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未来へつなぐ デジタルシリーズ 　刊行にあたって

デジタルという響きも，皆さんの生活の中で当たり前のように使われる世の中となりました．

20世紀後半からの科学・技術の進歩は，急速に進んでおりまだまだ収束を迎えることなく，日々

加速しています．そのようなこれからの 21世紀の科学・技術は，ますます少子高齢化へ向か

う社会の変化と地球環境の変化にどう向き合うかが問われています．このような新世紀をより

良く生きるためには，20世紀までの読み書き（国語），そろばん（算数）に加えて「デジタル」

（情報）に関する基礎と教養が本質的に大切となります．さらには，いかにして人と自然が「共

生」するかにむけた，新しい科学・技術のパラダイムを創生することも重要な鍵の 1つとなる

ことでしょう．そのために，これからますますデジタル化していく社会を支える未来の人材で

ある若い読者に向けて，その基本となるデジタル社会に関連する新たな教科書の創設を目指し

て本シリーズを企画しました．

本シリーズでは, デジタル社会において必要となるテーマが幅広く用意されています．読者

はこのシリーズを通して，現代における科学・技術・社会の構造が見えてくるでしょう．また，

実際に講義を担当している複数の大学教員による豊富な経験と深い討論に基づいた，いわば“み

んなの知恵”を随所に散りばめた「日本一の教科書」の創生を目指しています．読者はそうし

た深い洞察と経験が盛り込まれたこの「新しい教科書」を読み進めるうちに，自然とこれから

社会で自分が何をすればよいのかが身に付くことでしょう．さらに，そういった現場を熟知し

ている複数の大学教員の知識と経験に触れることで，読者の皆さんの視野が広がり，応用への

高い展開力もきっと身に付くことでしょう．

本シリーズを教員の皆さまが，高専，学部や大学院の講義を行う際に活用して頂くことを期

待し, 祈念しております．また読者諸賢が，本シリーズの想いや得られた知識を後輩へとつな

ぎ，元気な日本へ向けそれを自らの課題に活かして頂ければ，関係者一同にとって望外の喜び

です．最後に，本シリーズ刊行にあたっては，編集委員・編集協力委員, 監修者の想いや様々

な注文に応えてくださり，素晴らしい原稿を短期間にまとめていただいた執筆者の皆さま方に,

この場をお借りし篤くお礼を申し上げます．また, 本シリーズの出版に際しては，遅筆な著者

を励まし辛抱強く支援していただいた共立出版のご協力に深く感謝いたします．

「未来を共に創っていきましょう．」

編集委員会

白鳥則郎

水野忠則

高橋 　修

岡田謙一
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はじめに

理工系学部に所属する学生は在学中にたくさんのレポートを作成する．具体的には講義のレ
ポート，実験でのレポートなどである．これらのレポートの多くは文章と図表から構成される．
図表には，何かの概念を説明するための概念図，数理的現象を説明するための数理モデル図，実
験結果を示すグラフなどが含まれる．本書では単なる文章と区別するために，文章と図表から
構成されるようなレポートのことをドキュメントと称することにする．このようなドキュメン
トは，高学年になり研究室に配属された後も作成する．例えば，研究室内での輪講資料や報告，
卒業論文，卒業論文のエッセンスをまとめた卒業論文抄録，学術学会発表原稿などがドキュメ
ントである．なおドキュメントによっては図表が含まれない文章だけのものもある．例えば，
就職活動の際に作成する履歴書，エントリーシートなどのドキュメントである．
学生はこのようにたくさんのドキュメントを作成してきているし，今も作成してもいる．に
もかかわらず，国内外の学術学会の懇親会などの場で，教員間で必ずといっていいぐらい話題
になることがある．「今の学生は堂々と発表するし，質疑応答も素晴らしい」という話題と，「し
かし，文章を書くこと（ドキュメントを作成すること）ができない」という話題である．ここ
での今の学生は研究室に配属された後の学生のことであり，学部 1年生からたくさんのレポー
トを書いているにもかかわらず，学会のドキュメントのように他者が読むようなレポートにつ
いては，標準に達していないというニュアンスである．
「今の学生は堂々と発表するし，質疑応答も素晴らしい」という話題の背景には，人前で発
表・質疑応答をする実践的経験が，教員の学生時代に比較し，豊富だからというのがある．実
際，現在の学生は小中学校時代の「総合的な学習の時間」などにおいて発表・質疑応答の場を
たくさん経験している．
では，前述したように理工系の学生は多くのドキュメントを書いてきたにもかかわらず，「し
かし，文章を書くこと（ドキュメントを作成すること）ができない」という話題が交わされるの
であろうか．この話題の背景には，発表・質疑応答に比較して，実践的な場でドキュメントを
作成する機会が少ないということがある，と筆者は思っている．また，レポートとしてドキュ
メントを作成しても，提出したままで，他者（この場合は提出先）がどのような感覚で読んでい
るのかを想像できていないのではないか，と思う．さらに，理工系の教育では数式を導いたり，
データを取得することについては重視するのであるが，その数式やデータの説明や論理展開ま
ではふれないこともある．つまり，数式導出やデータ取得を上手にしたからといっても，きち
んとした文章にしないことには，人に伝達はできないということを忘れがちなのである．
このドキュメントが書けないことを，外山滋比古氏は，卒業論文を書けない学生として，次
のようにまとめている [1, pp.23–24]．
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大学で卒業論文を書かせます．論文をつくるのは，知識を習得するのとは違った頭の使い方

