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学習スキル

TFU リエゾンゼミ・ナビ

『学びとの出会い』

６．情報を検索して集めてみよう
１

インターネットによる情報の収集

〔１〕Web ページの閲覧方法
Web ページを閲覧するためには，Web ブラウザとよばれるソフトウェ
アが必要になります。OS が Windows の場合，Internet Explorer（以下
IE），Mac OS の場合，Safari が最初からインストールされています。そ
の他にもいくつかの Web ブラウザが提供されていますが，ここでは IE
を例にとって説明していきます。まず，閲覧したい Web ページの URL
を Web ブラウザのアドレスバーに入力し（図１参照），Enter キーを押し
ます。ここでは，厚生労働省の Web ページを表示させます。

OS [operating system]
キーボード入力や画面出
力といった入出力機能や
ディスクやメモリの管理
など、多くのアプリケーシ
ョンソフトから共通して
利用される基本的な機能
を提供し、コンピュータシ
ステム全体を管理するソ
フトウェアのこと。
（IT 用
語辞典より引用）

厚生労働省の URL は http://www.mhlw.go.jp/です。

図１

URL [uniform resource
locator]
インターネット上の各種
情報の場所を示す記述方
式。インターネットにおけ
る情報の「住所」にあたる。
（IT 用語辞典より引用）

IE のアドレスバー

【例題】厚生労働省の Web ページを表示させ，
「平成 25 年版厚生労働白
書」を閲覧してみよう。

Web ブラウザ
インターネットから HTML
ファイルや画像ファイル、
音楽ファイルなどをダウ
ンロードし、レイアウトを
解析して表示・再生するソ
フトウェアのこと。
（IT 用
語辞典より引用）
IE や Safari 以外にも
・Firefox
⇒
http://mozilla.jp/firefox/
・Opera
⇒
http://www.opera.com/
・Google Chrome
⇒
http://www.google.co.jp/c
hrome/
などがあります。

①
②

図２ 厚生労働白書トップページ（厚生労働省 Web ページより引用）

「統計情報・白書（図２①）」－「白書、年次報告書（図２②）」－「平
成 25 年版厚生労働白書 本文」の順にクリックすると閲覧することがで
き ま す 。 PDF フ ァ イ ル を 閲 覧 す る 場 合 は ， 事 前 に Adobe Reader
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（http://get.adobe.com/jp/reader/）をインストールする必要があります
（無償）。

〔２〕検索エンジンの活用
前項では，厚生労働省の Web ページにアクセスしましたが，これは
URL がわかっている場合の方法でした。しかし，「○○について知りた
い」といった場合，URL がわかりません。この場合は，キーワードなど
を使って検索できる検索エンジンを利用します。ここでは，代表的な
Google（URL は http://www.google.co.jp/）を例にとって説明していき

PDF
Adobe Systems 社によっ
て開発された、電子文書の
ためのフォーマット。レイ
アウトソフトなどで作成
した文書を電子的に配布
することができ、相手のコ
ンピュータの機種や環境
によらず、オリジナルのイ
メージをかなりの程度正
確に再生することができ
る。（IT 用語辞典より引
用）

ます。
検索エンジン
Web ページのなかから，
キーワードに合致するも
のを検索するシステム。サ
ーチ・エンジンとも言う。
Google の他に，
・Yahoo！Japan
⇒
http://www.yahoo.co.jp/
・goo
⇒
http://www.goo.ne.jp/
・bing
⇒
http://www.bing.com/
が有名である。
それぞれ検索結果に違い
があるので，試してみると
良いでしょう。

①
②

図３

Google トップページ

検索ボックス（図３①）にキーワードを入れ，Google 検索（図３②）
ボタンをクリックすると，その条件に合致した Web ページタイトルの一
覧が表示されます。ここでは，東北福祉大学について調べてみます。

「I’m Feeling Lucky」ボ
タン
検索結果のトップに表示
される Web ページへ直接
アクセスできます。いちい
ち検索結果ページを経由
せず，直接，目的のページ
にアクセスできます。

キーワード
Google での検索キーワー
ドは、句読点や @#$%^&
*()=+[]¥ などの特殊文字
は無視されます。

図４

検索結果ページ
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また，検索エンジンは，単純な検索キーワードでは検索結果が非常に
多くなります。探している情報を効率的に見つけ出すには，キーワード
の入力方法にも工夫が必要です。最も一般的な方法は，キーワードをス
ペースで区切って複数入力する AND 検索です。AND 検索はすべてのキ
ーワードを含む検索結果のみを表示するので，目的により近い情報だけ
に絞り込むことができます。AND 検索以外にも，特定のキーワードを除
外して検索する NOT 検索や２つ以上のキーワードのいずれかを含む
Web ページを検索する OR 検索などがあります。検索キーワードを入力
する際には，何が含まれるべきなのか，何が含まれるべきではないのか
をはっきりとさせることが大切です。

【例題】「福祉」
「高齢者」の 2 つのキーワードを用いて，AND 検索・
NOT 検索・OR 検索の検索結果の違いを試してみよう。

図６

AND 検索

AND 検索は，検索ボックスに[キーワード１□キーワード２]（□はス
ペース）と入力し，検索ボタンをクリックする。

図７

NOT 検索

NOT 検索は，検索ボックスに[キーワード１□-キーワード２]（□は
スペース）と除外するキーワードの前に半角マイナス記号を使用する。

図８

OR 検索

OR 検索は，検索ボックスに[キーワード１□OR□キーワード２]（□
はスペース）と入力し，検索ボタンをクリックする。マイナーな情報で，
該当する Web ページが少ない場合に使うと便利です。

２

留意点

インターネットによる情報の収集では，その情報が信頼できるかどう
かに留意しなければなりません。誤った情報や偏った情報，人を欺くた
めの虚偽の情報などが数多く掲載されています。インターネット上にあ
る多くの情報のなかから探し出し，次にその情報が信頼できるかどうか
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その他の検索方法
・フレーズ検索
語句を二重引用符（""）で
囲むと、そのままの語順で
完全に一致する語句が検
索されます。
・intitle 検索
検索対象を Web ページタ
イトルに絞って検索しま
す。検索ボックスに
[intitle:キーワード ]と入
力します。複数のキーワー
ドで検索する場合は，
[allintitle: キ ー ワ ー ド １
□キーワード２]（□はス
ペース）と入力します。
・intext 検索
検索対象を Web ページの
本文に絞って検索します。
検索ボックスに[intext:キ
ーワード]と入力します。
複数のキーワードで本文
から検索する場合は，
[allintext: キ ー ワ ー ド １
□キーワード２]（□はス
ペース）と入力します。
・filetype 検索
検索するファイル形式を
指定して検索します。検索
ボックスに[filetype:拡張
子名]と入力します。
・site 検索
特定の Web ページ内で検
索を限定することができ
ます。検索ボックスに
[site:ドメイン名□キーワ
ード] （□はスペース）と
入力します。
例．site:tfu.ac.jp 施設

見極める判断が利用者に求められます。レポートなどに用いる場合は，
公的機関の情報や学術論文など信頼のできる情報を集めるように心がけ
てください。また，どの Web ページから得た情報なのか出典を明示する
必要があります。そのため，ブラウザの「お気に入り（ブックマーク）
」
に URL を登録したり，Word や Excel などを用いてまとめたりしておく
と便利です。

文献の探し方
学術論文を探すには下記
を利用すると便利です。
・Google Scholar
⇒
http://scholar.google.co.j
p/
・CiNii
⇒
http://ci.nii.ac.jp/
・学都仙台 OPAC ⇒
http://www.library.tohok
u.ac.jp/multi-opac/
・NDL‐OPAC
⇒
http://opac.ndl.go.jp/inde
x.html

お勧めの書籍
・原野守弘，
「探す力」
，ソ
フトバンクパブリッシン
グ，2001 年．
・ 水 野 貴 明 ，「 目 的 別
Google 活用テクニック」
，
翔泳社，2007 年．
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