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近年の ICT（情報通信技術）の発展によって，私たちの生活のあらゆる場面でそれらの恩恵を受
けることができるようになってきています．また，ICT 技術は単なる情報取得，情報処理の手段と
して用いられるだけでなく，XR（クロスリアリティ）などの新たな情報提示や体験を提示すること
にも用いられています．そのような中，従来，教育の現場においては，e-learning や教育管理など様々
な場面で ICTが活用されてきました．
教育における ICT 技術の歴史を振り返ると，初期の段階では単純な遠隔講義実現のための配信シ

ステムや進捗管理システムなど教育現場を補助する用途として使われていました．近年では，文部
科学省公表の「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」で述べられているように，（1）学びに
おける時間・距離等の制約を取り払うこと，（2）個別に最適で効果的な学びや支援，（3）可視化が困
難であった学びの知見の共有や新たな知見の生成，（4）校務の効率化，が教育現場における ICT 環
境活用の意義として挙げられています．つまり，ICTは，単なる教育の補助的な要素としてではなく，
最大限の教育効果を得るために必要不可欠な要素として認識されています．
また，2020 年初頭から広がった新型コロナウイルス感染症拡大の影響による社会情勢の変化によ

り，教育の現場では大きな変革が求められることとなり，ICT の利活用が今まで以上に活発に実施
されました．例として，従来，対面で実施していた授業やセミナーなどにおいてオンライン化やオ
ンデマンド化などの対応が必須となったことで，オンラインでの実施に適した教育コンテンツの作
成やそれを配信・管理するための基盤構築などは，ICTなくしては実現できなかったものとなります．
本小特集では，このような背景の下，教育現場における ICT の活用事例やそれを支える技術につ

いて解説して頂きます．初めに，教育現場における ICT 利活用の変革，今後の展望について解説頂
きます．続いて，実際の現場における ICT を利用した教育の実例とそこで必要となる各種技術につ
いて解説をして頂きます．
本小特集を通じて，教育と ICT の関わりについて知見を深めて頂くとともに，今後の更なる議論

について一助となることを期待しています．最後に，本小特集の発行にあたり，御執筆頂いた皆様，
編集委員の皆様，査読，校閲に御協力頂いた皆様に感謝申し上げます．
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1 はじめに
かつて , 台湾のディジタル担当大臣であるオード

リー・タン氏は，IT（Information Technology，情報
技術）とディジタルの違いについて「IT は機械と機械
をつなぐものであり , ディジタルは人と人をつなぐも
の」であると語った .

それでは，ICT（Information and Communication 
Technology，情報通信技術）とは , またどのような違
いがあるのか．IT に「Communication（コミュニケー
ション）」を加えた ICT は，特にインターネットのコ
ミュニケーションツール（メール，チャット，SNS な
ど）を介することにより「人と機械をつなぐもの，人と
人とを（より密接に，より現実に近く）つなぐもの」と
考えることもできよう．

現在，日本の教育分野でも ICT 活用が進んでいる．
教育での ICT 活用は，ディジタル教科書（教材）の使
用やプログラミング教育だけにとどまらない．ICT の活
用は，遠隔授業・オンライン授業を可能にする一方，国
家プロジェクト「GIGA（Global and Innovation Gateway 
for All）スクール構想」が目指す「特別な支援を必要と
する子供を含め，子供たち一人一人に個別最適化された
教育の実現」（1）に向けても大きな力になる．従来の教
育にはない，高い利便性や学習効果等をもたらす点に，
教育での ICT 活用のメリットがある．また , それらの
メリットには，教える先生の業務の軽減と効率化等にも
役立つ点が含まれる必要がある．更に，教育分野におい
て，ICT の一つであり，先端技術である XR（AR/VR/
MR 等）や AI を有効活用することは，教育効果をより
高めることにつながる．

本稿では，まず，日本の教育分野における ICT 利用
の現状と ICT 活用への今後の課題，また，新時代に求
められる能力と教育について述べる．その上で，今後活
用が期待される先端技術のうち，XR について，教育分

野での活用のメリットと活用例，並びに今後の展望につ
いて解説する．

今後，日本の教育分野において，XR 技術の導入が検
討される際，少しでも参考になれば幸いである．

2 日本の教育分野における ICT利用
の現状と ICT活用への今後の課題

本章では，日本の教育分野の ICT 利用の現状に目を
向けてみる．その際，私たちが直面する現在の社会状況
にも目を向ける．また，特に海外との比較によって，日
本の ICT 利用の現状や特徴がより明らかになってくる．
それらを踏まえた上で，教育分野での ICT 活用の今後
の課題について考える．

2.1　日本の教育分野の ICT利用の現状
図 1 が示すように，コロナ禍前の 2018 年に実施され

た OECD（経済協力開発機構）の国際学習到達度調査
（PISA: Programme for International Student 
Assessment 2018）によると，日本の教育分野の ICT
利用の特徴として分かるのは「（学校の内外で）学習に
おける ICT 利用率の低さ」「ICT 利用は学習より主に
ゲーム」などである．特に，日本は学校の授業（国語，
数学，理科）での ICT 利用時間が短く，OECD 加盟国
中最下位であった（2）.