をしなければなりません．

受け身で与えられたものを頭へ入れて忘れないようにする記憶型の知的活動である学習に対

して，論文を書くのは，アクティブに，積極的にものごとを考えていかなくてはなりません．創

造的活動です．

この外山氏の指摘は学生にとっても，教員にとっても耳が痛い話である．とはいえ，「文章を
書くこと（ドキュメントを作成すること）ができない」と教員が話題にしていても，この問題
は解決はしない．考える（＝文章を書く）ような創造的活動を行うという経験の少ない学生に，
いきなり書きなさいといっても無理な話である．
ではどうすればよいか．本書では，研究室配属以降でのドキュメントを書く機会を，洗練さ
れたドキュメントを書くための絶好の実践機会だと捉えている．研究室配属以降に書く具体的
なドキュメントは研究室内の報告，卒業論文，学術学会発表原稿などである．これらのドキュ
メントを書くという実践機会を上手に利用して，「文章を書くこと（ドキュメントを作成するこ
と）ができない」という問題を解決することの道筋やコツを与えるのが本書の目的である．
本書の目的を達成するためには，厳密には新しい知識は不要なのかもしれない．目的を達成
するためには，今まで学んできた知識を，組み合わせるという意識（むしろ心がけ，発見，気
づき）が重要になるからである．例えばこんな経験をしたことはないだろうか．街にカフェが
多くなったなと，偶然，感じると，その後，今まで気にしていなかったカフェが眼に入ってく
るようになる．つまり，カフェを意識して生活し始めていることになる．カフェという単語や
概念を特に意識していなかったときには，気がつかなかったのであるが，ひとたび意識してし
まうとカフェに気がつくようになるのである．本書を通して「今まで学んだ知識を組み合わせ
る」という意識が生まれることが大切になるのである．さらには「他者を意識する」という意
識が読者に生まれることを願っている．
さて，ここで今までに学んできたことを少し俯瞰してみよう．この本の読者の多くは，下級
生の頃に，「コンピュータリテラシー」や「プログラミング」を学んでいる．
「コンピュータリテラシー」ではコンピュータ上でのディレクトリやフォルダによるファイル
管理を学んだであろう．ファイル管理の際にはツリー構造（木構造）という概念を学んでいる
はずである．つまり，文章を書く際に基本となる木構造や階層構造の概念をすでに学んでいる
のである．
「プログラミング」では C，C++，Java，Perl，Visual Basicなどのプログラミング言語を
用いて，計算や文字処理などのプログラムを書いてきたはずである．プログラムを書く際には，
プログラム全体を段階的に細かな単位に分割し，構造化してプログラムを書いていくと，わか
りやすくなることを経験したであろう．構造化はドキュメントの全体構想を考えるときにも大
切になる．また演習問題に取り組む際には，何度もコンパイルし，そのエラーを無くしながら
完成させていったはずである．その過程の中で，エラーへの対処方法についても学んでいった
はずである．つまり，ドキュメント作成時に不可欠になる推敲に相当することを繰り返したこ
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とになる．
整理すると，情報系の学生は，「コンピュータリテラシー」や「プログラミング」の学習を通
して階層化，構造化，推敲という概念を学んでいる．ただし，なぜこうするのかではなく，こ
うするものだと学んできた場合もあったのではないだろうか．この学び方は，子供が理論を知
らずに，雪山でのスキーができていくように，無意識に体で覚えてきた可能性があるかもしれ
ない．しかしながら，大人になると無意識に体で覚えることは困難になる．むしろ，あらかじ
め理論などを学んだりした後で，意識して体を動かすようにした方がよいとされている．ビデ
オで自分の体の姿や動きをチェックすることは，実は意識を高めることの一助になっているの
である．
本書を通して，これまでに学習した概念と，文章作成やドキュメント作成との類似性に気づ
いて，これら同士を関連づけることを意識してほしいのである．なお，この本の執筆にあたっ
て注意したことは，大上段から「こうしなさい」とか「このようにするものだ」と書かないよう
にしたことである．「こうする理由」がわからないと，丸暗記することになるからである．「こ
れこれの理由だから，こうした方がよいのか」と理解することで，次にも使うことができるよ
うになってほしいからである．
ドキュメントのような知的生産をどのようにするべきかという問題についての書籍は，前述
した外山氏だけでなく，知の巨人と称される梅棹忠夫氏の著著に『知的生産の技術』[2]がある．
この著書は，大学を含む学校では，「ものごと（知識）」は教えている，しかしノートの取り方
や情報の整理のあり方といった「やり方（知識の獲得）」は教えていないのではないかという，
氏の問題意識から誕生した．同じような問題意識から，ジャーナリストの立花隆氏は『「知」の
ソフトウェア』[4]を出版した．情報科学の大家である杉原厚吉氏は『どう書くか―理科系のた
めの論文作法』[5]をまとめている．
外山氏，梅棹氏，立花氏，杉原氏の著作からわかることは，以下のことである．

•ドキュメント作成のような知的生産をするための絶対的な方法論やノウハウは存在しない．
また，ある人によい方法論やノウハウが，自分によいとは限らない．また，あるケースでは
よかった方法論やノウハウが，別のケースでは通用しないようなこともある．

•いろいろな人の知的生産に関する方法論やノウハウに関する知識を得ることで，自分に合っ
た方法論やノウハウというものを早く発見し，知的生産の場面で実践的に使いながら，自分
により合うようにより磨いていくことが大切である．

