Decimal 

Classifi cation）で分類されている（図 1.1.3）。また，調べる時には，一次資料

を優先的に調べるようにしよう。
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実際に開架式の書架に行き，その分類方法と，図書に貼られているシー

ルに記載されている分類番号（請求番号）を確認しよう。

課題１

日本十進分類法（図書目録）

０００　総記 ３００　社会科学 ６００　産業
０１０ 図書館 ３１０ 政治 ６１０ 農業
０２０ 図書・書誌学 ３２０ 法律 ６２０ 園芸・造園
０３０ 百科事典 ３３０ 経済 ６３０ 蚕糸業
０４０ 一般論文集・雑書 ３４０ 財政 ６４０ 畜産業・獣医学
０５０ 逐次刊行物 ３５０ 統計 ６５０ 林業
０６０ 学会・博物館 ３６０ 社会学・社会問題 ６６０ 水産業
０７０ 新聞・ジャーナリズム ３７０ 教育 ６７０ 商業
０８０ 双書・全集 ３８０ 風俗習慣・民俗学 ６８０ 運輸・交通
０９０ その他の資料 ３９０ 国防・軍事 ６９０ 通信事業

１００ 哲学 ４００　自然科学 ７００　芸術
１１０ 哲学各論 ４１０ 数学 ７１０ 彫刻
１２０ 東洋思想 ４２０ 物理学 ７２０ 絵画
１３０ 西洋哲学 ４３０ 化学 ７３０ 版画
１４０ 心理学 ４４０ 天文学 ７４０ 写真術
１５０ 倫理学 ４５０ 地学 ７５０ 工芸
１６０ 宗教 ４６０ 生物学 ７６０ 音楽
１７０ 神道 ４７０ 植物学 ７７０ 演劇
１８０ 仏教 ４８０ 動物学 ７８０ 体育・スポーツ
１９０ キリスト教 ４９０ 医学 ７９０ 諸芸・娯楽

２００　歴史 ５００　工学 ８００　語学
２１０ 日本 ５１０ 土木工学 ８１０ 日本語
２２０ アジア ５２０ 建築学 ８２０ 中国語
２３０ ヨーロッパ ５３０ 機械工学 ８３０ 英語
２４０ アフリカ ５４０ 電気工学 ８４０ ドイツ語
２５０ 北アメリカ ５５０ 海事工学 ８５０ フランス語
２６０ 南アメリカ ５６０ 採鉱冶金学 ８６０ スペイン語
２７０ オセアニア ５７０ 化学工業 ８７０ イタリア語
２８０ 伝記 ５８０ 製造工業 ８８０ ロシア語
２９０ 地理 ５９０ 生活科学・家政学 ８９０ その他諸国語

９００　文学
９００ 文学総記
９１０ 日本文学
９２０ 中国文学・東洋文学
９３０ 英米文学
９４０ ドイツ文学
９５０ フランス文学
９６０ スペイン文学
９７０ イタリア文学
９８０ ロシア文学
９９０ その他諸国文学

図 1.1.3　日本十進分類法（NDC：Nippon Decimal Classifi cation）

（2）大学図書館におけるオンラインデータベース

　大学の図書館では，国会図書館や他大学図書館の蔵書，ニュースや時事情

報，百科事典等を独自のオンラインデータベースで検索することができる（脚

注図）。

一次資料と二次資料
一次資料とは，その資料を作成し
た著者が直接調査し考察した資料
であり，たとえば論文・著者が直
接書いた図書・新聞記事・調査レ
ポート等がある。それに対して，
二次資料とは，一次資料を元に第
三者が作成した資料・解説書をい
う。たとえば，翻訳・抄録・百科
事典・ハンドブック・解説書等で
ある。
調べる時は，一次資料を優先的に
調べるようにしよう。
　　
開架式と閉架式
図書館の閲覧方式には，開架式と
閉架式がある。開架式の場合，閲
覧者はその資料のある書架まで直
接行くことができるが，閉架式の
場合はできない。閉架式の場合
は，見たい資料を蔵書目録で書名
番号や図書名を確認し，図書館員
に依頼して持ってきてもらうこと
が必要である。

