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三訂版発行にあたって
　改訂版を発行して４年経ち，社会の変化に対応した見直しが必要と考
えました．構成自体を見直すことも検討したものの，本書の特徴である
情報の活用・技術・参画のバランスの良さは，今しばらく残すべきであ
ると判断しました．従って，３章構成は維持しつつ，新しい社会的動向
や技術的進展などを追加したり，重複や冗長な部分を整理するなどして，
三訂版を刊行することにしました．情報社会がますます高度化するなか
で，“情報” の本質をしっかり理解し，確かな社会生活が送れる基盤づ
くりを行ってください．
　2010年10月

編著者を代表して　　　岡田　正
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　本書を刊行以来，多くの学校で採用いただき，内容についての要望や
意見をいただいておりました．また，平成16年度第14回日本工学教育
協会賞著作賞をいただき，責任の重さを痛感しています．こうした期待
に応えるには部分的な修正では不十分であると考え，内容の全面的な点
検と不足していた項目を追加し，改訂版として刊行することになりまし
た．この改訂と併行して，本書に準拠した「学習ノート」も準備してい
ます．本書とともに活用して，情報社会で活発な知的活動を行えるよう
しっかりした基礎を身につけてください．
　2006年�3�月

編著者を代表して　　　岡田　正



は し が き
　今日，コンピュータ・インターネット・携帯電話に代表されるように，
情報通信技術（ICT）の進歩には目覚ましいものがあります．ICTの発
展により，「情報」が時間と空間を超えて，関心を持つ人々の間に瞬時
に伝えられるようになってきました．こうした情報化の進む社会のなか
で，私たちの生活のしかたや社会のしくみが大きく変わっています．私
たちがこの情報社会で，日々の生活を快適に過ごし，知的な活動をさら
に活発にするためには，「情報」とその関連事項についての正しい知識
を身につけなければなりません．
　本書は，「情報」全般についてバランスよく知りたいという人を対象
に，必要事項を簡潔に系統的に説明した入門書です．はじめて「情報」
を学ぶ人にも，すでに「情報」にかかわっている人にも読んでいただけ
ると考えます．学校教育（高専・短大・大学など）における情報教育の
入門教科書として，また，広く一般社会人の教養書としても利用してい
ただけます．
　私たちが情報社会で快適に過ごすためには，情報の本質とその処理の
原理を知り，多くの人々と互いを尊重しあいながら行動しなければなり
ません．こうした情報関連事項を，本書では３つの柱（３つの章）に整
理しています．1章では，さまざまな問題を解決するための基礎となる，
情報の収集・整理・発信など情報の活用について，2章では情報システ
ムのしくみや基礎的な技術について，3章では情報社会におけるコミュ
ニケーションや情報社会とのかかわりについて扱っています．
　どの章でも，例題や練習問題を多く取り入れ，わかりやすい解説を心
がけています．また，各章の最終節では，セキュリティに関することが
らを，個人（１章），技術（２章），社会（３章）の側面から取り上げ，
健全な情報社会をめざすための基本となる考え方や技術についてまとめ
ています．なお，本書で扱っている内容は日々新しくなり，書籍だけで
は適切な情報提供ができません．さらに，演習問題解説や指導法，最新情
報の意見交換など，本書を活用するとき必要となる各種の情報を，Web



サイトで提供する予定です．
　本書は，「高専情報処理教育研究委員会」での議論を発端に，メーリ
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れました．執筆者もメーリングリストなどで呼びかけ，ICT基礎教育研
究会（巻末に別記）という形で組織化しています．この過程で関係され
た数多くの方々に感謝いたします．また，原稿の初期段階で目を通して
いただき，貴重なご助言をいただいた先生方（巻末に別記）にも厚くお
礼を申し上げます．さらに，多くの著者がかかわった不統一な原稿を短
期間で整理し，本書にまとめていただいた実教出版企画開発部の担当者
の皆さまにも心より感謝いたします．
　情報社会は，私たちの暮らしを活力あるものにし，相互理解を深め，
魅力あるものにする無限の可能性を秘めています．本書により「情報」
の基礎を知り，そして，情報化社会での生活に少しでも役立てていただ
ければ幸いです．
　2002年12月

編著者一同
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第1章　情報の活用と発信

1.1　情報の概念 … 2
1.2　情報の収集・整理 … 20
1.3　情報の加工・表現 … 33
1.4　情報の発信・交換と評価 … 48
1.5　情報の管理とセキュリティ … 62