つまり，知的生産をするための絶対的な方法論やノウハウはないため，各自が，実践の場で自
分なりの方法を自分で磨きながら身につけていくことになる．この磨いていく作業には終わり
がないものとなる．
ここで筆者が「文章を書くこと（ドキュメントを作成すること）」のコツはどのように学んで
きたか考えてみる．結局は実践である．指導教員，研究室の先輩との文書のやり取りを繰り返
すことにより，コツを学んできた．トライアル・アンド・エラーによる学習である．何度も文
書のやり取りをするため，最終稿提出までの時間だけで考えると，とても効率が悪い．しかし，
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このトライアル・アンド・エラー学習には，より大切かもしれない副次的な効果がある．自分
がしてきたことを文章やドキュメントにするときに，自分のしてきたことをとことん考えるこ
とである．この考えることにより，自分の研究に論理的におかしな点があることに気がつくこ
とである．
これらのコツというものは研究室の先輩から後輩へと，同じ釜の飯を食うという集団生活の
下で，口伝として伝わったり浸透していくものであるとも確信していた．つまり，研究室の誰
か一人が知っていれば（あるいは知れば），全員に伝わっていくという時代であった．しかしな
がら，時代は集団生活よりも個の時代となり，同じ研究室の誰かに伝えても，なかなか全員に
浸透していくことが困難になってきた．そこでこれらのコツをまとめたようなベーシックな書
籍の必要性を感じた．
本書には著名な巨人，筆者らの方法論やノウハウをまとめた．これらには前述したように，一
般性や絶対性があるとは考えられない．本書の利用の際には，本書はあくまでベーシックなア
イテムとして捉えていただき，各教員や各研究室独自の方法論やコツを書き加えていきながら，
各教員，各研究室，各学生に合うものにカスタマイズしていってほしい．本書を通して，早く
自分の方法やノウハウを発見してくれれば幸いである．
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本書の要約と謝辞

この本は 2部（パーツ）構成になっている．
第 1パーツは第 1章から第 5章である．このパーツではアドバンストリテラシーとドキュメ
ントとの関係を述べる．次に研究室配属とドキュメントの関係について述べる．ここではアウ
トラインを立てることや IMRAD形式についてふれている．そしてドキュメントを書くときの
第一段階である考えを整理することを述べる．次に日本語を書く際の注意方法について述べる．
最後にアイディアを生み出すことについてふれる．
第 1章では，最初に，著者がアドバンストリテラシーというものをどのように捉えているか
説明することで，これから書いていくことになる「ドキュメント」の意義について考える機会
を与えたい．次に，「社会人基礎力」と「21世紀型スキル」という概念を説明し，アドバンスト
リテラシーはこれからを生き抜く上で有用となる心構えにもなることを伝えたい．最後に「ド
キュメント」を作成する前段階について述べていく．
第 2章では，最初に，研究室配属後にどのような種類のドキュメントを作成するのか整理す
る．次に作成するドキュメントの構成や形式について考える．また，ドキュメント作成により
第 1章で説明した「社会人基礎力」，「21世紀型スキル」の大部分を身につけることができるこ
とを確認する．さらには学術的なドキュメントを作成することは，考える訓練であり，この訓練
は就職活動において直面する「エントリーシート」や「面接」の極めて有効な対策になること
にも気がついてほしい．最後に「ドキュメント」を作成する大まかなプロセス，学術学会とド
キュメントについて述べる．
第 3章では，“わかりやすい”ということを考えるために，そもそも “わかる”ということは
どういうことなのかを考える．そして，次章のわかりやすい日本語作文の技術についてつなげ
ていく一助にする．最初に，わかるということはどんなことなのかを理解する上で重要な概念
として，スキーマ，先行オーガナイザーという用語を説明する．次にわかることを支える視点
で，構造化について説明する．さらに欧米諸国では大学入学前に身につけている言語技術につ
いて述べる．
第 4章では日本語作文技術についてまとめる．本章では，冒頭で論理についてふれる．それ
から情報系学生に必要とされる日本語技術をまとめる．次に日本語作文技術の名著から，各著
者の日本語作文に関する技術，書くときの心構えについて紹介する．続いて，推敲を適切にす
るための方法論をいくつか紹介する．
第 5章ではアイディアを生み出す方法として，最初にこれまでに提案されてきた情報収集，
自由発想，視点転換，発想支援に関する様々な技法，フレームワークをまとめる．また，著名
人の方法を紹介する．次に，読書の有用性について多角的な視点からまとめる．
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第 2パーツは第 6章から第 10章である．ここでは実践的な内容を述べている．
第 6章ではドキュメント作成に有用なソフトウェアやインターネット上のサービスを紹介す
る．ソフトウェア・アズ・ア・ツールという言葉がある．その意味はソフトウェアやサービス
を上手に使うと，生産性が向上するということである．また，複数のメンバーでの共同作業を
円滑に進めるためには，このようなソウトウェアやサービスを使うことが大切である．そのた
めにこの章を設けた．
第 7章において英語論文の読み方とドキュメントにおける英語アブストラクトの書き方を述
べる．この章を設けた理由は 2つある．1つは最近の学会投稿論文は日本語論文であってもア
ブストラクトに関しては日本語と英語で書くからである．2つめは書くためには英語を読むこ
とができることが重要になるからである．
第 8章においてアンケート調査の考え方と調査方法の設計について述べる．この章を設けた
理由は，情報系の研究では新たに開発したシステムやアプリケーションについての評価をアン
ケートにより行うからである．アンケートはそれだけで 1冊の本になるようなものであるが，
ここではエッセンスだけについてまとめた．
第 9章ではWordによるアウトライン作成を中心とする技法について述べる．アウトライン
は後述するように，論文の構成を考える上で極めて重要な概念である．またアイディア整理や
創出とも関係がある．筆者の経験上，アウトラインは何度も書き直す．そのためアウトライン
をWordで作成するということを知っていると，ドキュメント作成のみならず研究遂行におい
ても有用な技芸となる．Wordを清書の道具でなく，アウトラインから始めるドキュメント作
成の道具として捉えてほしいから，この章を設けた．最後の第 10章ではドキュメント作成に必
要な LATEXのコマンドについてまとめている．
本書の不足している点は，プレゼンテーションの技法，スクリプトによる作業の自動化であ
る．ただし，前者はドキュメントを書くときの他者を意識することと，アウトラインを作成す
ることで対応できるはずである．後者については，Java Script，PHP，Perl，Apple scriptな
ど代表的なスクリプト言語の存在がわかれば調べながら利用できるであろう．
本書をまとめるにあたって，大変ご協力を戴きました，未来へつなぐデジタルシリーズの編
集委員長の白鳥則郎先生，編集委員の水野忠則先生，高橋修先生，岡田謙一先生，および，編
集協力委員の片岡信弘先生，松平和也先生，宗森純先生，村山優子先生，山田圀裕先生，吉田
幸二先生，ならびに，共立出版株式会社編集制作部の島田誠氏，他の方々に深くお礼を申し上
げます．