・大学図書館のデータベース
各大学の図書館が契約しているの
で，内容は各大学によって異なる。
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■資料の検索方法　　キーワードの入力
　これらの資料の検索には，いくつかのキーワードを入力して検索するが，こ

のキーワードはなるべく短い方がヒットする確率が高い。

例

１．日本の半導体産業の問題点を探る

　　キーワード：×日本の半導体産業　　○日本，半導体

２．日本のコンビニエンスストアの売上額の推移を探る

　　キーワード：×日本のコンビニエンスストアの売上額

　　　　　　　　○コンビニエンスストア　売上額　

　調べもので困ったら，レファレンスカウンターの図書館員に相談しよう。

　主なデータベースを用途別に挙げると，以下のようである。

■図書や書籍を調べる
　図書や書籍を調べるには，第１にOPAC（Online Public Access Catalog）

が挙げられる。さらに，BOOKPLUS（日本の図書を検索できる DB），

Webcat plus（日本の大学図書館の蔵書を検索できるDB，http://webcatplus.

nii.ac.jp）などがある。

■ニュースや時事情報を調べる
　ニュースや時事情報を調べるには，朝日新聞DB聞蔵Ⅱビジュアル・読売

新聞DBヨミダス歴史館・日経新聞DB日経テレコン 21（図 1.1.4）などが

ある。

図 1.1.4　日経テレコン 21 による新聞記事の検索

・図書館が契約しているデータベ
ースの一部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・OPAC
OPACはオパックまたはオーパ
ックと読む。同じOPACでも大
学によりパソコンの検索画面や操
作方法が異なる。
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■百科事典データベースを活用する
　百科事典も有用である。日本大百科全書他，英和・和英・時事等各種事典

約 30 種を集録した JapanKnowlegde＋や，ブリタニカ国際大百科事典・ブ

リタニカ国際年鑑を集録したブリタニカ・オンラインなどがある。

（3）インターネットによるWeb検索

　インターネットを利用すると，学内外のすべてのパソコンから，さまざまな

情報を収集することができる。ここでは，国立国会図書館のホームページ

（http://www.ndl.go.jp/）を見てみよう。

国立国会図書館のデータベースを利用しよう。

課題２

＜操作方法＞

① Microsoft Edgeを起動させ，URLにhttp://www.ndl.go.jp/と入力し，

［Enter］キーを押す。

② 表示された国会図書館のホームページの［資料の検索］をクリック（図 1.

1.5）。

③ 表示されたプルダウンメニューの［NDL-OPAC（蔵書検索・申し込み）］

をクリック（図 1.1.5）。

図 1.1.5　国立国会図書館のホームページ

④ NDL-OPAC 国立国会図書館蔵書検索・申込システムのページが表示さ

れるので，［蔵書検索］をクリック。

⑤ 蔵書検索のページが表示される。登録利用者 IDを持っている場合は，ID

とパスワードを入力する。持っていない場合は，［検索機能のみを利用する

（ゲストログイン）］をクリックする。さらに，表示された画面で，［詳細検

索］タグをクリックする（図 1.1.6）。調べたい図書や資料のタイトル，著者

等を入力し，図書・電子資料・雑誌・新聞等の書籍の種類にチェックマー

クを入れて，［検索］ボタンを押す。

⑤わからない時は，空白でよい。
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図 1.1.6　国立国会図書館データベースの検索画面

（4）ブラウザと検索エンジンの利用　

　ブラウザとは，Webページを閲覧するためのアプリケーションソフトであ

り，Microsoft Edge，Internet Explorer（IE），Chrome，Safari，Firefox 等

がある。また，検索エンジンとは，インターネット上の情報をキーワードを入

力して検索することができるプログラムのことである。

　検索サイトは，以下のような「キーワード型（ロボット型）」と「ディレクトリ

型」と呼ばれる２種類のサイトに大別できる。

■キーワード型（ロボット型）
　検索ロボットと呼ばれる検索サイトのプログラムが，インターネット上を

自動的，機械的に巡回して，Webページのキーワードや情報を収集・点検す

る。Google はキーワード型の代表的な検索サイトである。

■ディレクトリ型
　一般的に人間がWebサイトを調べ，情報をある種のカテゴリに分類して，

階層構造で情報（ホームページ等）を収集する。Yahoo はディレクトリ型の

代表的な検索サイトだとされてきた（脚注図）。

　　