　本章では，情報を活用する方法や具体的な処理の方法について学ぶ．

まず，1.1では，第1章から第3章の基礎となる情報の概念について，第

2章と関連の深い情報機器について，そして第3章への橋渡しとなる情

報の伝達手段について学ぶ．

　1.2から1.4では，問題解決の手順である情報の収集・整理，加工・

表現および発信について，いくつかの簡単な例をもとに学ぶ．また，情

報の収集や加工段階で気をつけなければならないこと，さらに，情報発

信後の責任についても述べている．

　最後に1.5では，個人として気をつけなければならないネチケットや

情報のモラルについて学ぶ．



2　1.情報の活用と発信

1.1.1　情報の性質と特徴
（1）情報とは
　私たちは外界のようすをからだの感覚器（五感）を通して知覚してい
る．たとえば，空気の温度，すなわち，気温は触覚から知覚されるし，
温度計をみることで視覚的にも知覚できる．そして，知覚した一部分は，
言葉や数値として表現され，他の人への伝達や記録に利用される．たと
えば，気温は，「暑い／寒い」という言葉や，「6 ℃」という数値で表現
できる．このような言葉や数値をデータまたは情報とよぶ．
　とくに，データと情報を区別する必要がある場合，次のようなものを
情報とよぶ．

①特定の状況において価値判断を加えたもの．
　たとえば，旅行に行く際には，天候に関するデータに注意を払うで
あろう．仮にオーストラリアに旅行する人が，オーストラリアの気温
が「6 ℃」と聞けば，コートを持参するであろう（図1.1）．この場合，
旅行する人にとっては，旅行先の気温データは，重要な情報である．
②データを整理して別の形で表現したもの．
　たとえば，一日の寒暖の変化を調べるためには，一定の時間間隔で
計測した気温が必要である．計測した気温データを整理してグラフに
表現すると，新たなことがわかるかもしれない（図1.2）．この場合，
ある時間の気温はデータであっても，それを整理しグラフ化したもの
は情報となる.

　なお，データや情報は他の人へ伝達することができるので，渡す側に
とって価値のあるデータ（または情報）であっても，受け取る側にとっ

　情報を有効に活用するためには，情報について正しく理解する必要があ
る．ここでは，まず情報の特徴や性質，情報の伝達・交換の手段，および
ディジタル情報の特徴について説明する．ついで，情報機器の特徴や情報
通信ネットワークについて述べる．

情報の概念1.1



1.1　情報の概念　3

ては単なるデータにすぎない（価値のあるデータではない）場合がある．
また，その逆の場合もありうる．そこで，とくにデータと情報を区別す
る必要がない場合は，本書ではひとまとめに情報とよぶことにする．

　私たちは多くの情報を記憶しておき，必要に応じて取り出すことがで
きる．このような情報を知識とよんでいる．また，私たちは情報や知識
をもとに，行動や判断を決めている．そして，行動・判断を決める過程
で重要な役割をはたすものを知能とよんでいる.
　人類をはじめ，集団生活を送る生物は，お互いに情報を交換すること
で生活を向上させてきた．また，人類は正確な情報をより広い範囲に，
短時間で伝えることができるようにくふうすることで，文明や科学技術
を発展させてきた．

図1.1　情報の例（1） 図1.2　情報の例（2）

「情報」という言葉は明治時代に日本で使われはじめた．一説には
森鴎外が「戦論」を翻訳する際につくったともいわれている．実際
は，それ以前に軍の文書や新聞用語として登場している *1．そのこ
ろは，軍の内部で上官から部下へ伝えられる命令に対し，部下から
上官へ伝えられるのが情報とよばれていた．
　こんにちのような意味で情報が使われるようになったのは1955
年（昭和30年）前後といわれている．なお，中国にも情報という
言葉が伝えられ，同じ意味で広く使われている．

コラム 情報の語源
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（2）情報の性質
　さきに，情報には価値の判断が含まれることは述べた．一般には，情
報には次のような性質がある．

