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緒 言

我が国では「２１世紀の情報通信ビジョン」１），「e－

Japan 戦略」２）など IT（Information Technology）

推進政策がとられてきたこともあり，ネットワー

クインフラストラクチャーの整備が進み，イン

ターネットを利用する環境は整いつつあるといえ

る。

東京歯科大学でもその流れに遅れることなく学

内ネットワーク網（東京歯科大学情報ネットワー

クシステム，Tokyo Dental College Information

Network System；TDC net）の整備が概ね整い，

学生や教員の IT活用に大きな貢献を果たしてい

る。我々の講座でも大学の要請によりＷＷＷ

（World Wide Web）を用いた教育素材を開発

し，２００１年１０月より学生に対して提供している。

このように IT環境の整備とともにその利用が

広がるにつれ，デジタル・ディバイド（Digital Di-

vide）が社会問題となっている３）。デジタル・ディ

バイドとは一般に，インターネットや IT利用の

可否によって生じる貧富や待遇，機会などの格差

のことで，所得，年齢，性別，都市と地方，先進

国と発展途上国，人種や教育の違いなどで格差が

発生するといわれている。大学教育における学生
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であった。現段階では「電子メール」などの利用率が高く，「学術情報」の入手に今後利用したい
という回答が高かった。したがってＷＷＷを利用した教育素材を充実させるとともに，情報リテラ
シー教育を徹底することによって，今後の教育用ＷＷＷの利用者が増加することが示唆された。
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間のデジタル・ディバイドも今後すぐに問題と

なってくると思われる。つまり，情報を得ること

ができるかどうかの差が，教育格差を生むように

なるであろう。この格差をなくすためには，ＷＷ

Ｗ，電子メールの利用や情報検索などを行う上で

学生に不足している情報リテラシーを知り，それ

を教育しなければいけないとともに，学生の IT

機器の利用状況やネットワーク利用のスキルを

知った上で，それにあわせて教育方法を計画，改

良していかなければならない。

一方，ＷＷＷの特徴の一つとして更新が容易に

行えることがある。この利点をＷＷＷを用いた教

育素材にも生かすためには，継続的な教育素材の

評価および改善が重要となる。そこで我々は，本

講座のＷＷＷを効率的に更新し，より教育効果の

上がるＷＷＷにするための基礎的な情報を得るた

めの第一段階として，本学学生の情報リテラシー

とインターネット利用動向の現状を把握するこ

と，および情報教育の程度と利用動向の関係を明

らかにすることを目的にアンケート調査を行っ

た。

方 法

調査対象は，東京歯科大学に在籍する３年生，５

年生および６年生とした。２００２年１月３０日と２月

４日の２日間に質問紙によるアンケートを集合調

査法４，５）にて実施した。サンプリングはせず，全数

調査を行った。アンケートは無記名で，IT機器

の所有に関する質問１問，インターネット利用状

況に関する質問８問，学年，性別の計１０問で構成

した（表１）。インターネット利用状況に関する質

問は，アクセスメディアインターナショナル社

（AMI）が２００１年３月に行ったインターネット利

用者の利用実態調査６）（以下，全国調査）を参考に

した。分析は単純集計およびクロス集計にて行っ

た。統計分析は，SPSS１１．０J（SPSS Inc.）を用い

て Pearson のχ２検定および正確確立検定を行っ

た。危険率は５％とした。

結 果

３年生（１２７人），５年生（１１５人），６年生（１３８人）

の合計３８０人に対して調査を行った結果，有効回

収率は３年生１００％，５年生９９．１％（１１４人），６年生

９２．８％（１２８人）で，全体では９７．１％（３６９人）であっ

た。回答者の性別は，男性６４．５％（２３８人），女性

３４．７％（１２８人），無回答０．８％（３人）であった。

１）パーソナルコンピュータ所有率（図１）

デスクトップ型パーソナルコンピュータ（以下

表１ インターネットの利用に関するアンケート

１．あなたは，パーソナルコンピュータを持っていますか。
２．現在，インターネットを利用していますか。また，利用歴はどれくらいですか。
３．あなたがインターネットをよく利用する場所はどこですか。
４．１回あたりのインターネット利用時間はどれくらいですか。
５．１週間あたりのインターネット利用時間はどれくらいですか。
６．インターネットの利用目的は何ですか。現在利用しているものまた，現在は利用していな