2017年 1月

奥田隆史
山崎敦子
永井昌寛
板谷雄二



main : 2017/2/14(11:6)

参考文献 ◆ xi

使用上の注意

本書で紹介するソフトウェアについて� �
•本書に記載されている情報は，2016年 10月末時点のものである．読者が本書を手にし
たときには，ソフトウェアはバージョンアップされている可能性もある．実際に利用す
る場合には，機能や画面が異なっている場合もある．あらかじめ注意してほしい．

•本書で紹介しているソフトウェアやアプリケーションは，インターネット上のサーバー
とデータのやり取りをする場合がある．セキュリティ対策は十分に行った上で，利用し
てほしい．

•本書に登場する製品名やサービス名などは，各社の商標または登録商標である．本文中
では TM， R© マークは省略する．
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第1章
アドバンストリテラシー

□ 学習のポイント� �
学部 3年生以降になると研究室に配属され，これまでとは違う新しいタイプのドキュメントを書く

機会が増えてくる．例えば，卒業論文，研究の途中経過を研究室内で報告するための資料，学術学会
で発表するための投稿原稿などがある．さらに，就職活動におけるエントリーシート，大学院進学時
の研究計画書のようなドキュメントを書く場合もある．
さて，読者がこれまでに書いてきた「講義のレポート」の読み手は，他者であるとはいえ講義担

当教員であり，「レポート」の課題を出題した教員自身であった．同様に，学生実験などの「実験レ
ポート」の読み手は，読者が取り組んだ実験の背景や内容を知っている担当教員であった．これまで
の「レポート」の読み手は，読者がどんな内容のレポートを書いているのかを予測している人であっ
た．ところが，卒業論文，研究経過報告資料，学術学会発表用投稿原稿などのドキュメントの読み手
の多くは，読者がどんな研究をしてきたかを知らない人である．また，エントリーシートなど就職に
関係するドキュメントの読み手は，読者がどんな学生生活を送ってきたのか，どんな性格の人物なの
かを知らない人である．つまり，これからドキュメントを書く際には他者の存在を意識することが大
切になるということである．これらのドキュメントを書く際には，研究室配属前に書いてきた講義や
実験の「レポート」とは少し違う意識やリテラシー (literacy)が求められることになる．リテラシー
とはその時代を生きるために最低限必要とされる素養のことである．
自分のことを知らない他者が理解できるようなドキュメントを書くことができるようなリテラシー，

つまりこれまでに学んできたリテラシーのアドバンスト版 (advanced version)をアドバンストリテ
ラシーと称することにして本書を書き進めていく．本章では，最初に，著者がアドバンストリテラシー
というものをどのように捉えているか説明することで，これから書いていくことになる「ドキュメン
ト」の意義について考える機会を与える．次に，「社会人基礎力」と「21世紀型スキル」という概念
を説明し，アドバンストリテラシーはこれらとも関係が深いことを示す．最後に「ドキュメント」を
作成する前段階について述べていく．この章を通して以下のことを理解し，アドバンストリテラシー
について学ぶ意義を理解してほしい．

• アドバンストリテラシーの必要性を理解する．
• 社会人基礎力について理解する．
• 21 世紀型スキルについて理解する．

� �

□ キーワード� �
情報リテラシー，アドバンストリテラシー，社会人基礎力， 21 世紀型スキル，つなぐこと

� �
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2 ◆ 第 1 章 アドバンストリテラシー

1.1 アドバンストリテラシーとは

この本の読者はすでに様々な知識やリテラシーをもっている．しかしながら，これらの知識
やリテラシーをバラバラに使うことが多いため，宝の持ち腐れということになっているのでは
ないかと筆者は感じている．これらの知識やリテラシーの多くはそれぞれ別々に学んできたこ
ともあり，実際に使うときにも，バラバラに使ってしまうのかもしれない．そこで，それらの
知識やリテラシーをつなげて使うという「考え方」である「アドバンストリテラシー」を身に
つけてほしいと考えている．
「アドバンストリテラシー」とは英語で表現すると “advanced literacy” である．ここで ad-

vancedとは，「初級・中級を過ぎて上級の」，「初級・中級を過ぎてより実践的な」，「高等の」，
「高度な」，「これまで学んだものを使いこなして」という意味である．本書では「アドバンスト
リテラシー」とは「より実践に即したリテラシー」という意味で使っている．詳細は後述する
が，「アドバンストリテラシー」を身につける（あるいは意識できる）ことにより，これまでに
学んだことを有機的に結びつけて，論理的なドキュメントを作成することができるようになる．
ところでリテラシーとは何であろうか．本書の読者は「コンピュータリテラシー」あるいは