加えて，現在，私たちが直面する社会状況としては，
新型コロナウイルスの世界的なまん延が挙げられる．私
たちはその感染症対策として，以前とは異なる遠隔授
業・オンライン授業や在宅勤務・テレワーク等の実施が
求められるようになった．それと同時に，日本の義務教
育課程においては，国家プロジェクト「GIGA スクール
構想」が，当初の計画を前倒しして推進された．コロナ
禍でも，子供たちの学びを止めないよう，遠隔授業・オ
ンライン授業などを実施できるようにするためでもあっ
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た．それにより，少なくとも日本の義務教育課程におい
ては，ICT 利用の環境整備が促進されることになった．
感染症の世界的流行が，私たちに現代社会の課題解決を
急がせ，ICT 等のイノベーションの加速の必要性を気づ
かせるきっかけにもなったのである．

また，IMD（国際経営開発研究所）の 2021 年の世界
ディジタル競争力ランキング（3）を見ても , 世界におけ
る日本のディジタル競争力は，64 か国・地域中 28 位

（ランキング 1 位は米国）であり，決して高いとは言え
ない．

これらの理由としては，産官学を含めた日本全体の構
造的問題から，日本の社会的・文化的要因（例えば，書
面・押印・対面を重視，世界でも盛んな日本のゲーム・
エンターテインメント文化など）に至るまで，複合要因
が考えられる．

2.2　教育分野での ICT活用の今後の課題
GIGA スクール構想の推進により，小中学校での一人

1 台の端末利用の環境整備が急速に進んだ．しかし，一
人 1 台の端末を有効活用した教育方法については , 現在
も多くの学校で模索中である．今後の大きなテーマの一
つである．そして，教育分野で ICT 活用を進める際，
一つ注目したいのが，日本の「教育費の負担」の在り方
である．特に，日本の高等教育における伝統的な「教育
費の私的負担」である．

OECD が毎年発表する加盟国の教育に関する国際比
較統計である Education at a Glance 2021（4）を見る
と，2018 年の時点で , 日本の「（フルタイム）学生一人
当りへの教育費の支出額（12,194 米ドル）」は , 初等教
育から高等教育まで全て合わせると，OECD の平均

（11,680 米ドル）よりも高い．この点は，財務省など
が教育費を削減しようとする際，しばしば理由として用
いるポイントでもある．しかし，図 2 のとおり，OECD
が強調している「教育費の対 GDP に占める割合」は，
逆に日本は初等教育から高等教育まで，OECD 平均よ
りも低く， 最下位から 8 番目で下位 25％に入る .

図1　「生徒の学校・学校外でのディジタル機器の利用状況」の国際比較（日本とOECD）（2）

 （出典：文部科学省・国立教育政策研究所）
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また，教育費を誰が負担しているかという点につい
て， 日本の場合，初等教育から中等教育までは，他の
OECD 加盟国と同様，その教育費の 9 割以上は公的資
金によって賄われている．しかし，図 3 のとおり，こ
れが高等教育になると，教育費の公的支出の割合はかな
り低くなり，OECD 加盟国の中で最下位から 2 番目に
位置し，その分「私的支出」によって賄われている．こ
れは，図 4 のとおり，日本の大学は，世界の中でも「私
立」の割合が大きく，その割合は学校数・学生数ともに
約 8 割を占めていることが理由の一つとして挙げられ
る（5）．

これまで，先進国では，高等教育の拡大は基本的に税
金を用いてきた．一方，日本は例外的に，高等教育の拡
大を資金的に支えてきたのは，政府ではなく親だった．
潮木守一氏は，自著（6）の中で，日本には「健気な親た
ち」の存在があったと指摘する．潮木氏は「私立大学の
授業料は，1976 年当時は，まだ年収（40 歳から 59 歳
の勤労者の平均年収）の 7％程度だった．ところが

2000 年には 12％に達している．つまり日本の親は年
収の上昇率以上に高騰する授業料を払い続けてきたこと
になる．しかもその頃，ヨーロッパでは無償制，実質的
な無償制が導入されてきた時期である．これを見ると，
いかに日本の親は健気だったかが理解できよう」と指摘
している．しかし，潮木氏は，日本では「健気な親た
ち」の血のにじむような努力によって，高等教育の拡大
が達成されたが，最近はその「健気な親たち」が消滅し
つつあると警鐘を鳴らしている．このような「健気な親
たち」の負担に支えられる日本の伝統的な高等教育の在
り方は，決して間違いとは言えない．これまで，日本ら
しい教育の発展に大きく貢献してきた．また，海外との
比較においても，日本の順位が高い／低いだけで，一概
に「日本型教育」の良し悪しを判断することもできな
い．しかし，今後，日本の教育分野でも非常に重要とさ
れる ICT の基盤整備には，ハード・ソフトの両面で「多
額の投資」を必要とする．教育での ICT 活用の一層の
推進が求められる中，大学などの高等教育は，引き続き

図2　	教育機関に対する総支出の対GDP比（2018年）（4）	左から順に教育機関に対する総支出の対GDP比が大きい国，日
本は最下位から8番目で下位25％に入る．（出典：OECD）

図3　	高等教育機関に対する公的及び私的支出の割合（4）（濃青色が公的支出，淡灰色が私的支出）　左から順に公的支出の割合
（濃青色）が大きい国，日本は公的支出の割合（濃青色）が最下位から2番目に位置する．（出典：OECD）
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「健気な親たち」に教育費の負担を期待すべきであろう
か．ICT 活用の推進と先端教育投資が求められる私学の
経営状況も非常に厳しい．今後，高等教育で ICT 活用
を推進する際の課題の一つとして，明確な国家政策と公
的サポートの強化が挙げられる．その国の教育の発展を
けん引することは , 高等教育界の役割の一つでもある．

3 新時代に求められる能力と教育
新時代に向けて，求められる能力とそれを育成するた

めの教育が，国内外で検討されている．本章では，それ
らに関して，国内外でどのような検討や指摘があるかを
述べる .