いが今後利用してみたいものはなんですか。
� 電子メール
� 電子メールによる無料情報配信サービス（無料メールマガジンなど）
� 電子メール以外のコミュニケーションサービス（チャット，掲示板など）
� ニュース・天気予報・スポーツニュース
� 生活情報
� 趣味・エンターテイメント
� 学術情報（文献，論文など）

７．あなたは，何かを学ぶためにインターネットを利用したことがありますか。
８．あなたの学年を記入してください。
９．あなたの性別を選んでください。
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デスクトップパソコン）の所有率は，３年生，５

年生に比べて６年生が高かった。

ノート型パーソナルコンピュータ（以下ノート

パソコン），デスクトップパソコンどちらも所有

していない者は，３年生にはなく，５年生では

１６．７％，６年生では２１．９％であった。

２）インターネットの利用履歴について

インターネット利用経験は，各学年で顕著な差

はなく，３年生がもっとも高く８５．８％の者が利用

の経験があるが，もっとも低い６年生でも７７．３％

の者が利用したことがあると答えた（図２）。イン

ターネット利用歴は，１年以上３年未満の者が多

く，約半数を占めることがわかった（図３）。また，

学年と利用歴の間に有意な関連があるとはいえな

かった。

インターネットをよく利用する場所は，各学年

とも約８０％の者が自宅であった（図４）。また３年

生では大学で利用している者が５９．８％であった。

学年と利用する場所の間に有意な関連があるとは

いえなかった。

３）インターネット利用時間について

１回あたりのインターネット利用時間は，約

９０％の者が２時間未満の利用であり（図５），１週

間あたりの利用時間は，約７０％の者が５時間未満

の利用であった（図６）。学年と利用時間の間には，

有意な関連があるとはいえなかった。

４）インターネット利用目的内容（図７）

利用サービス内容の結果は，それぞれ学年によ

る顕著な差はなく，「趣味・エンターテイメント」

および「電子メール」の利用が高かった。また「学

術情報」の利用については現段階では１９．８％で

もっとも低かったが，今後利用してみたもので

は，３１．４％ともっとも高い結果となった。

５）学習目的でのインターネットの利用

３年生の８５．７％，５年生の８５．１％，６年生の

７７．３％が何かを学ぶためにインターネットを利用

していた（図８）。学習の目的では，３年生の８５．７％

が学校・大学での勉強のために利用していた。ま

図１ パーソナルコンピュータ所有率 図２ インターネット利用経験

図３ インターネット利用歴 図４ インターネットを利用する場所
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た一般教養・趣味のために利用している者は，各

学年５５％前後であった（図９）。

考 察

１）調査方法，調査対象について

本調査は，回収率を高めるためと調査の目的を

十分理解して回答してもらうために，集合調査法

による質問紙法で行った。アンケート項目や選択

肢の作成にあたっては，自由回答による予備調査

と試行調査を行った。

総務省の行った我が国のインターネット利用動

向調査７）では，携帯電話／PHSなどからインター

ネットを利用する者は２３６４万人に昇っている。し

かし電子メール以外のＷＷＷなどの利用では，今

だコンピュータでの利用に比べると携帯電話／

PHSでの利用には制限が多い。今回の調査は教

育用ＷＷＷの閲覧ということを念頭に置いている

ため，本調査では携帯電話／PHSによるインター

ネットの利用に関しては除外した。

３年生は，大学側がノートパソコンの購入を推

奨していた学年であり，５・６年生に関しては特

に購入を推奨していない学年である。また４年生

に関しては，５・６年生と同じ条件であると考え，

本調査の対象とはしなかった。パーソナルコン

ピュータの所有に関しては平成１３年１０月に東京歯

科大学学生部が実施した学生生活実態調査８）と比

図６ １週間あたりのインターネット利用時間

図５ １回あたりのインターネット利用時間

図８ 学習目的でのインターネットの利用経験
図７ 利用目的の内容

図９ 目的別での利用経験
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較しても同様の結果が得られた。このことから

我々の行ったアンケート調査は本学の全学生の結

果を反映していると思われる。また，他の医療系

単科大学９）と比較しても高い所有率を示している。

２）インターネット利用状況について

今回調査した学生の８０％近くがインターネット

を利用していた。しかし３年生においては，実際

には解剖学や歯科理工学の講義・実習等で，イン

ターネットを利用した授業を行っているにもかか

わらず，自分はインターネットを利用したことが

ないと思っている者が１２％近くいることがわかっ

た。このことから，実際にインターネット利用経

験があってもインターネットに関する基本的な用

語や知識に乏しい者の存在が明らかになった。す

なわち，情報リテラシー教育が十分行われていな

いことが考えられる。

インターネットを利用する場所は，３年生では

大学で利用する者が多かったが，Pearson のχ２

検定の結果，ノートパソコンの所有率と大学での

インターネット利用との間には関連があるとはい

えなかった。平成１３年度版情報通信白書によると

現在，全国でのインターネット利用者の中で学校

からの利用者は，１０．０％程度である７）。ここでい

う学校が大学に限られたものであるのか，本学と

同等のインターネット利用環境であるのかは定か

ではない。従って単純に本調査結果と比較するこ

とは難しいが，他の医療系単科大学１０）と比較して

みても本学学生のインターネット利用率は高い数

値を示している。現在，本学からインターネット

を利用するには，図書室からと無線 LANを使用

すれば教室，ラウンジから利用することができる。

このことから本調査の結果は本学におけるイン

ターネット利用環境が整備されているためと考え

られる。今後さらなるソフトの充実とユーザビリ

ティの向上により，本学における教育用ＷＷＷの

価値が向上することが期待される。

３）インターネット利用目的について

「趣味・エンターテイメント」「電子メール」の

利用は全国調査６）でも高い結果となっており，今

後の利用も続くと考えられる。現在インターネッ

トを利用していないが今後利用したいものが「学

術情報」の入手のみだったことから，情報をすば

やく操作して確認することのできる知識と手技を

習得することができれば，さらに学習目的でのイ

ンターネット利用が増えていくことが考えられ

る。また，教育者側としても学生の期待に応える

べく，ＷＷＷを用いた教育素材のより一層の充実

と情報リテラシー教育を徹底していかなければな

らないことが示唆された。

結 論

２００２年１月３０日と２月４日に東京歯科大学学生

のパーソナルコンピュータおよびインターネット

の利用状況を知るために３年生，５年生および６

年生を対象にアンケートを行ったところ，３年生

は全員，５・６年生は約８割のものがパーソナル

コンピュータを所有していた。インターネットに

関しては，最も少ない学年でも約８割の者が利用

経験があり，自宅での利用が約８割であった。今

後の利用としては，「学術情報」の入手が最も高

い結果となった。したがって学年による有意な差

は認められなかったため，ＷＷＷを利用した教育

素材を充実させるとともに，情報リテラシー教育

を徹底することによって，今後の教育用ＷＷＷの

利用者が増加することが示唆された。

この研究の一部は，日本私立学校振興・共済事業団
「特色ある教育研究の推進」（平成１０，１１，１２年度）の助
成を受けて行われた。
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Approach to Evaluation and Improvement
of WWW（World Wide Web）－based Educational Materials

― Trend analysis on the Internet utilization
by students of Tokyo Dental College ―

Noboru FUSEYA, Takayuki UEDA, Naoki HIROSE
Tetsuya SUGIYAMA, Kaoru SAKURAI, Ken ISHIZAKI

and Noboru KANAYAMA

Department of Complete Denture Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Kaoru Sakurai）

Key words : Dental Education, Trend of the Internet utilization, Questionnaire Method

Our department established in October 2001 a web site on complete denture prosthodontics and

gerodontology to provide WWW（World Wide Web）－based educational material. To obtain basic infor-

mation necessary for evaluation and improvement of the educational material, we performed a survey

on trends in the Internet utilization among all student users in the third, fifth and sixth year in Tokyo

Dental College. The third－year students had been recommended to purchase a notebook computer by

our dental school, while the fifth－and sixth－year students had not.

The utilization rate of the Internet was generally high, with the highest rate（85.8％）in the third

－year students and the lowest（77.3％）in the sixth－year students. The major purpose of the Internet

utilization was electronic mail, and many students expressed a desire to utilize the Internet to obtain

academic information in the future. These findings suggest that educational use of the WWW will be in-

creased by thorough education on informational literacy as well as by enrichment of the contents of the

WWW－based educational material. （The Shikwa Gakuho，１０３：１３０～１３５，２００３）
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