「情報リテラシー」という名称の講義を受講した経験があるであろう，そのリテラシーである．
リテラシー (literacy)とは，その時代を生きるために最低限必要とされる素養，能力のことで
ある．コンピュータが広く普及するまでは，リテラシーという単語は使われず，「読み・書き・
そろばん」と称されていた．「情報リテラシー」といえば，現代では情報機器の知識やそれを実
際に使いこなす能力になる．
一般的に「情報リテラシー」は「コンピュータリテラシー」を含むような上位概念である．「コ
ンピュータリテラシー」，「コミュニケーションリテラシー」，「情報活用リテラシー」という 3

つのリテラシーに便宜上は区分されている [1]．以下に各リテラシーの概要をまとめる．なお，
これら 3つのリテラシーは相互に関係があるため，明確に区別することは難しくなってきてい
るのが現状である．なお，区分方法によってはメディアリテラシー（情報の批判的読解技術），
ネットワークリテラシー（インターネット，ネットワークの利用技術）なども加えられること
がある．

コンピュータ（現代は ITあるいは ICT）リテラシー ：ワード・プロセッサー，電子メール
システム，データベース，表計算，ドローイングツールなどの操作のリテラシーのことで
あり，ファイルやフォルダーの管理などオペレーティング・システム（OS）の操作も含ま
れる．なお，日本ではワード・プロセッサーのことをワープロと省略してしまうために忘
れがちになるが，ワード・プロセッサー（言葉の処理装置）という名前からわかるように，
ワード・プロセッサーは清書だけでなく，文書入力，文章再利用の 3つの面から文書の取
り扱いに貢献するようなソフトウェア・システムである．また，ワード・プロセッサーは，
アイディア・プロセッサー（アイディアの処理装置）やアウトライン・プロセッサー（構
成の処理装置）としても利用することができる．
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1.1 アドバンストリテラシーとは ◆ 3

コミュニケーションリテラシー ：情報化の進展とともに，情報が組織の階層を無視して飛び交
うことが増えてくる．そのため組織の構成員には整理・洗練された情報，構造化された文
書を作成するための技術，報告書を作成するリテラシーが求められている．報告書には「全
体要約」，「要点とその説明」，「補足データ」が含まれている．またプレゼンテーションを
効果的にするための作図技術，概略と詳細を伝達するビジュアル表現（グラフ，表，図），
他人の意見から情報を抽出する技術，建設的に議論を進め収拾させる技術が含まれている．

情報活用リテラシー ：仮説の検証をする技術，仮説に対する検証の道具として情報を活用する
技術，情報を簡単かつ多量に入手する技術，システム思考（物事をシステムとして捉える
技術），物事を細分化，体系化，構造化，階層化する思考技術，その他（電子化により新た
に生じてくる問題への対処）を含む．

さて，多くの学生は，上記のリテラシーを学んできている．大学によって呼称は違うが「情
報リテラシー」，「アカデミックリテラシー」などの講義科目として学んでいる場合もある．「コ
ミュニケーションリテラシー」や「情報活用リテラシー」は講義として受講してはいない学生
も，その内容は講義や実験の「レポート」を書く過程で学んできている．つまり，この本を手
に取る時点で「コンピュータリテラシー」，「コミュニケーションリテラシー」，「情報活用リテ
ラシー」を，ある程度は使いこなしているのである．なお，「情報リテラシー」を学ぶ際に，無
意識に高校時代までに学んだ「日本語」や「英語」に関するリテラシー（読み書き能力），さら
には大学入学後に学んだ教養科目や専門科目も使っている．
つまり，多くの学生が「レポート」や「ドキュメント」を書くための，パーツや部品として
の個別の能力はすでにあることになる．ただし，問題はその能力を実践的に使っていなかった
り，意識して使っていないだけである．つまり，個々のリテラシーや知識はあるが，それらを
総合的に利用していないことが多い．アドバンストリテラシーとはこれらを総合的に利用でき
るようにするリテラシーのことである．
アドバンストリテラシーについてもう少し理解を深めるために，講義や実験の「レポート」に
ついて考えてみよう．これらの「レポート」の読者は，その講義，実験の担当教員（複数の場
合もある）である．担当教員は，そのレポートにより，君たちがどのくらい理解しているのか，
君たちがどんな実験をしてどのような結果を得たのか，ということを確認している．担当教員
は「レポート」に書かれている内容については，おおよそなことを知っていることが多い．つ
まり，“たぶんこんなことを書いているのであろう”，“この部分はこの意味だろう”などと予測
しながら読んでいる可能性も高いことになる．
では，これから作成していく「ドキュメント」（卒業論文，学会投稿原稿）はどうであろう．
まず，これまでのように（君たちが書いてくるであろう事を予測する親切な）担当教員だけが
読むような「レポート」とは基本的に違う性質がある．
それは潜在的には「万人」や「不親切な第三者」が読者となる可能性があることである．こ
こで，「不親切な第三者」とは，君の作成したドキュメントを，書かれたとおりに読んでしまう
人であり，君の都合のいいように読んでくれる人ではない．なお「万人」，「不親切な第三者」に
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は，何年か先に，君のドキュメントを読むような未来の人も含まれるのである．結果的に，こ
れまでは担当教員が気がつかなかったり，甘めに解釈してくれたりした次のこと