①情報は物質ではなく，情報自身は大きさも重さももたない．
　たとえば，でたらめな模様を描いた紙と，文章を書いた紙は物質と
して差がない．しかし，それぞれの紙が伝える情報には大きな差があ
る．
②情報は複製可能であり，複製しても，もとの情報は損なわれない．
　たとえば，回覧板は読んだあとで次の人に渡すため，手もとに回覧
板そのものは残らない．しかし，回覧板に書いてあった情報は記憶し
たり，メモすることで手もとに残しておくことができる．また，故意
に汚さない限り，回覧板に書いてある情報が減ったり失われることは
ない．
③情報は伝えられる過程で内容が変化する場合がある．
　たとえば，伝言ゲームは，口伝えの情報伝達によって途中の情報変
化を楽しむゲームである．途中で情報がまったく変化しなければ，娯
楽性がない．
④情報には金品のような価値がある．
　たとえば，TVゲームソフトの攻略本やソフトウェアの操作解説書
を購入する理由を考えてみよう．これらの本には対象とする製品のも
つ機能を増やす内容は含まれていない．その製品を操作するときに手
がかりとなる情報に対して，本の代金を支払っているといえる．

　一方，情報の価値は，①情報の出所（発信源），②受け取り手，③情
報が伝わるのに要する時間（伝達時間），④情報が届いてからの経過時
間などの要因によって大きく変化する．

◆練習問題1-1◆
　身のまわりの情報について，情報の性質①〜④を参照し，価値が異な
る例について考えてみよう．
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（3）情報伝達の特徴
　情報は人間の感覚器のどれかに適合した形で伝えられる．たとえば，
言葉は聴覚（音声），視覚（文字），触覚（点字）などで伝えられる．情
報を伝えるものを媒体（メディア）とよぶ．
　メディアの種類により，情報の伝わる範囲（伝達範囲）や伝達時間が
異なる．また，同時にいくつの情報を伝えられるか（多重性），情報を
どれだけの時間保っていられるか（保持時間）も異なる．例として，空
気中を伝わる音声について考えてみよう（図1.3）．
①伝達範囲：音源から遠ざかるほど音は小さく聞こえる．大声ではなす
としても，確実に音声が届くのは数十メートルの範囲であろう．
②伝達時間：音の伝わる速さは約340メートル毎秒である．したがって，
数十メートルの範囲であれば1秒未満に伝達される．
③多重性：雑踏のなかでも会話ができるように，空気は同時に複数の音
声を伝えることができる．
④保持時間：音声は届いた瞬間に失われるので，保持時間は0である．

　情報の伝達範囲や保持時間を拡大するために，情報を変換して別のメ
ディアで伝達・記録する方法が考えられてきた．
　音の伝達手段として電話と拡声器があげられる．電話は遠くの人と1
対1の会話をする手段である（双方向伝達）．拡声器は一人のはなす内

図1.3　音の伝達の性質
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容を，より多くの人に同時に伝える手段である（一方向伝達）．
　音の記録手段として口述筆記と録音があげられる．口述筆記とは，速
記のように音声を文字に変換して記録する手段である．録音は音声その
ものを磁気テープやMDに記録する手段である．
　情報の伝達範囲，伝達速度，保持期間を飛躍的に拡大させた要因とし
て，活版印刷と電気・電子通信分野の技術開発があげられる．現代では
単に情報を伝えるだけでなく，情報を収集・整理・加工して発信する機
能をもったメディアを利用することもできる．その例として，書籍や新
聞などの印刷メディア，ラジオやTVなどの放送メディアがあげられる．

◆練習問題1-2◆
　文字や画像の伝達・記録にはどのようなメディアがあるか，考えてみ
よう．

（4）情報の表現形態（1次情報と2次情報）
　情報には，情報の入手手段（発信源）によって次の2種類がある．
　1次情報：�人の意見を聞いたり，実地調査・アンケート調査・実験を

行ってみずから収集した直接的な情報
　2次情報：�書籍や新聞，ラジオやTV，データベースやインターネッ

トなどから入手できる，あらかじめ整理・加工された間接
的な情報

　自分の体験によって得た情報を記録したり，人に伝える場合，VTR
への録画や，報告文を書くなどさまざまな表現形態が考えられる．この
とき，本来の情報を1次情報，自分が選択した表現形態であらわされた
情報を2次情報とみることもできる．

例題
1.1

旅行についての情報を記録するには，どのような表現形態が適している
か考えてみよう．

解　答

　旅行先でみた風景を具体的に記録するには，写真や絵などの表現形態が適
している（図1.4）．旅行の全体像を記録するには，地図や行程表などがふさ
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わしい（図1.5）．このように1次情報が同じであっても，自分が何を伝えた
いかによって適切な表現形態は異なる．