3.1　OECDにおいて
Education2030 は，OECD が 2015 年に立ち上げた

プ ロ ジ ェ ク ト で ,「VUCA: Volatility（ 変 動 性 ），
Uncertainty（ 不 確 実 性 ），Complexity（ 複 雑 性 ），
Ambiguity（曖昧性）」（予測困難で不確実，複雑で曖
昧）な 2030 年の近未来を生き抜くために必要とされる
力 , その力を育成する方法などを検討している．そして，
そのような予測困難な時代を生き抜くために「エージェ
ンシー」（7）という力が注目されている．ここで言う

「エージェンシー」とは「自ら考え，主体的に行動して，
責任をもって社会変革を実現していく力」であり，将来

的な目標を見据える力，批判的思考力，現状に疑問を持
つ力などを意味するとされる．そのため，予測困難な時
代に向けて，自律性を育てる教育の実現，教科の枠を越
えた課題解決型教育である STEAM 教育（Science：科
学，Technology： 技 術，Engineering： 工 学，Arts：
リベラルアーツ・教養，Mathematics：数学，を活用
した文理融合の課題解決型教育）の実施などが求められ
る．

3.2　日本国内において
国内では，令和 3（2021）年 1 月の「中央教育審議

会答申」（8）において，今後の「日本型学校教育」にお
ける ICT の重要性が指摘されている．その理由として，
ICT の活用は，全ての子供たちの可能性を引き出す「個
別最適な学び」と「協働的な学び」を実現させるために
必要不可欠であるため，とある .「個別最適な学び」と
は，「指導の個別化」と「学習の個別化」に整理され，
子供一人一人の特性や理解度等に応じた柔軟な指導，一
人一人に応じた学習活動や学習課題等の提供による，子
供にとって最適化された学習を意味する．また，「協働
的な学び」とは，「個別最適な学び」が「孤立した学び」
に陥らないよう，子供同士や多様な他者と協働しなが
ら，必要な資質・能力を育成する学習を意味する．同答
申では，ICT の活用により，学習履歴（スタディログ）
や生徒指導上のデータ，健康診断情報等を利活用するこ

図4　学校数・学生数の国際比較（大学）（5）（出典：文部科学省）
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とによる教師の負担軽減，更に，ICT の活用による時間
的・空間的制約を超えた，他の学校の子供等との学び合
いの効果などについても示している．

そして，日本では令和 6（2024）年度から，デジタ
ル教科書が小中学校の英語から段階的に導入される予定
である．令和 3（2021）年 6 月の「デジタル教科書の
今後の在り方等に関する検討会議」（9）では，Society　
5.0（10）時代が到来しつつあり，また社会全体のディジ
タルトランスフォーメーション（DX）が急激に進む中，
これからの社会において，ICT を自在に使いこなすため
の情報活用能力は必須のものであると指摘する．実際，
高等学校の学習指導要領（11）に基づき，令和 4（2022）
年 4 月から，高等学校では情報教育（プログラミング
教育を含む）が強化され，大学入学共通テストにおいて
は，令和 7（2025）年度以降，新たな出題教科として

「情報」の追加の検討が発表された（12）．更に，高等学
校の学習指導要領は「生きる力」を育むために「主体
的・対話的で深い学び」である，いわゆる「能動的学習

（アクティブラーニング）」の実現を目標としている．そ
して，そのための具体的な学習方法として，令和 4

（2022）年 4 月から，高等学校では七つの「探究型学
習」の科目（古典探究・地理探究・日本史探究・世界史
探究・理数探究基礎・理数探究・総合的な探究の時間）
が設置された．探究型学習では，生徒自らが課題を設定
し，情報を収集・整理・分析・まとめ，発表を行う．

以上のように，新時代に求められる能力と教育が国内
外で示される中，今後，どのように ICT を有効活用す
るかが，日本の教育の大きなテーマとなる．ICT の活用
例としては，メール，チャット，SNS などのコミュニ
ケーションツールや，AI，XR など様々あるが , その中
でも「XR（AR/VR/MR 等）」について，そのメリット
や活用例を次に解説する．

4 XR（AR/VR/MR等）とは
XR（Cross Reality または Extended Reality）とは，

AR（Augmented Reality， 拡 張 現 実 ）,VR（Virtual 
Reality，仮想現実），MR（Mixed Reality，複合現実）
等の技術の総称である．最初に，それぞれの特徴や技術
面の違いについて説明する．AR は，主体となる現実世
界にディジタル情報を重ね合わせることで，現実世界を
拡張，人間の現実認識を強化する技術である．スマート
フォン・タブレットなどのカメラ機能や AR グラス・
AR コンタクトレンズ等を使って現実世界を眺めると，
ディジタル情報（画像等）が目の前に現れて，現実世界
とディジタル情報（仮想世界）が重なる世界を見ること
ができる．VR は，コンピュータなどによって作られた

仮想世界・映像世界を，あたかも現実世界のように体感
できる技術である．専用のヘッドマウントディスプレイ

（HMD: Head Mounted Display）などを装着すると，
360 度視点による仮想世界への没入感覚を体感できる．
MR は，仮想世界と現実世界を融合させることで，仮想
世界をより現実的に体感できる技術である．MR は，
AR とは逆に，主体は仮想世界となる．MR グラス等を
使って現実世界を眺めると，目の前に現れた 3D ディジ
タル情報（画像等）を手で操作することもできる．

したがって，AR は現実世界が主体，VR と MR は仮
想世界が主体というように，それぞれの違いは，どこの
世界を主体としているかでも説明できる．

5 教育分野でのXR活用の� �
メリットと活用例

本章では，XR（AR/VR/MR 等）について，教育分野
での活用のメリットと具体的な活用例（教育コンテンツ
の例）を解説する .