• 導出した式の表記の間違い
• 実験やシミュレーションのグラフの誤り
• 引用文献の記載ミスや記載漏れ
• 幾通りに読めるような文章
• 論理的に筋道が通らない文章

が，他の誰かから指摘される可能性が高くなるのである．
これからは，「レポート」を書くとき以上の覚悟で，「ドキュメント」作成に取り組む必要が
ある．このためには，「コンピュータリテラシー」，「コミュニケーションリテラシー」，「情報活
用リテラシー」という 3つのリテラシーに加えて，これらを総合的に使うリテラシーが問われ
るのである．むしろ，これらのリテラシーを組み合わせて使うようなリテラシー，スキル（反
復訓練の結果習得した技能・技術）といった方がよいのかもしれない．これが「アドバンスト
リテラシー」である．
なお，ある特定のリテラシーやスキルだけでなく，すべてのリテラシーやスキルを向上させ
ない限り，総合力であるアドバンストリテラシーは向上しない．“本を読め”，“運動しろ”，“何
からも学べ”，“百聞は一見に如かず．百見は一経験に如かず．百論は一作に如かず”，“研究し
ろ”という昔ながらの言葉が，直接的に何かのリテラシー，スキルに対して効果があるという
よりもむしろ総合的に影響があるのと同じである．
各自が，これらの言葉をどう解釈して，毎日を過ごすかは，各自の自由である．リテラシー
は一夜漬けで身につけるものではなく，使いながら身についてくるものである．意識的に身に
つけるようにして日々を過ごしてほしい．特に君たちが情報系学部の学生であった場合，「コン
ピュータリテラシー」については他学部出身者以上のことを期待される．忘れてはいけないこ
とである．

1.2 社会人基礎力

前節では，アドバンストリテラシーという考え方と，なぜそのような考え方が必要なのかに
ついて述べた．経済産業省からも，アドバンストリテラシーと類似する概念として「社会人基
礎力」という考え方が提唱されている．ここでは最初に企業と学生間の能力に関する意識の差
を述べた後，「社会人基礎力」についてまとめる．
日本社会が希望する人材と大学が輩出している人材に乖離があるというのはいつの時代もい
われている 1). 経済産業省の調査によれば，企業が大学生に身につけておいてほしい能力に対

1)最近では日本だけでなく，諸外国でもよい人材がいないと感じている企業の割合が増えている [2]．（日本では 85%，ブ
ラジルでは 68%，インドでは 61% と紹介されている．移民を積極的に受け入れている米国においては，起業をする移
民がシリコンバレーで減少しており，エンジェルファンドが米政府に抗議をしているようでもある．）
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1.2 社会人基礎力 ◆ 5

する意識は，表 1.1に示すように，大きな差がある [3]．

表 1.1 企業と学生の意識のギャップ

学生・企業の認識 身につけて欲しい能力水準
学生は十分できていると認識している．しかし企業は
まだまだ不足していると認識している．

粘り強さ・チームワーク力・主体性・コミュ
ニケーション力

学生はまだまだ不足していると認識している．しかし
企業はできている（これからで良い）と認識している．

ビジネスマナー・語学力・業界の専門知識・
PC スキル

このような調査結果や企業と若者を取り巻く環境変化を懸念し，経済産業省は 2006年から
「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として「社会人基礎
力」を提唱している [4]．なお社会人基礎力は，読み書きを含む基礎学力と，職業知識や資格な
どの専門知識に加えて，職場や地域社会で活躍をする上で必要になる第 3の能力という位置づ
けである．図 1.1に「基礎学力」と「専門知識」，「社会人基礎力」の関係を示す．

今， 社会（企業）で求められている力
「基礎学力」「専門知識」に加え，今，それらをうまく活用し，「多様な人々とともに仕事を
行っていく上で必要な基礎的な能力＝社会人基礎力」が求められている．

基礎学力・専門知識
を活かす力

（社会人基礎力）

（読み，書き，算数，
基本 ITスキル　等）

（思いやり，公共心，倫理観，基礎的なマナー，身の周りのことを自分でしっかりとやる　等）

2

（前に踏み出す力，
考え抜く力，
チームで働く力）

（仕事に必要な知識や
資格　等）

基礎学力 専門知識

人間性，基本的な生活習慣

図 1.1 経済産業省の要望：社会人基礎力の位置づけ（文献 [4] の 2 ページ掲載）

社会人基礎力は「前に踏み出す力（アクション）」，「考え抜く力（シンキング）」，「チームで
働く力（チームワーク）」に分類されている 12の要素から構成される．図 1.2に「社会人基礎
力」の 3つの分類と 12の要素の関係を示す．3種類の能力と 12の要素の概要は以下のとおり
である．

(1) 「前に踏み出す力（アクション）」：一歩前に踏み出し，失敗しても粘り強く取り組む力

•主体性：物事に進んで取り組む力
•働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力
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社会人基礎力とは