　従来，ロボット型は情報量は多いが情報の質が低く，ディレクトリ型は情報

量は少ないが情報の質が高いとされていた。ロボット型は，コンピュータで

機械的・自動的に収集するため，情報量が非常に多い反面，時として，ユーザ

にとって必要な情報を絞り込むことが困難であったためである。まだホーム

ページ数が少なく大手企業や研究機関等が中心だった時代には，カテゴリ別

に分類されているディレクトリ型は有用であった。

　しかしながら，近年では，ディレクトリ型の検索サイトの利用は少なくなっ

ている。対象とする情報量が膨大になったため，分類・検索することが困難

になったためである。一方，ロボット型の情報収集・集計の技術が上がり，情

・検索ロボットはクローラとも呼
ばれる。

・Yahoo! Japan（http://www.
yahoo.co.jp）のトップページの
右上にある［カテゴリ一覧］（下図）
をクリックすると，Yahoo が提
供するカテゴリの一覧が表示され
る。



8│第１章 大学における知の活動
報の質が格段に向上したため，適切な検索結果を得られるになり，ロボット型

が主流になっている。

■ブラウザの世界的なシェア
　一般にWindows 環境であれば Internet Explorer（IE），Mac 環境であれ

ば Safari が標準で搭載されているので，これらを利用する人が多い。他に

も Firefox，Chrome，Opera などのブラウザがある。現在のWeb ブラウ

ザの世界におけるシェア（図 1.1.7）と検索エンジンのシェア（図 1.1.8）を示

すと以下のようである。ブラウザや検索エンジンにはそれぞれ特徴がある。

検索する際には，いくつかのブラウザやサイトを調べよう。

［出典：Net Applications 社　http://marketshare.hitslink.com/］
図 1.1.7　ブラウザの世界におけるシェア（2016 年上期）

［出典：Net Applications 社　http://marketshare.hitslink.com/］
図 1.1.8　検索エンジンの世界におけるシェア（2016 年上期）

・Microsoft EdgeはWindows10
から標準搭載されたため，今後シ
ェアを伸ばすと思われる。



1.1 大学における知の活動│9

第
１
章

　インターネットでの情報は，多くはその発信元が匿名であるため，記述内容

に対する責任感が希薄になりやすい。また，情報は，記述する人の考え方によ

ってまとめられるため，その人の思想や考え方が反映された文章となる。こ

のように情報は，発信者によりフィルタリングされているという点を考慮し

なければならない。情報の信憑性は，最終的に自分で判断する必要があるが，

情報の発信者の匿名性が高ければ高いほど，信憑性は低くなる傾向がある。

論文や書籍，マスメディア，インターネット上の情報の信頼性と，情報として

の新鮮さの関係を示すと以下のとおりである。

図 1.1.9　情報の新鮮さと信頼性

論文・書籍＞テレビ・新聞等のマスメディア＞インターネット

低い　 情報の新鮮さ 　高い

高い　 情報の信頼性 　低い

■検索の仕方　キーワードを入力して検索する
　検索で利用するキーワードにも注意が必要である。検索サイトは入力した

キーワードをもとに検索しているため，そのキーワード自体が偏っていれば，

偏った結果が検索されることになる。

ダイエットというキーワードと失敗談，成功談，それぞれで検索して結

果を見比べてみよう。

課題３

＜操作手順＞

① Google 等の検索サイト（https://www.google.co.jp/）を表示する。

② キーワードに「ダイエット」と「失敗談」と入力して検索する。

③ 同じく，「ダイエット」と「成功談」と入力して検索結果を比較する。

■ 練習 ■

１．適切なキーワードを考えてみよう。ダイエットの例では，どのようなキ

ーワードを使うのがよいか考えてみよう。

２．適切なキーワードで検索した場合でも，さらに気をつける点がないか考

えてみよう。

・Wikipedia
Wikipedia というサイトでは，イ
ンターネット上にフリーな百科事
典としてさまざまな情報が掲載さ
れている。Wikipedia は，その方
針に同意していれば，誰もが記述
することができる。誤った情報が
記述された場合には，気がついた
人が修正している。そのため，多
くの人が利用するページは，有用
な情報が正しく書かれていること
が多いが，逆にあまり利用されな
いページは，誤った表現や偏った
情報が記載されていても，修正さ
れにくく，信憑性の低い情報が掲
載されている可能性が強い。