5.1　教育分野でのXR活用のメリット
現在，XR（AR/VR/MR 等）の分野は，そのハードと

ソフトの両面において，世界の多くの企業等が開発にし
のぎを削り，日進月歩で進化している．例えば，これま
で XR は主に「視覚的な没入感」の体験が中心だった．
しかし， 現在では，AI との組合せで「味覚の操作」も
可能になるなど，視覚を含めた五感（視覚，聴覚，嗅
覚，味覚，触覚）で体験できる XR テクノロジーが幾つ
も商業化されている．また，コンタクトレンズで AR を
見られる技術なども開発されている．そして，XR には

「体験」という価値に加え，臨場感，再現性，双方向性
などの特徴があり，教育分野での XR 活用のメリットと
して，次のような内容が挙げられる．

①　 体験型学習，能動的学習（アクティブラーニン
グ），探求型学習，対話型学習（インタラクティ
ブラーニング）などを実現し，これらは知的好奇
心の刺激，学習モチベーションのアップ，自主
性・主体性の育成につながる．

②　 高い再現性，現実に近いシミュレーション，情報
の 3D 化・可視化により，即時対応力や応用力の
養成，理解が促進される．

③　 教材の小形化，携帯のしやすさ，アプリ化により
時間や場所に依存せず学習できる．

④　 現代社会が求める STEAM 教育や遠隔授業・オ
ンライン授業を実現できる．

これらの XR の特徴とメリットにより，教育分野での
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XR の活用は，従来の学習にはない「高い学習効果」を
もたらすだけでなく，「新たな教育への転換」も期待で
きる．

例えば，大学の授業科目などにおいては，自宅等の遠
隔地からでもオンラインによって，バーチャル空間での
実験・実習もできる．特に，バーチャル世界では，実験
等は幾らでもやり直しができることから，「失敗をしな
い教育」から「失敗して学ぶ教育」への転換も可能とな
る．授業前にバーチャル空間で実験・実習を体験するこ
とにより，反転授業（反転学習）も実現できる．リモー
トやバーチャルによって，医療系学生のための試験

（OSCE，客観的臨床能力試験）対策等も可能となる．
XR が持つ高い再現性，現実に近いシミュレーション機
能等によって，リアルに近い体験に基づく学習が可能に
なり，学習方法の改善と知識の吸収の向上が期待でき
る．なお，フランス，ドイツ，イタリア，オランダ，ト
ルコ，英国，スウェーデンの学校で 740 人の学生を対
象とした海外の研究機関の調査では，3D を活用した学
習によって，テスト結果が平均 17％向上したという報
告（13）もある．

また，インターネットの接続と XR の活用があれば，
心身の問題等があって，通常の学習が困難な子供にも，
新たな形の学習機会の提供が可能になる．

5.2　教育分野でのXRの活用（教育コンテンツ）
5.2.1　XRのプラットホーム

現在，海外の教育分野で活用されている図 5 の
「EON-XR（イオン・エックスアール）」（14）というプ
ラットホームを使用した XR（AR/VR/MR 等）の例に
ついて紹介する．このプラットホームと 3D モデル・
360 度画像を活用した学習では，先生や生徒・学生は，
プログラミングや高度な専門技術を必要とせずに，没入
型の対話型学習（インタラクティブラーニング）が可能
になる．また，既存の 100 万点を超える 3D モデル等
を利用することで，先生や生徒・学生は，高度な技術を
必要とせずに，自ら 3D レッスン等を作成できる．更に，
専用のヘッドセットだけでなく，スマートフォン・タブ
レット・パソコンなど，一般的なデバイスでも利用でき
る．加えて，遠隔授業・オンライン授業としても活用で
き，複数の参加者によるリアルタイムな共同作業や音声
通話も可能である．プラットホームのライブラリにあ
る，各教科・科目に応じた豊富な 3D モデル等を利用す
ることで，デジタル教科書（教材）としても活用でき
る．

このように，各教科・科目に応じた既存の 3D モデ
ル・360 度画像，AI とも組み合わされた様々な XR 機
能を活用することによって，生徒・学生は自ら調べ，注
釈・関連画像・設問等を追加して，自分で作成した 3D
レッスン等を授業で発表，互いに教え合うことができ

図5　「EON-XR」プラットホーム内のライブラリ（14）

　100万点以上のAR/VRの 3Dモデル等にアクセスできる．スマートフォン・タブレット・パソコンなど一般的なデバイ
スでも利用できる．（出典：ソフトアンドニュー株式会社）
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る．これにより，自らが設定した学習課題とその解決に
向けて，主体的に学習に取り組むことができる．これら
は，海外では既に実践されている学習方法である．そし
て，このような方法によって，新時代の教育に求められ
る，主体的な問題発見と解決を目指す能動的学習（アク
ティブラーニング），生徒自らが課題を設定し，情報を
収集・整理・分析・まとめ，発表を行う探求型学習，相
互の対話を通じて自分の考えを深める対話型学習（イン
タラクティブラーニング），文理融合の課題解決型教育
である STEAM 教育などの実現に向けた取組みが可能
となる．

一方，教育分野での XR や AI などの先端技術の活用
は，生徒・学生の側に，高い学習効果をもたらすだけで
なく，教える先生の側に，業務の軽減と効率化等のメ
リットももたらす．XR や AI が，これまで実現できな
かった新たな方法で教育を補助し，「教える」という行
為の多様性をもたらし，時に先生の代わりに経験・知
識・技術等を授ける．XR 等を活用した遠隔授業・オン
ライン授業は，従来型の教育に存在した時間や場所の制
約からの解放にもつながる．世界で使用されている多く
の 3D レッスン等の教材の活用は，これまで必要であっ
た教材準備の手間を省くことにも役立ち，その一方で新
たな教育方法の開拓や確立にもつながる．

5.2.2　3Dレッスン等・アプリケーション例（15）

仮想空間内では，各参加者は自由に選べる「アバタ
（自分の分身）」を使用することによって，リアルタイム
で共同作業やコミュニケーションが可能である．EON-
XR プラットホームには“Spatial Meetings”という機
能があり，この機能を使うと，各参加者はそれぞれがい
る場所から指定された仮想空間（コードで共有）にテレ
ポート（瞬間移動）でき，その仮想空間内でアバタを使
用して，共同作業や会話ができる．各参加者は必ずしも
専用のゴーグルなどを必要とせず，一般的なデバイス