（3つの能力/12の要素）
前に踏み出す力（アクション）

チームで働く力（チームワーク）

考え抜く力（シンキング）

3

～一歩前に踏み出し，失敗
しても粘り強く取り組む力～ ～疑問を持ち，考え抜く力～

～多様な人々とともに，目標に向けて協力する力～

主体性
物事に進んで取り組む力

他人に働きかけ巻き込む力

目的を設定し確実に行動する力 新しい価値を生み出す力

自分の意見をわかりやすく伝える力

相手の意見を丁寧に聴く力

意見の違いや立場の違いを理解する力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
社会のルールや人との約束を守る力

ストレスの発生源に対応する力

現状を分析し目的や課題を明らかにする力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし
準備する力

課題発見力

計画力

創造力

発進力
傾聴力
柔軟性

情況把握力
規律性

ストレスコントロール力

働きかけ力

実行力

図 1.2 社会人基礎力の 3 つの能力と 12 の要素（文献 [4] の 3 ページ掲載）

•実行力：目的を設定し確実に行動する力

(2) 「考え抜く力（シンキング）」：疑問をもち，考え抜く力

•課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力
•計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
•創造力：新しい価値を生み出す力

(3) 「チームで働く力（チームワーク）」：多様な人々とともに，目標に向けて協力する力

•発信力：自分の意見をわかりやすく伝える力
•傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
•柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
•情況把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
•規律性：社会のルールや人との約束を守る力
•ストレスコントロール力：ストレスの発生源に対応する力

このような「社会人基礎力」を身につけてもらうため，大学のカリキュラムも変更されてき
ている．とはいえ，上記の 12個の能力は，学科目の講義や実習のように科目を受講すると，そ
の能力が得られるような知識やスキルとは異なる性格のものである．
さて，20世紀後半の社会はまだ欧米追従の時代であった．欧米に追いつけ追い越せと外国の
やり方を真似することが大切だった．そのため，必要な知識を蓄え，記憶することを得意とす
るような人材が求められていた．いわば「カイゼン」できる人である．一方，現在は欧米に成
功のサンプルはないのが現状である．そのため我が国では自ら課題を発見し，正解のない問題
に取り組み，これまでにないものを生み出す「イノベーション」の担い手となる人材が求めら
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れている [5,6]．ここで注意してほしいことがある．イノベーションという言葉を，我が国では
技術分野での技術革新と対応させてきた．しかし本来のイノベーションの意味は，技術分野で
の技術革新も含むが，あらゆる分野で革新により価値を生み出すことである [7]．まさに，ここ
で社会人基礎力 [4]が重要になる．

1.3 21世紀型スキル

前節で説明した社会人基礎力と，近い考え方として 21世紀型スキルが定義されている [8,9]．
これは国際的ハイテク企業を中心とした国際団体「ATC21S」 (Assessment and Teaching of

21st Century Skills, http://atc21s.org)が定めたもので，批判的，創造的に思考し,協力的
に働き，ビジネスと社会における技術利用の進化に適応する能力のことである．このスキルは，
情報化社会や知識社会において必要とされるものであり，10種類のスキルが 4つの分類「思考
の方法」，「働く方法」，「働くためのツール」，「世界の中で生きる」に体系化されている．
4つの分類と 10のスキルの概要は以下のとおりである．なお 21世紀型スキルは国際団体で
定められた概念であることから，英文も併記することにする．

1. 思考の方法，Ways of thinking

(a) 創造性とイノベーション，Creativity and innovation

(b) 批判的思考，問題解決，意思決定，Critical thinking, problem-solving, decision-

making

(c) 学び方の学習，メタ認知（学びの自己管理，学習自主性など），Learning to learn /

metacognition (knowledge about cognitive processes)

2. 働く方法，Ways of working

(a) コミュニケーション（母語，母語以外の能力），Communication

(b) コラボレーション（チームワーク），Collaboration (teamwork)

3. 働くためのツール，Tools for working

(a) 情報リテラシー（情報利用評価，管理，テクノロジ応用），Information literacy

(b) ICTリテラシー（ICT利用評価，メディア分析，メディア創造），Information and

communication technology (ICT) literacy

4. 世界の中で生きる，Ways of living in the world

(a) 地域とグローバルのよい市民であること（シチズンシップ），Citizenship - local and

global

(b) 人生とキャリア発達（変化適応，自律的学習者，プロジェクト運営），Life and career

(c) 個人の責任と社会的責任（異文化理解と異文化適応能力を含む），Personal and social
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responsibility - including clutural awareness and competence

上記の 21世紀型スキルの大部分は，研究室配属後，研究に取り組みその成果をドキュメント
としてまとめるという一連の作業の中に明示的にはないにしろ含まれているものである．例え
ば (1)の思考の方法に分類されている 3つのスキルには，本書でも述べていく次の内容が含ま
れている．

• いろいろなアイディア創造の技術を知る．それらを活用して，新しいアイディアを創造す
る．なお，創造の技術は本シリーズの 23巻 [10]も参考になる．

• 失敗に気がつく方法を知る．同時にその失敗が，どうやっても克服できない失敗と，乗り
越えることができる困難とを区別する方法を学ぶ．

• 失敗を学習の機会とみなすことができるようになる．
• 創造性とイノベーションは小さな成功と頻繁な失敗が長期にわたって繰り返されるプロセ
スであると理解する．

• 状況に適した推論（帰納法，演繹法，ボトムアップ，トップダウンなど）を使い，システ
ム思考で結果を評価する．システム思考とは複雑な系において，系全体のふるまいがわか
るように，各部分がどのように相互に作用しているかを分析する思考法である．