　ところで，1次情報の情報源が，著名人の講演やコンサートなどの場
合，録音や写真撮影が禁止され，2次情報の表現形態が制限される場合
がある．これは1次情報の多くを忠実に記録できる表現形態では，著作
権や肖像権などの権利が侵害される場合があるからである．著作権につ
いては1.5，3.4で詳しく学ぶ．

◆練習問題1-3◆
　どのような表現形態を選択しても，1次情報と完全に等しい2次情報
を生成することは困難で，何らかの情報が失われることもあるし，付加
されることもある．図1.4の旅行先でみた風景とそこで撮影した写真
を例にして，失われる情報と付加される情報は何かを考えてみよう．

1.1.2　情報の伝達手段
（1）情報のディジタル化
　情報の伝送能力は，電気・電子分野の技術革新により飛躍的に向上し
た．情報を電気信号に変換し，電線や電波を利用して伝送し，再びもと
の情報に復元する技術が開発されたことで，地球上のあらゆる地域の
人々と短時間で情報を交換することが可能になった．近年は電気信号に
変換された情報を，ディジタル化して伝送することで，より多くの情報
を伝送したり，より高品質な伝送を実現することが可能となった．詳し
い原理は2章で述べる．

図1.4　旅行先の写真撮影 図1.5　旅行の行程表
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（2）アナログ情報とディジタル情報
　室温を表示する温度計として，水銀柱温度計（図1.6）と，数字で計測
値を表示する温度計（図1.7）を比較してみよう．
　図1.6の温度計は，室温変化にあわせて伸縮する水銀柱の高さで温度
情報を表現する．このように連続的に変化する量をアナログ量とよぶ．

　図1.7の温度計は，摂氏という単位の温度情報を整数値で表現する．
室温が連続的に変化するのに対し，温度計の表示は1 ℃刻みで変化する．
このように不連続に変化する量をディジタル量とよぶ．
　次に，図1.6の温度計の示す情報を記録することを考えてみよう．一
般的には水銀柱のわきの目盛りを参考にして，「24 ℃」のように一定の
精度までの数字で指示値を読み取る．このようにして読み取られた室温
情報はディジタル量となる．一定時間おきに記録した室温情報は，
図1.2（p.３）のようなグラフにあらわすことができる．この場合には，
室温をグラフの縦軸方向の長さというアナログ量で表現しなおしたこと
になる．このように，同じ対象でもアナログとディジタルの両方で表現
可能であり，相互に変換することができる．

（3）アナログ情報とディジタル情報の特徴
　アナログ情報とディジタル情報の違いを，次の例題で説明する．

例題
1.2

何人かの身長を測定し，①平均を求め，②測定結果を保存し，③別の場
所へ伝達することを考える．身長をアナログ情報で扱う場合とディジタ
ル情報で扱う場合とで，どのような違いがあるか考えてみよう．

図1.6　水銀柱温度計*2 図1.7　ディジタル温度計*2
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解　答

【アナログ情報の場合】
　身長をアナログ情報であらわすために紙テープを利用し，身長と同じ高さ
（長さ）で切り取ることにする．切り取った紙テープには氏名を書いておく
（図1.8）．
①平均を求める処理：全員の紙テープをつなぎあわせ，人数分に等分割すれ
ば平均身長の長さの紙テープが人数分得られる．人数が2，4，8のような
場合は簡単に等分割できる．しかし，それ以外の場合には分割法をくふう
する必要がある（柔軟性が低い）．

②測定結果の保存：紙テープをそのまま保存すればよい．しかし，湿度による
紙の伸び縮みがあるため，長期間はもとの長さを保存できない（信頼性が低
い）．本数が増えると保存場所を広げる必要があり，取り出す手間も増える
（経済性が低い）．
③伝達手段：紙テープを郵便や宅配便で送ればよい．しかし，送料がかかる
うえに届くまでに一定の時間が必要である（経済性が低い）．

【ディジタル情報の場合】
　身長をディジタル情報であらわすには，身長計で一定の精度まで読み取る
ことでディジタル情報に変換できる．
①平均を求める処理：測定値の総和を求め，人数で割ればよい．電卓や表計
算ソフトを利用すれば，人数に関係なく簡単にまちがいなく計算できる
（信頼性が高い）．標準偏差を求めるような，より複雑な処理も可能である
（柔軟性が高い）．
②測定結果の保存：記録用紙を保存すればよい．数字が読めなくなるほど記
録用紙が汚れない限り，測定結果は正しく保存される（信頼性が高い）．
A4サイズの用紙1枚に数十人分が記録可能で，保存場所にも困らない（経
済性が高い）．

③伝達手段：記録用紙をファクシミリで伝送したり，電話で数字を読みあげ

図1.8　アナログによる身長の計測と処理



10　1.情報の活用と発信

れば短時間で伝達できる（経済性・柔軟性が高い）．これらの場合，手もと
の記録用紙の内容が伝達先に複写されることになるが，身長の情報は変化
しない（信頼性が高い）．

　以上を比較すると，身長の測定結果を扱うには，紙テープによるアナログ
情報より，数値であらわしたディジタル情報の方が，信頼性・経済性・柔軟
性のいずれにおいても優れていることがわかる．

（4）情報の大きさ
　英語のアルファベット大文字はA〜Zの合計26文字から構成される．
文字Aを1，Bを2，…，Zを26と番号をふると，英語の文字列を数列
に変換できる．このような変換操作をコード化とよぶ．
　シャノン（1916−2001）は1948年に「情報理論」に関する論文を発表
した．そのなかで，シャノンは情報の最小単位が1桁の2進数（0また
は1の数字）であることを示し，すべての情報は数式などを利用して2
進数にディジタル化できることを示した．この理論を用いると，文字・
音声・映像といったさまざまな情報をすべて2進数値という共通の表現
形態に変換できる．これにより情報の大きさ（情報量）の比較が可能と
なる．なお，2進数1桁分の情報量を1ビット（bit）とよぶ．数値（10
進数）と2進数の対応を表1.1に示す．

表1.1　数値（10進数）と2進数表現の対応表

表1.2　補助単位を使った情報量の表記

数値（10進数） ２進数表現 数値（10進数） ２進数表現
0 0 8 1000
1 1 9 1001
2 10 10 1010
3 11 11 1011
4 100 12 1100
5 101 13 1101
6 110 14 1110
7 111 15 1111

表記 読み方 意味
1KB 1キロバイト 210バイト＝� 1,024バイト
1MB 1メガバイト 220バイト＝� 1,048,576バイト
1GB 1ギガバイト 230バイト＝�1,073,741,824バイト
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　8ビットの情報量を1バイト（byte）としてあらわす場合も多い．さ
らに大きな情報量をあらわすときには210バイトを1KB，220バイトを
1MB，230バイトを1GBのように補助単位を用いてあらわす（表1.2）．
　2進数値であらわされた情報は，コンピュータで容易に扱うことがで
きる．情報をディジタル化することで，さまざまな情報を共通のメディ
アに記憶したり，共通のメディアで伝送するマルチメディア処理が可能
となった．

◆練習問題1-4◆
　今年のはじめから1年間の経過時間を秒単位で数えたい．1年分を正
しく数えるには，2進数で何ビット必要だろうか．

（5）さまざまな情報のディジタル化
　英文はアルファベット大文字26文字／小文字26文字，数字10文字と，
20文字程度の記号で表現できる．これら（英数字とよばれる）を2進数
で符号化することで文字情報をディジタル化することができる．代表的
な文字コードとして，1文字を7ビットの符号であらわすASCIIコード
がある（付録1参照）．
　音を扱うメディアとして，現在広く普及している音楽CDと，それ以
前の主流であったレコードを比較してみよう．
　レコードは音をアナログ情報として扱い，円盤上に彫られた溝を針で
なぞることで情報を取り出すことができる（図1.9）．しかし，溝の上に
ほこりがあると雑音がまじる，何度も演奏していると溝が削れて音が劣
化してしまうといった問題がある．また，溝に彫られている情報はすべ
て音として再生されるため，そのレコードに記録されている曲数や，各
曲の演奏時間などの付加情報を記録しておくことができない．
　音楽CDは音をディジタル情報として扱い，円盤上の記録層にレーザ
光をあて，反射を調べることで情報を取り出すことができる（図1.10）．
接触せずに情報を取り出すことができるので，雑音が少ない，何度演奏
しても音が劣化しないという特長がある．また，音楽CD中の曲数や各
曲の演奏時間が付加情報として記録されているので，指定順序での演奏
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などを手軽に行うことが可能となった．
　また，写真や絵などの映像（画像）は，次のようにしてディジタル化
できる．
　はじめに，もとの画像を小さな格子に切り分ける（図1.11(a)）．この
格子を画素（ピクセル，ドット）とよぶ．また，どれくらい小さく切り
分けるかを，1インチ（約2.54 cm）を何ドットに分けるかという単位
dpi（dots�per�inch）であらわす．
　次にそれぞれの画素を代表する色を1色ずつ決める（図1.11(b)）．た
だし，代表色の種類（色数）はあらかじめ決めておく．たとえば，白黒
2色，モノクローム256階調，カラー256 色などがよく知られている．

図1.9　レコード

図1.10　音楽CD
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　最後に代表色を色の番号（2進数値）であらわし，1次元の数列に変
換する（図1.11(c)）．
　コンピュータで画像を扱う場合には，画像の内容や使用目的などによ
って何通りかの形式がある（2.4，付録3，4参照）．

1.1.3　情報機器
（1）コンピュータの発展
　コンピュータは，もともと電子回路によって数学や物理の計算を行う
ために開発された．初期のコンピュータは計算の内容（処理）に応じて
回路の構成をかえる必要がある，巨大な装置であった．
　しかし，フォン・ノイマン（1903−1957）らが開発した，回路の構
成をかえることなく処理内容を変更できるプログラム内蔵方式により，
さまざまな処理を行わせることが可能になった（汎用性の実現）．また，
半導体技術の進歩により，回路を IC，LSI，VLSIとよばれる小型のパ
ッケージに集積化することで，装置の小型化，低消費電力化が可能とな
った．
　近年はとくにCPUの高速化，半導体メモリの大容量化が進んでいる
ため，比較的安価なコンピュータでも，情報量の多い音や映像を途切れ
ることなく記録・再生するマルチメディア処理が可能になってきた．
　CPUやメモリの性能向上について，ムーア（1929〜）は1965年に半
導体の集積度が指数関数的に増すことを示し，その後「CPUやメモリ
など半導体の集積度は約2年で2倍になる」という形で広がり，ムーア
の法則とよばれている．図1.12をみると1970〜2000年の間，ほぼ予測
どおりに性能が向上してきたことがわかる．

図1.11　画像のディジタル化
（a）オリジナル画像 （b）ディジタル画像 （c）１次元データとして伝送
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（2）情報機器とは
　ここでは，コンピュータをはじめとする，ディジタル化された情報を
扱う機器を情報機器とよぶ．情報機器は，図1.13のように３つの装置か
ら構成される．
①入力装置
　使用者からの命令を入力したり，情報をディジタル化する装置．
例：キーボード，マウス，音声入力装置，スキャナ，ディジタルカメラ
②出力装置
　計算の結果や処理の状況を伝えたり，ディジタル化された情報をも
との形に変換（復元）する装置．
例：液晶ディスプレイ，プロジェクタ，プリンタ，音源装置
③処理装置
　内蔵されたプログラムや使用者からの命令にしたがい，計算や入力
データの処理を行う装置．処理装置は，演算やデータの流れを制御す
る中央処理装置（CPU），実行プログラムやデータを記憶する主記憶
装置（メモリ），主記憶装置の補助として大容量のプログラムやデー
タを記憶する補助記憶装置（ストレージ）などから構成されている．
　処理装置と入出力装置との接続部をインタフェースとよぶ．インタ
フェースには何種類かの規格がある．規格に対応した入出力装置や補
助記憶装置を必要に応じて接続することで，情報機器の機能や役割を
変更することもできる．

図1.12　ムーアの法則*3
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（3）情報機器の種類
　私たちの身近にある情報機器には，次のようなものがある．
①コンピュータ（図1.14）
　基本ソフトウェア（OSなど，2.2.3参照）と応用ソフトウェアの組
み合わせにより，文書作成・表計算・データベース管理などさまざま
な機能を実現できる．基本的な入力装置としてキーボード・マウス，
出力装置としてディスプレイが接続されている．
②コンピュータ組み込み製品（図1.15）
　自動車や家電品といった工業製品内に組み込まれ，温度制御やタイ
マ動作など特定用途に利用される．入力は少数のスイッチやセンサに
限定され，出力は主に機器の制御のための電気信号である．

図1.13　情報機器の構成

大判プリンタ
（プロッタ）

CD-R/RW
BD-R/RE

USBメモリ

図1.14　コンピュータと周辺機器*4-*7
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③スマートフォン，携帯情報端末（PDA，図1.16）
　最近の携帯電話のように，1台で電話・電子メール端末・Webブラ
ウザ・スケジューラなど複数の機能を実現する．携帯可能性を重視し，
小型で省電力の電子回路で構成されている．十数個の入力キーにより
機能の選択や，文字入力ができる．主な出力先は小型の液晶画面であ
る．

（4）情報機器と情報通信ネットワーク
　情報機器を情報通信ネットワークに接続すると，機器そのものがもつ
記憶容量を超えるデータを扱ったり，処理能力を超える計算や検索を行
うことができる．また，情報通信ネットワークを介し電子的な商取引を
行ったり，遠方の情報機器を操作したり，遠方にいる複数の人々ととも
に作業を行うことができる．
　近年は，情報通信ネットワークとしてインターネットが発展・普及し
てきた．インターネットでは，ネットワークに接続された情報機器が，
他の情報機器間の通信を互いに中継しあうことで，膨大な数の情報機器
の間で多様な通信を行うことができる．
　インターネットの通信回線は多くの利用者が共有しており，インター
ネット上の情報機器は多くの利用者間の通信を分けへだてなく中継して
いる．したがって，インターネットを利用するときは，自分が所有する
情報機器も公共の通信機器の１つに加わるという意識をもつ必要がある．
　インターネット上で利用できる，代表的な情報交換手段について，簡
単に説明する．

図1.15　コンピュータ組み込み製品*4 図1.16　スマートフォン，PDA*4
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①�電子メール（E-mail）：インターネット上の特定の利用者間で，郵便
はがきを模した電子メールとよばれる情報を交換するサービス（図
1.17）．サービスを利用するためには，メールアドレスをもつ必要が
ある．交換できる情報は主に文字（テキスト）情報である．画像やデ
ータを添付して送ることもできる．実際の郵便はがきと異なり，同一
の内容文（メッセージ）を複数のあて先にいっせいに送ることもでき
る．携帯電話で送受信を行う携帯メールも電子メールの一種である．
応用としてメーリングリストやメールマガジンがある。

②WWW（World�Wide�Web）：Webページとよばれるハイパーテキス
ト情報を，Webサーバとよばれるコンピュータで公開するサービス
（図1.18）．利用者はWebブラウザとよばれるソフトウェアを利用し
て，情報を閲覧する．
Webページでは，文字ば
かりでなく，音や映像を含
むマルチメディア情報を手
軽に扱うことができる．さ
らに，ほかのWebサーバ
で公開されているＷebペ
ージへのハイパーリンクを
たどって世界中に散りばめ
られた関連情報を，簡単に
収集・閲覧するネットサーフィンができることから，インターネット
を爆発的に普及させる要因となった．応用として，Ｗebブラウザか
ら作成が可能で，トラックバックとよばれるコミュニケーション機能

図1.17　電子メールのしくみ

図1.18　WWWのしくみ
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が加わったウェブログ（ブログ）や，その携帯版のプロフィール（プ
ロフ）の利用も拡大している．

③�電子掲示板：インターネット上に用意された，共通の話題や関心のあ
る分野ごとに情報交換や議論ができるサービス（図1.19）．基本的に
は誰もが自由に参加できる．類似のサービスとして，ソーシャルネッ
トワーキングサービス（SNS），辞書やソフトウェアの使い方などの
執筆を共同作業で進めるウィキ，画像・音楽・動画の投稿サイトなど
がある．

図1.19　電子掲示板のしくみ

　デフォルト（default）には本来，義務をはたさない，約束事を
おこたるなどの意味がある．経済学では借金を踏み倒す債務不履行
をあらわす言葉として，スポーツでは試合への欠場をあらわす言葉
として使われる．
　コンピュータ用語では，ソフトウェアの動作が不調になり，それ
までの設定を帳消しにして初期状態に戻すことや，インストール後
に（本来は実施すべき）設定作業をしない状態のままでソフトウェ
アを使用することをあらわすときに使われる．

コラム デフォルト