（スマートフォン・タブレット・パソコン等）から参加
でき，リモートでも対話型学習（インタラクティブラー
ニング）を実現できる．

図 6 は , 仮想の科学実験室で，アバタを使用したリ
モートによる共同作業の例である．Spatial Meetings
機能により，仮想空間内でもオンラインで会話をして，
現実世界のように移動したり，必要に応じて現実の映像
を使用したりすることができる．図 7 は，仮想空間内
でアバタを使用した心臓解剖学のリモートによる共同学
習の例である．Spatial Meetings 機能により，テレポー
ト（瞬間移動）した仮想空間内で，オンラインで会話を
しながら，解剖学として心臓内部の詳細を示したり，臓
器の一部を切り離したりして学ぶこともできる．

3D レッスンは，遠隔授業・オンライン授業でも利用
でき，学習の目的や理解のしやすさに応じて，AR と
VR を使い分けることができる．AR によって，現実世
界に等身大の 3D モデルを重ね合わせて，より現実感の
ある学習で理解が促進される．また，VR によって 3D
モデルの分解，組立て操作など，体験学習，反復学習・
トレーニングもできる．3D レッスンには，コメントや
動画像の追加，録画・再生機能などもあり，またクイズ

（設問）の機能により，学習の習熟度の確認もできる．
体験型学習 , 能動的学習（アクティブラーニング），探
求型学習などを実現し，これらは知的好奇心の刺激，学
習モチベーションのアップ，自主性・主体性の育成につ
ながる .

 図 8 は，動物細胞の 3D モデルを用いた，細胞の詳
しい構造や働きなどについての学習の例である．AR に
より，細胞の 3D モデルを現実世界に重ね合わせて細胞
を観察したり，VR により，細胞を分解して仕組みを理
解したりする．生徒・学生が既存の 3D モデルを用いて，
注釈や画像等を追加することで，自分で細胞の 3D レッ
スンを作成することもできる．能動的学習（アクティブ

図7　	アバタを使用した心臓解剖学のリモートによる共同
学習

仮想空間内でも，解剖学として心臓内部を示したり，臓器
の一部を切り離したりできる．（出典：EON Reality,Inc.）

図6　	アバタを使用した仮想のコロナウイルスラボでのリ
モートによる共同作業

仮想空間内でもオンラインによる会話や移動ができる．	
（出典：EON Reality,Inc.）
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ラーニング）によって，学習の理解度をより高めること
ができる．図 9 は，グーテンベルクが発明した活版印
刷技術と機械についての学習の例である．AR によって，
実物大の機械の 3D モデルを現実世界に表示させること
ができ，VR によって機械を分解して部品や構造を詳し
く学ぶことができる．また，歴史上重要な活版印刷の仕
組みや機械の動きを，アニメーション機能によって学ぶ
こともできる．図 10 は，コロッセオ（円形闘技場）な
ど古代ローマの歴史学習の例である．コロッセオの 3D
モデルに加えて，剣闘士や現在のローマの映像なども追
加して，AR と VR でローマの歴史を学ぶ．歴史・文化・
建築等の学習を，AR/VR を使用した没入型体験によっ
て，より理解を深め，記憶の定着を高めることができ
る．図 11 はバーチャルラボでの化学実験の例である．
アニメーション機能によって，実験器具の操作方法や試
薬の色の変化なども学べる．学生は遠隔地にいても，リ
モート操作で理論，概念，技術等を繰り返し学べる．遠
隔授業・オンライン授業としても活用できる．また「失
敗をしない教育」から「失敗して学ぶ教育」への転換，
反転授業（反転学習）が実現できる．図 12 は，AR を

用いた太陽系の学習の例である．AR とアニメーション
機能を用いて，太陽と惑星の位置や軌道を現実世界に重
ね合わせながら学ぶ．教室でも自宅でも，没入型の体験
学習ができる．情報の 3D 化・可視化により，理解が促
進し記憶の定着が高まる．

360 度視点の VR 体験は，自分の意思と視点によって
没入型の学習ができる．360 度カメラを使用して，自
分で撮影した画像をプラットホームにインポート，また
YouTube も利用して，360 度視点の VR 学習が可能に
なる．過去の出来事，世界中の景色，未体験ゾーンな
ど，実際に行ったり見たり，経験できないような場所や
状況を再現し，臨場感のある擬似体験によって学習やト
レーニングもできる．即時対応力や応用力の養成が期待
できる．図 13 は，360 度視点の雲を用いた大気の VR
学習の例である．様々な雲の種類によって，天気の変化
や大気の働きなどを学ぶ．360 度視点の星空観察であ
れば，星座の特定や天体の動きなど天文学についても学
ぶこともできる．図 14 は，数億点のコレクションがあ
る大英博物館の 360 度視点の VR 探索の例である．大

図11　バーチャルラボでの化学実験

リモート操作による , 遠隔授業・オンライン授業としても
活用できる．反復学習 , 反転授業（反転学習）などが可能
となる．（出典：EON Reality,Inc.）

図10　古代ローマ史のAR/VR学習

コロッセオの3Dモデルに加えて，剣闘士や現在のローマ
の映像なども追加して，ローマの歴史を学ぶことができる．	

（出典：EON Reality,Inc.）

図9　	グーテンベルクの活版印刷技術と機械についての
AR/VR学習

歴史上重要な活版印刷の仕組みや機械の動きを実物大モデ
ルで学べる．（出典：EON Reality,Inc.）

図8　動物細胞のAR/VR学習

3Dモデルを用いて，細胞の詳しい構造や働きなどについ
て学べる．（出典：EON Reality,Inc.）
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英博物館への仮想訪問によって，館内にある貴重なアー
トやオブジェクトのコレクションに近づくことができ，
人類の歴史，芸術，文化等を学ぶことができる．図 15
は，360 度の患者視点の擬似体験の例である．手術室
など病院内で患者目線の擬似体験をすることで，医師・