• 様々な学習方法を知る．また，現在の自分のスキルや技能の強みと弱みを理解する．

同様に (2)の働く方法に分類されている 2つのスキルには，次の内容が含まれる．

• 母国語に関して基礎的な語彙，機能文法などについて十分な知識がある．またその運用能
力がある．

• 書き言葉（形式的，非形式的，科学的，報道的，口語的など）の主な特徴を知り，それを
運用することができる．

• 多様な目的で様々な形式の文書を書く能力がある．書くプロセス（ドラフトから校正まで）
をモニターする能力がある．

• 他者と効果的に相互作用する．
• 多様なチームにおいて効果的な働きをする．また，異なる考えや価値観に対して偏見なく
応答する．

(3)の働くためのツールに分類されている 2つのスキルには，次の内容が含まれる．

• 情報を効率的（時間の側面）かつ効果的（情報源の側面）に利用し評価する．
• 入手可能な情報の信頼性と妥当性を理解した上で情報を利用する．またそれらの情報を適
切に管理する．

• 情報を調べる，整理する，評価する，伝達する道具として効率的に情報技術を活用する．
• 文書作成，表計算，データベース，情報の保存と管理を行う主要なソフトウェアについて
理解する．

• インターネットや電子メディアを利用したコミュニケーションでもたらされるチャンスに
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気がつく．また，現実世界と仮想世界の違いに気がつく．
• 問題を解決するために，正確かつ創造的に ICTを利用する．
• 倫理・法的問題，守秘義務，プライバシー，知的所有権に関する知識をもっている．

(4)の世界の中で生きるに分類されている 3つのスキルには，次の内容が含まれる．

• 社会の変化に適応する能力，
• 目標と時間を管理する能力，
• 自律的な学習者になる，
• 他人に関心を寄せ，他人を尊重する態度をとることができる，
• 固定観念や偏見を克服する意欲がある，
• 自分の意見を明確に述べられる能力，
• 様々な社会環境の中で建設的にコミュニケーションする能力

1.4 知的生産の技術

ここまでアドバンストリテラシー，それと同じような概念である社会人基礎力，21世紀型ス
キルについて述べてきた．これらが誕生した理由は，学んできた知識やスキルをうまく活用す
るためのリテラシーが不足しているという認識である．
この認識は最近になってから騒がれたものではなく，以前から指摘されている．梅棹忠夫氏
の『知的生産の技術』[11]である．梅棹氏は，「知的生産」という言葉を，「知的生産とは，考え
ることによる生産である」と定義し新たに創り出した．これに倣うとアドバンストリテラシー
とは，考えることによるドキュメントの生産である．
梅棹氏は『知的生産の技術』の第 11章で文章を書くことは，次の 2つの段階からなると述
べている．

(1) 考えをまとめる段階
(2) それを実際に文章にする段階

一般に，文章を書くというと，我々は (2)について考えてしまうことが多い．しかし，(1)の
「考えをまとめる」ことが大切になる．「考えをまとめる」あるいは「自分がしてきたことを理
解する」ことができていないと，書くべき内容がないことになり，文章が書けなくなるのであ
る．(1)の「考えをまとめる」，「自分がしてきたことを理解する」ためにはどのようにすればい
いのか．このことについて，梅棹氏は こざね法 として述べている．こざね法の洗練させた方
法として川喜多二郎氏の KJ法を紹介している．KJ法 [12, 13]やその他の方法については後
の章で述べる．
さて，梅棹氏は (2)について，どのように考えていたのであろう．我々にとって参考になる．
彼のインタビュー [14]から，そのポイントを以下に紹介する．
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•文章で一番大切なことは読者がわかるということ．
•文章を書く前段階で自分がわかっているということ．
•難しい文章，芸術的な文章を書く必要はない．
•複文というのはわかりにくい．単文の連続で書くということ．

これらのポイントは今でも大切なポイントである．

演習問題� �
設問1　社会人基礎力を身につけるためには，日々の生活においてどのようなことに気を

つけたらよいのかを考えてみなさい．

設問2　21世紀型スキルを身につけるためには，日々の生活においてどのようなことに気
をつけたらよいのかを考えてみなさい．

設問3　社会人基礎力と 21世紀型スキルの能力要素の英文を比較し，その関連性について
考えてみなさい．

設問4　これまで君たちは大学で学んできた．これまで学んできたことと，不足している
ことを考えてみなさい．

設問5　ここ最近の企業は「筆記試験」だけで応募者を判断するのではなく，「面接試験」
も実施する．なぜ企業は，「筆記試験」と「面接試験」の両方を実施するのであろ
うか．その理由を考えてみなさい．

設問6　英国の詩人ジョン・メイスフィールドは “この地上にあるもので大学よりも美し
いものは，ごくわずかしかない”と書いている．その理由は “大学が「無知を憎む
人々が知識を得ようと努力し，真理を知る人々が他者の目を開かせようと努力す
る場所」だから”と述べている．これについて友人と話してみなさい．

設問7　『自由論』で名高いジョン・スチュアート・ミルは大学教育について “大学とは職
業教育の場ではなく，専門知識に光をあてて正しい方向に導く一般教養の光明を
もたらすところである”と述べている（『大学教育について』，岩波書店，2011）．
専門知識を深く学ぶ上で，これまで学んできた一般教養，アカデミックスキルは
とても重要になるということであろう．このことについて友人と話してみなさい．

� �


