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情報技術に関する不安の構造
新藤

茂*・今瀬

繁子**

教育実践研究支援センター
（2004年10月29日受理）

情報技術を利用する際に感じる様々な不安に関する質問紙調査を行い，その結果を分析した。これに基づき，情
報技術に関する様々な不安を分類し，それらの関係を議論する。また，これを回答者の世代ごとに行い，情報技術
に関して世代間にどのような違いがあるか明確にする。
キーワード : 情報教育，情報技術，質問紙調査，データ解析，多次元尺度法，項目構造解析

情報技術を探るために，看護師および看護師養成大学

１．はじめに

で学ぶ学生を対象として質問紙調査を行なった[今
情報技術の普及は学校教育に大きな変革をもたらし

瀬・新藤2003]。その質問項目は，PCの利用状況，情

ている。一つは教育方法の情報化という変革であり，

報技術に関する知識やスキルの状況，情報技術の利用

これによって教師の仕事にとってPCなどの情報機器

に関する不安，看護に必要と思われる情報技術につい

は欠かせない道具となりつつある。

てのものであった。その中の，情報技術の基礎的な技

もう一つは教育内容の情報化である。わが国におい

能・知識に関する質問項目の集計から，一般的な情報

ては中学校技術科の中の情報領域や，高等学校におけ

技術の知識やスキルの習得の構造について議論した。

る教科「情報」において，情報技術が教えられている。

また，情報技術に関する不安と情報技術の知識・スキ

また，初・中等的な学校教育ばかりでなく，各種の専

ルの関係についても触れた。また，その回答を年代別

門教育においても情報教育は急速にその必要性を高め

に分析して基礎的な情報技術の習得の構造を探った

ている。更に，情報技術の習得が必要とされるのは，

[新藤・今瀬2003, 2004]。

学校の学生達にとどまらず，現在職業に就いている人

本稿において，その質問紙調査項目の中の，「情報

たちにも職業内容の情報化に伴って，高度な情報技術

技術に関する不安」に関する項目を取り上げ，その分

の習得が求められている。この職業に依存した高度な

析を行なう。この不安の構造は被験者の情報技術に関

専門的情報技術は専門と独立な基礎的な情報技術，す

する考え方や思いを反映したものになっており，それ

なわち文章の作成ソフトウェア及び表計算ソフトウェ

を調べることによっり，情報技術に関して受講者が不

アなどの情報リテラシーを基礎としている。

安に感じていることを取り除くことが可能になる。ま

例えば，医療や看護においては，このような基礎的

た，これは情報教育方法の改善に有用な知見を与える。

な情報教育の上に，医療・看護の現場で有効な情報技
術，すなわち，患者データベース，患者管理ソフト等

２．調査と分析結果

の個別ソフトウェアや統合体としての電子カルテの利
神奈川県内の大学病院看護師200名及び，神奈川県

用が教育される。
われわれは以前，看護師教育において必要とされる

＊
＊＊

東京学芸大学（184-8501
東海大学医療短期大学

小金井市貫井北町4-1-1）
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得すべき情報技術に関する知識・スキルを知る目的で

n

dA,B ＝

質問紙による調査を行った。回答者は277名であった。

1_
n x=1

(1)

この各項目の単純集計は参考文献[今瀬・新藤2003]に
与えられている。

と表される[新藤1998]。この項目間距離から多次元尺

本論文ではこの回答から，情報技術利用に関する不

度法により調査項目の全体的な配置を求め２次元図で

安の関する項目を選んで分析する。表１にそれらの項

表現する[林1984]。

目を示す。本稿において，情報技術における不安は，

図１に全回答者から得られた，表１の質問項目の項

コンピュータ操作に自信が持てないというコンピュー

目配置図を示す。図のアルファベットの記号は表１の

タ不安[小川2000]に，PCやネットワークの利用時に感

項目に対応している。その記号の位置に項目が配置さ

じられる様々な不安を加えている。

れる。また，図の背景の濃淡は集団の，該当する項目
1_ n
の総計値， n x=1 PA(x) の等値図であり，薄い部分はこ

表1 不安に関する質問項目。記号は図の項目配置図の上の
位置を示す。グループはこの項目の属す項目群。

の値が大きい領域，濃い部分は値の小さな領域を示す

質問項目

記号

グループ

機械一般

Am

機械操作

用語

At

機械操作

PC操作

Ah

機械操作

ソフトウェア

Ao

機械操作

ハングアップ対応

Ar

機械不具合

画面乱れ

Ad

機械不具合

ウイルス侵入

Av

ネット犯罪

個人情報漏洩

Ap

ネット犯罪

電子メール配信

Ae

ネット利用

文字化け

Ac

ネット利用

高額請求

Aa

ネット利用

外国語

Af

ネット利用

図1 多次元尺度法による情報技術に対する不安に関する項
目配置図（全回答者対象）

アンケートにおいては，その各々の項目について，
質問項目に書かれた事項が不安か，という問いに対し
「全く該当しない」，「あまり該当しない」，「少し該当
する」「全く該当する」の４段階で回答してもらい，

[新藤2001]。すなわち，この図からその項目の評価尺

それぞれ４,３,２,１の評価尺度をとった。ここで，値

度のおおまかな平均値がわかるようになっている。薄

が高いのは不安でないことになる。

い領域が平均が高く，濃い領域は低い。この図の横軸

表で「記号」は，項目配置図上でのその項目の位置

は距離の分散が最も大きくなる軸で，縦軸はそれに直

を示すための記号である。また，「グループ」は，以

交する次に分散の大きな軸になっている。縦軸は横軸

下に述べる項目配置図上で，それらの項目が所属する

に対してスケールは小さいが，平均がほぼ同じであっ

ことが示される項目群である。

ても類似していない項目の存在を意味する。なお，図

今回の質問紙調査で得られている，n人の回答者 x

で注目されるのは項目の間のトポロジカルな位置関係

が項目 A に寄せた１〜４の４段階の評価尺度の値を

であって，その座標の値は議論しない。
この図から，情報技術の不安は，図の４つの頂点に

PA (x)とする。この回答者 x が項目 A に寄せた値，PA (x)

位置する４つの項目群に大別されていることが読み取

と項目 B に寄せた値，PB (x)との類似の程度(類似度)を，

れる。それらの項目群は「機械操作」，「機械不具合」，

傾向論理[渡辺1986]での双条件節(同値関係)の値で定
義し，それを全ての回答者で平均することにより，項

「インターネット利用」，「インターネット犯罪」と名
づけることができよう。どの項目がどの項目群に属す

目 A と項目 B との項目間距離，dA,B は

かは表1に記載されているが，それは以下のように整
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用技術はこれらの社会を生きる上で必要とされるもの

理される。
「機械操作」項目群は，一般的な機械そのものに対

である。また，インターネット上の仮想社会も現実の

する不安やコンピュータに固有なハードウェア，ソフ

社会と同様の要因が含まれている。すなわち，電子メ

トウェアの操作に関する不安，また，それらの専門用

ールによるコミュニケーションや，Web技術によるホ

語に関する不安から構成される。

ームページなような広報手段がある一方で，コンピュ

「機械不具合」項目群は，使っているPCが突然ハン

ータウイルスや個人情報漏洩といった社会犯罪も出現

グアップすることへの不安や，見ている画面が突然乱

している。これらの社会不安を抱えながら情報技術に

れてしまうことなどの機械の不具合に遭遇することへ

接することになる。
一方，情報技術の技術的側面とあげられる項目は利

の不安である。
「インターネット利用」項目群とは，電子メールの

用者が実際に使うPCに関する事柄である。一般的な

配信に関する不安や，インターネット利用で高額な金

情報技術の利用はコンピュータという情報機器の操作

額を請求されることの不安，ウェブでの外国語や，文

を通じて行なわれる。コンピュータはハードウェアと

字化けで判読不安な表示にたいする不安が含まれる。

いう目に見える機械的部分とソフトウェアという機械

「インターネット犯罪」項目群は，コンピュータネ

動作の手順を記述した部分から構成されており，それ

ットワークを伝わっての個人情報漏洩や，PCへのコ

を使いこなすためには，ハードウェアやソフトウェア

ンピュータウイルス感染といった悪意あるプログラム

関する知識やスキルの習得が必要である。また，コン

や操作にたいする不安である。

ピュータなどの機械を利用する際には予期しない不具
合への対処が求められる。

図１では，その項目がどのグループに属すかを明確
にするために文字の輝度の違いで区別できるようにし

このように，近年の情報技術に関しては，情報社会

てある。また，項目を示す文字は「機械操作」と「イ

に関する不安，情報技術そのものに関する不安という

ンターネット犯罪」は黒色，「機械不具合」は白っぽ

２つの大きな不安が存在し，図１の横軸がそれに対応

い灰色，「インターネット利用」は灰色で示す。

している。
図１の項目配置図の縦軸は「インターネット利用」

図１の項目配置図の横軸は「インターネット利用」
と「インターネット犯罪」を合わせた項目群に対する

と「機械操作」の項目群対「インターネット犯罪」と

「機械操作」と「機械不具合」とを合わせた項目群の

「機械不具合」の項目群との対立軸とであるが，これ

対立軸になっている。この字義において，インターネ

は情報技術について個人の技量に関する事柄にである

ット対PCの軸とみなすことができる。しかし，後述

か，外部から与えられた環境に関する事柄に関わるも

するように，比較的高年代の世代の分析において，こ

のであるかかという軸になっていることが読み取れる。

の軸は必ずしもインターネット対PCという意味には

この意味でこの軸を，技能−環境軸と言うことができ

なっていない。そこで，より一般的な意味として情報

る。

技術の社会的側面と技術的側面を表す軸(社会-技術軸)

情報技術の向上に関して個人が行なえることはスキ
ルや技術を学習し，適用能力を高めることと，それら

と考える。
ここで，情報技術の社会的側面としているのは「イ

を日常的に利用して慣れ親しむことである。そしてイ

ンターネット利用」と「インターネット犯罪」に属す

ンターネット利用や機械操作を行う主体は個人である。

る項目群である。情報技術は現実の社会の中で様々に

インターネットはPCの操作を通じても，携帯電話の

使われており，現代人が生活を営む上で欠かせないも

メールを通じても利用できるが，使用経験と共にメー

のになっている。例えば，自動販売機で品物を購入す

ルの配信やその表示の不具合に遭遇する頻度も増える。

るためにも，交通手段を利用するにも，情報技術の利

また，PCの操作に関しては，いわゆる機械不安や，

用が必要とされるように，情報技術の社会的側面とは

ソフトウェアの利用に関する不安を感じることも稀で

非常に幅広い事柄である。しかし，本質問紙の項目で

はない。これらは情報技術を利用する個人の技量に対

取り上げている情報技術は汎用的なPCに関するもの

する不安である。

であり，その社会的側面は世界的なコンピュータネッ

他方，インターネット犯罪や機械の不具合は個人の

トワークの上に築かれた仮想社会としてのインターネ

努力によって完全に克服できるものではなく，外部か

ットに関する事柄であろう。e-Japanに謳われている

ら与えられ，利用者が取り巻かれている環境すなわち

ように，インターネット技術を使っての電子政府の出

ハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク環境であ

現も現実のものになっているが，インターネットの利

ろう。この情報技術に関する個人の技能に対する不安
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と，利用環境に対する不安の，２つの不安要因をあら
わしているのが図１の縦軸になっている。
この２つの軸の上に配置された４つの項目群の概略
的な位置関係を図２に示す。

技能
インター
ネット利用

機械操作

社会

技術
図3 多次元尺度法による情報技術に対する不安に関する項
目配置図（学生対象）

インター
ネット犯罪

機械不具合

の不具合と同様に与えられた環境と感じるためであろ
う。「インターネット操作」の項目群については慣れ

環境

ているためか，不安はあまり感じていない。
図2

図1から得られる項目群の概略的配置

図４は20代前半の看護師の回答から得られた項目配
置図である。この図の中の項目の構成も全体から得ら

３

不安の構造の世代別分析

前節と同様の分析を回答者の年代別に集計を行なっ
た。ここでは年代を，「学生」(78名)，「20代前半看護
師」(79名)，「20代後半看護師」(83名)，「30代以降看護
師」(37名)の４世代に分けた。学生には様々な年齢層
の者がいるが，ここでは看護師という職業に就く以前
の世代として一括した。
図３から図６が世代別の項目配置図である。図１に
見出せたグループ化はどの世代においても基本的には
変わらず存在した。図３に示すのは学生の回答から得
られた項目配置図である。この構成は全体から得られ
た図１と大差はなく，その概略的構成も図２と変わら
ない。しかし，どの項目群に最も多く不安に感じるか，
について差が見られる。まず，「インターネット犯罪」
の項目群に関しては大きな不安を感じていない。それ

図4 多次元尺度法による情報技術に対する不安に関す項目
配置図（20代前半看護師対象）

にたいして，「機械操作」の項目群には比較的大きな
不安を感じている。単純集計[今瀬・新藤2003]の結果
から，この世代はPCに関する知識・スキルが低いこ

れた図１や学生から得られる図３と大差はない。また，

とが示されているが，そのことは不安に関する分析か

学生から得られる図３の結果と同様に「インターネッ

らも判明する。また，「機械操作」項目群の中で，ソ

ト犯罪」に関する項目群にはあまり不安を感じていな

フトウェアに対する不安の項目は「機械不具合」項目

い。また，PC操作やソフトウェアに対する不安の項

群に接近してくる。ソフトウェアの使いにくさを機械

目が「機械不具合」の項目群に接近してきている。こ
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れは，PCの操作性の悪さ，ソフトウェアの使いにく

ターネット犯罪」項目群ににたいする不安が大きくな

さを機械の不具合と同様に与えられたものと感じるた

っている。また，これより若い世代においては「イン

めであろう。「インターネット操作」の項目群につい

ターネット犯罪」の項目群は機械の不具合と同様の情

ては，学生と同様に，不安は感じていない。

報環境に属していると見られているが，この世代にお

図５は20代後半の看護師の回答から得られた項目配

いては，利用技能の面があることを示している。これ

置図である。この図の構成の特徴は，全体から得られ

は，コンピュータウイルスに対する対策や情報を漏洩

た図１や若い世代の図３，図４に45度の回転を与えた

させないという技能にたいする認識が生まれているた

ものになっていることである。その概略的構成は図７

めと考えられる。この意味で「インターネット犯罪」

に与える。横軸（社会−技術軸）は「インターネット

への不安には情報技術に関する利用環境的面と利用技

犯罪」項目群と「機械操作」項目群が向き合う形にな

能的面が含まれている。

り，縦軸(技量-環境軸)としては「インターネット利用」
項目群と「機械不具合」項目群が向き合う形になって

図６は30代以降の看護師の回答から得られた項目配
置図である。この構成は図５の20代後半看護師から得

いる。

図5 多次元尺度法による情報技術に対する不安に関す項目
配置図（20代後半看護師対象）。

以前報告[新藤・今瀬2004]したように，この年代以

図6 多次元尺度法による情報技術に対する不安に関する項
目配置図（30代以降看護師対象）。

技能

インターネット
利用

上の世代においてはPC利用はハードウェアやソフト
ウェアの系統的知識を前提としている。そのため，
「機械操作」項目群によせる不安は比較的少ない。そ
の「機械操作」の項目群の技術を通じて，「ネットワ
インターネット
犯罪

ーク利用」や「機械の不具合」と立ち向かうことにな

機械操作

る。前者のネットワーク利用のためには，より発展的
な技量が求められ，後者の機械の不具合を起こさない
ような高度なハードウェア・ソフトウェア環境が求め
機械不具合

られる。すなわち，この世代においては，インターネ
ット利用に関する技量の不安と，使用するPC環境に
関する不安が独立した２つの大きな不安になっている。
また，これより高い年代の世代においては，「イン
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環境
社会
図7

技術
図5，図6から得られる項目群の概略的配置
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20代後半より年配の世代においては，図７に示すよ

られるものに近く，概略的構成も図７と同様である。
すなわち，横軸には「インターネット犯罪」と「機械

うに情報技術の社会的側面と技術的側面としてインタ

操作」グループが向き合う形になり，縦軸は「インタ

ーネット犯罪と機械操作がとらえられている。また，

ーネット利用」グループと「機械不具合」グループが

利用技能としてはこの世代には比較的困難と思われて

向き合う。また，「インターネット犯罪」にたいする

いるインターネット利用があげられ，利用環境として

不安が大きくなっている。また，この集団においては

はPCなどの機械の不具合が挙げられる。

項目のグループ化の傾向が，これ以外の世代とずれて

以前[新藤・今瀬2004]に報告したように20代前半と

いる。一つは「PCが突然ハングアップすることの不

いうのは学校においてPCの操作が必修化され始めた

安」を「機械の不具合」項目群より「機械操作」項目

年代である。この年代を境に情報技術の知識・スキル

群に近いものと考えている。また，若い世代では殆ど

が大きく変化している。それと同様に，情報技術に対

不安に思われなかった「電子メールの送受信の不安」

する不安の構造にも大きな変化が見られることも注目

や，「インターネット利用における高額請求に対する

に値する。

不安」が「インターネット犯罪」により近い項目にな
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We investigated the anxiety in the utiliaztion of the information technology by using the questionnaire method.
We analyzed the answer by multi-dimensional scaling method and categorized the items of the anxiety into
various groups. We discuss the structure of the anxiety for various generation of tested person.
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