看護師等の医療従事者の育成や医療研究にも役立たせる
ことができる．リハビリテーション，患者のヘルスケア
への応用，学生の新しい医療トレーニング，試験

（OSCE，客観的臨床能力試験）対策など，様々な応用
が可能である．図 16 は , ユネスコ世界遺産であるアテ
ネのアクロポリスにあるパルテノン神殿を中心とした，
ギリシャの 360 度視点の VR 歴史学習の例である．こ
のような 360 度視点の VR 体験により，タイムトラベ
ル（時間旅行）やテレポーテーション（瞬間移動）を計
画して，歴史上の人物に会ったり，世界遺産・建造物を
見たりすることもできる．学校教育では，校外学習方法
としての活用以外に，実技 4 科（保健体育・技術家庭・
美術・音楽），防災訓練・避難訓練，職業体験など，VR
を活用できる分野・対象は多岐にわたる．

図15　病院内での360度の患者視点のVR擬似体験

患者目線を擬似体験することで，医師・看護師等の医療従
事者の育成や医療研究にも役立たせることができる．（出典：
EON Reality,Inc.）

図16　	360度視点のパルテノン神殿を中心としたギリ
シャ史のVR学習

学校教育では校外学習以外に，実技4科（保健体育・技術
家庭・美術・音楽），防災訓練・避難訓練，職業体験等でも
VRを活用できる．（出典　EON Reality,Inc.）

図12　ARを用いた太陽系の学習

太陽と惑星の位置や軌道を現実世界に重ね合わせながら学
ぶ．情報を3D化・可視化して，理解を促進し，記憶の定
着を高めることができる．（出典：EON Reality,Inc.）

図14　360度視点の大英博物館のVR探索

館内にある数億点のコレクションに近づくことができ，人
類の歴史，芸術，文化等を学ぶことができる．（出典：EON 
Reality,Inc.）

図13　360度視点の雲を用いた大気のVR学習

様々な雲の種類によって，天気の変化や大気の働きなどを
学ぶ．360度視点の星空観察であれば，天文学についても
学ぶこともできる．（出典：EON Reality,Inc.）
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6 教育分野でのXRの今後の展望

XR の一つである VR（Virtual Reality）は，日本語
では一般的に「仮想現実」と訳される．しかし，英語の
virtual は，本来「実質上の，事実上の」「現実世界には
存在していないが，仮想世界には存在しているようなも
の」といった意味である．今後，XR 関連の技術が更に
発展すると，バーチャルが英語本来の意味に近づき，リ
アルと類似性，親和性を持つことで，バーチャルとリア
ルが融合，調和した社会（世界）が到来するとも考えら
れる．そして，教育分野においても，XR の活用はこれ
までの時間的，空間的，物理的制約を克服し，バーチャ
ルとリアルの距離が一層近くなった社会（世界）で，新
たな教育・学習が始まる．

米国メタ（Meta）社（旧 Facebook）の最高経営責
任者（CEO）のマーク・ザッカーバーグ氏は「Viva 
Technology（Viva Tech）2021」の中で「私たちは指
をパチンと鳴らせば，ホログラムを出現させることがで
き，この 3D を全て実行できるようになります．あなた
がいる世界は実際に物理的である必要はなく，ディジタ
ルホログラムで簡単に置き換えることができます．将来
のテレビは実際に物理的に存在する必要はありません．
眼鏡が壁に映し出し共有できるアプリで済むかもしれま
せん」（16）と語った．XR 技術とデバイスの進化がもた
らす近未来の姿を示唆している．

来るべき Society 5.0，急速に進む国内社会のディジ
タル化・ICT 活用の一方で，国際社会においては「メタ
バース」が新時代に向けてのキーワードとなり，トレン
ドになりつつある．メタバースは，メタ（Meta，超越
した）とユニバース（Universe，世界）の合成語であ
り，現在，インターネット上の仮想の三次元空間を意味
する．米国 SF 作家ニール・スティーヴンスンの 1992
年の著書「スノウ・クラッシュ」において，「インター
ネット上の仮想世界」として用いられた名称が由来とさ
れている．その仮想空間では，利用者はアバタと呼ばれ
る自分の分身を操作して，空間内を自由に行動しなが
ら，他の参加者たちとコミュニケーションを取ることも
できる．現在，メタバースとは , インターネット上の仮
想の三次元空間を意味するが，XR とメタバースは同義
ではなく，あくまでも XR はメタバースを実現するため
の一手段である．そして，将来的に，メタバースが教育
分野でも有効活用されるようになると，XR は重要な教
育ツールとなる．教育とは，教室で対面によって行うも
のという既成概念や価値観を転換し，いつどこでも誰で
も，自分の分身，アバタを利用して学べる世界が教育メ
タバースであり，それをより現実に近い状態で実現する

教育ツールが XR である．日本政府は 2050 年までに，
人が身体，脳，空間，時間の制約から解放された社会を
実現するという「ムーンショット目標 1」（17）を掲げる．
そのために，誰もが多様な社会活動に参画できるサイバ
ネティックアバタ基盤の構築とサイバネティックアバタ
生活の実現が必要であるとされる．

現在，メタバースについては世界の多くの企業など
が，そのプラットホーム等の開発にしのぎを削ってい
る．そのため，日々変化を続けるメタバースはその明確
な定義が難しい点もあるが，現時点でメタバースの特徴
としては，次のような内容が挙げられる．

・誰もが遠隔地からライブ参加できる
・自分の分身，アバタを使って参加
・臨場感，双方向性のある世界（空間）
・ 現実世界と仮想世界の両方にまたがる（同期する）

世界
・ 個人活動から組織活動まで，様々な社会（経済）活

動ができる
・ 個人から組織まで，多くのコンテンツや体験を提供

できる

将来的には，インターネット接続があればプラット
ホームやデバイスにかかわらず，メタバースに参加でき
るようになるとも考えられる（インターオペラビリティ，
相互接続性・相互運用性）．

現在，米国 Meta 社がメタバースの分野で世界をリー
ドしている．同社が世界に向けて提供を開始したメタ
バースプラットホーム「Horizon Worlds」（18）は，ア
バタを使用したコミュニケーションツールやゲームとし
ての利用だけでなく，世界の有力企業によるマーケティ
ングでの利用など，新たな経済活動としての活用も始
まっている．また，アラブ首長国連邦（UAE）のドバ
イのように，政府が主導して「メタバース戦略」を打ち
出し，世界トップクラスの「メタバース経済都市」や

「メタバース新経済圏」の構想を掲げる動きもある．一
方，日本はどうかというと，多くの日本人にとってメタ
バースだけでなく，XR（AR/VR/MR 等）自体もまだ余
りなじみがないのが現状である．実際，国内における

「VR」の認知率は 90%，利用率は 5% という調査結果
もある．（2021 年 6 月，日本全国の 18〜59 歳の男女
を対象．）（19）．また，2022 年の世界経済フォーラム

（WEF）のためにイプソス（Ipsos）が実施したグロー
バル調査（20）によると，XR に対する期待はほとんどの
高所得国よりも新興国の方がはるかに高く，中国，イン
ド，ペルー，サウジアラビア，コロンビアでは 3 分の 2
以上の人が，XR を利用することに前向きである．とこ
ろが日本，イギリス，ベルギー，カナダ，フランス，ド

194 通信ソサイエティマガジン　No.63  冬号 2022



Technology Reviews and Reports 小特集 教育分野における ICT利活用の実例と展望解 説

イツでは 3 分の 1 未満となっている．また，「次の 10
年で，XR を使用したメタバースのアプリケーションが，
人々の生活を大きく変えることにどの程度同意するか」
という質問に対し，肯定的な回答をした人の割合が最も
高かったのは，総じて新興国である一方，最も低かった
のは日本，ベルギー，フランス，オランダであった．こ
の結果からも，世界の中で日本は XR やメタバースに対
して，期待や肯定的意識を持つ人の割合が低いことがう
かがえる．

このような現状の中，今後，日本はどのような対応を
取るべきか．日本においても，サイバー空間（仮想空
間）とフィジカル空間（現実空間）が高度に融合した人
間中心の社会である Society 5.0 や，アバタを用いて人
が身体，脳，空間，時間の制約から解放された社会の実
現を目指す，ムーンショット目標 1 などでも示されて
いるように，私たちはやがて仮想空間と現実空間が融合
した近未来の世界（社会）で，アバタを操作できる「当
事者」となる．ディジタルの分野において，これまで日
本は国際競争力を十分に発揮できたと言えないが，近未
来世界（社会）を支える先端技術である XR や，メタ
バースなどによる仮想空間での社会経済活動について
も，国として議論の促進や産官学の連携による対応強化
など，社会全体としての取組みも必要であろう．新興国
や世界の巨大企業などは，XR やメタバースに強い関心
を持って新時代の覇者を目指している．

技術の進歩は早く，XR や AI 等は日進月歩で進化し
ている．今後，XR 関連技術やメタバースなどの更なる
開発と進化，そのプラットホームや使用デバイスの利便
性と汎用性の向上などが望まれる．それによって，教育
分野においても XR はもっと身近な教育ツールになると
考える．XR は既にスマートフォン・タブレット・パソ
コンなどの身近なデバイスでも利用できるが，例えば，
MR 対応デバイスを使用すれば，自宅にいても，目の前
に現れたホログラムのような三次元像の相手（先生や友
人など）と会話をしたり，目の前に表示された情報（教
材など）を手で操作（スクロールやタイピングなど）し
たりすることもできる．このように，XR がより身近な
教育ツールになることで，新しい教育方法の確立，教育
効果の一層の向上などが期待できる．そして更に，XR
は教育に革命を起こす可能性も秘めている．

7 結び
世界との比較において，日本は国としてのディジタル

化の遅れが指摘されている．一方，OECD は日本は平
均的に教育水準が高く，ディジタルトランスフォーメー
ション（DX）を最大限に活用できる「大きな可能性」

を秘めていると指摘している（21）．しかし，世界的にも
教育水準が高いとされる日本だが，従来型の教育への固
執や，教育のディジタル化・ICT 活用といった世界の潮
流に乗り遅れれば，将来的に日本の多くの若者たちが新
たな学習機会を失い，やがて日本の教育の停滞にもつな
がりかねない．

感染症の世界的流行が，私たちに現代社会の課題解決
を急がせ，ICT 等のイノベーションの加速の必要性を気
づかせるきっかけにもなったことを先述した．この大き
な転換期にある現在，ディジタル化・ICT 活用などの現
代社会の課題解決に向けて，国家政策の推進や産官学の
連携によるスピード感のある , 力強い改革に取り組むべ
きだと考える．

本稿では，教育分野での XR（AR/VR/MR 等）の活
用のメリットと活用例，並びに今後の展望について解説
した．今後，日本の教育分野においても，伝統的な良い
日本型教育は大切にしつつも，XR や AI など世界の先
端技術の積極的な有効活用が期待される．その際 , 教育
に関わる当事者たちが新たな領域へと一歩踏み出し，新
技術等を積極的に活用していこうとする意識を持つこと
も必要となってくる．それにより，新たな「日本式」を
確立して，それが世界のロールモデルとなり，いずれ

「日本型教育が世界をリードする」ことを期待したい．
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 1	 まえがき
近年，AD/HD（注意欠如／多動性障害） （1），ASD