・Wikipedia の引用には注意す
ること。内容は，個人が趣味的に
記載している場合が多いので，情
報源を確認すること。
　　
・さらに個人のブログの内容はそ
の情報源の信頼性を確認すること

・① Google については，1.1.2
または第５章を参照のこと。

・練習１のヒント
体験談，統計情報等が良い。
・練習２のヒント
そもそも，マイナスな情報は公開
されにくい。プラスの情報や都合
の良い情報だけが世の中に出回る
ということを意識しておきたい。
失敗したことなど人に話したくな
いからである。面白い情報や不安
をあおるような情報のほうが広ま
りやすい。この点についても，意
識して情報を扱う必要がある。
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1.1.2 Google を用いた検索技術

（1）基本的な検索方法

　検索を行う際には，その内容に関係する単語すなわち，キーワードを検索ボ

ックスに入力する。キーワードは複数入力すると基本的に「AND」条件で検

索となる。つまり，入力した複数のキーワードのすべてにマッチする情報だ

けが表示される。また「OR」条件による検索も可能である。キーワードに入

力した，いずれかの言葉を含むページを検索する場合に利用する。

　以下，検索を行う際のポイントを述べる。

● Point1　入力するキーワードはできるだけ短くする
　　たとえば，コンビニエンスストアにおける年間売上高の推移に関するデ

ータを検索する場合，そのままの文を入力するのではなく，「コンビニエン

スストア 売上高 推移」と短い単語にして入力する方がヒットする確率が

大きい。その際，Webページで表示されている単語を思い浮かべて，表示

されている可能性の高い語句を使用する。

●  Point2　入力するキーワードの数をできるだけ少なくし，必要な情報
を説明できるように考える

　　前述のようにAND検索では，入力されたすべてのキーワードにマッチ

する情報を検索していくので，キーワードの数を追加するほど結果が限定

され，表示される情報が少なくなく可能性がある。そこで，欲しい情報を逃

さないようにするには，入力する単語の数をできるだけ少なくした方が多

くの情報が表示される。

● Point3　より説明的な単語を選ぶ
　　一般的な単語より，できるだけ固有の単語を使うと，関連のある結果が得

られる可能性が高くなる。例えば，ひまわりがセシウムを吸収する仕組み

について知りたい時は，花とか，植物，放射性物質等を入力するのではなく，

固有名詞のひまわり，セシウムと入力した方がヒットする確率が高い。

（2）さまざまな検索方法

　Google では，通常の検索以外に，以下のようなさまざまな検索ができる。

　画像検索／動画検索／地図検索／ニュース検索／論文検索／書籍検索／

ブログ検索／トレンド検索等

　これらの検索を行うには，トップページの ［アプリ］から［もっと見る］

→［さらにもっと］と選択する。また，キーワードで検索後，検索結果の上に表

示されるメニュー（ウェブ・画像・動画・ニュース・地図・もっと見る）から

選択してもよい（図 1.1.10）。

・「OR」検索
「ロンドン or パリ or チケット」
のように or でキーワードを連結
する。

・さらに高度な検索方法を知りた
い場合は，ウェブ検索のヘルプを
参照するとよいだろう。ウェブ検
索のヘルプは，トップページ下部
の右下の［設定］→［ヘルプ検索］で
表示できる。

・「とは」検索
たとえば，「OSとは」，「リテラシ
ーとは」などと入力して，その用語
や言葉の意味を検索する方法で，
その解説文やページを容易に探す
ことができる。

・トレンド検索とは，過去や現在
の検索キーワードの検索回数に関
する情報を得ることができる。流
行や潮流を把握するために役立つ。

・画像検索
画像検索では，キーワードを入力
して，そのキーワードに関する画
像を検索することができる。初め
て聞いたモノの名前等は，イメー
ジ検索で画像を見ると，より理解
が深まる。