（自閉スペクトラム症） （2） ，（3），LD（学習障害） （4）や SLD
（極限性学習症），DCD（発達性協調運動障害） （5） ，（6）

などの発達障害や強い個性を有する子供への特性に
応じた教育・支援が課題となっており，学習面や生
活面において各児童の特性に応じた特別な教育・支
援が必要とされている （7）．我が国においても，この
ような児童が通常学級の中に 6.3％ほど存在すると
言われており （8），発達障害による社会との障壁や
「困り感」が原因で二次障害としてうつなどの心身
症を生じたり，いじめ・不登校につながったりする
など深刻な問題がある．このような児童に対して，
周囲の大人が「気づき」 （7） ，（9） ，（10），理解するこ
と （11），学校・家庭・専門機関が連携し協働して支
援していくこと，特に保護者と教員で「困り感」 （12）

を共有し密に連携を取ることが重要であり，早期の
対処・個別ニーズに合わせた支援が必要とされている．
しかし，百人百様の異なる状態像を持つ子供たち

に対して，個別の特徴に応じた支援は不十分な面が
多い．個々の多様性に応じた支援を行うためには，
最も長い時間を過ごす学校と家庭の行動を日々観察
し，保護者と教員が密に連携し，個人の性質をよく
把握することが重要であるが，多忙な現実社会では
密な連携は難しく，問題が起ってからの対処的な支
援がメインとなる．発達障害児者は，定型発達児者
とは行動や感情が異なる場合が多く，教員が個人の
行動パターンや性質を理解・把握することが重要で
あり，そのためには履歴を引き継ぐことが必要であ
るが，現実には詳細な行動パターンが理解できるよ
うな履歴の作成は教員の多忙さから難しい．個別の
教育支援計画及び指導計画（文部科学省通知） （13）

の作成も教員にとって負担感が大きいのが現状であ
る．2016 年 4月 1日から「障害者差別解消法」が
施行された．この中にある「合理的配慮」を有効に
生かすためには，支援や支援方法が存在すること
と，支援の対象者とのマッチングが必要となるが，
現状，学校と家庭，専門機関の支援者が情報共有の
ため話し合う場や時間が圧倒的に不足しており，適
した支援にたどり着けていない状態の児童生徒が多
い現状がうかがえる．対話の時間を持てたと感じて
いるケースでも，正しく情報共有できているとは限
らない．コミュニケーションしているようで部分的
な理解にとどまっていたり，両者が全く正反対のこ
とを考えていたりすることがある．そのような状態
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Summary 近年，AD/HD（注意欠如／多動性障害），ASD（自閉スペクトラム症），LD（学習障害）などの発達障害
を抱え，特別な教育ニーズを有する子供への特性に応じた教育・支援が課題となっている．しかし，発達

障害は状態像がつかみにくく百人百様の状態像を持ち，各児の特徴に応じた支援には不十分な面が多い．2016 年から「障害
者差別解消法」が施行された．この中の「合理的配慮」とは，障害を持つ人々に対して必要な環境整備などの支援を行うこと
であるが，現状，「困り感」とマッチングがうまくいっていないために，支援も受けていない児童生徒が多い現状がうかがえる．
そこで，個人の特性を把握するために，日々の学校，家庭，地域内での行動履歴・学習情報などを蓄積，ビッグデータから支
援プランを導出し，個人の特性に合わせた支援を提供するシステムを開発した．発達障害児者の個人の行動情報・学習情報な
どを密に収集し，多様な個人特性に応じた多様な教育支援をダイナミックに提案するプラットホームである．本稿では，本シ
ステム及びシステムでマッチングを行う外部連携システムについて紹介する．

Key Words 発達障害，特別支援，個別教育支援システム，ICF，ICF-CY，ソーシャルスキル
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でコミュニケーションを進めても齟齬（そご）や混
乱が生じたり，支援までの時間が長引いたりし，そ
の間に，二次障害，孤独や孤立に陥るケースも多
い．
また，発達障害は得意・不得意なことに偏りがあ

るため，「発達凸凹」と表現されることがあるが，
苦手な面については周囲から怠けているとか不真面
目だと誤解されたり，また，環境が異なると本来で
きることもできず失敗したりすることも多い．他人
からの評価が得られなかったり，失敗が積み重なっ
たりすることで自尊心の低下を招き，失敗の原因を
本人が自覚できないことも多い．ここで，問題が生
じてから対処的に支援を検討が行うのではなく，周
囲が発達障害児者を正しく理解し適時にふさわしい
支援を行うこと，本人のパフォーマンスを発揮でき
るように安定した環境を保つことが大事である．成
功体験を積み重ね，将来，自立できるように自信を
つけていくことが支援に求められる．
教育現場では，保護者，専門家を加えたケース会

議を定期的に行う必要があるが，多忙な現代社会に
おいては，毎日，その日のうちに保護者と教員とが
密に連携をとることは，時間的な拘束が大きいため
になかなか難しい．
更に，継続した支援が必要であり，就学前から小

学校，小学校から中学校，高校と個人の状態や傾向
を支援者が理解するための履歴を引き継いでいくこ
とも重要である．
特に，進級によりクラス担任が変わるとき，進学

や転校により学校が変わるとき，将来的に就職する
際などには，図 1に示すように教員や支援者間で
支援に関する情報を引き継げることが望ましい．
本研究では以上のような現状の課題を踏まえ，学

校と保護者と専門家を密につなぎ協働型支援を実現
させる ICT 個別教育支援システム「ぴこっと」を
開発し，2009 年から福井市，福井県内の小学校・

中学校・高校・特別支援学校 16 校で実証実験を
行ってきた （14） ，（15） ．以降にシステムについて紹介
する．

 2	 システムの概要
２.１　�ICT個別教育支援システム「ぴこっと」について
本システムは，発達障害児者と支援者の支援を行

うために，支援対象児童生徒の保護者，教員，教
育・心理・福祉・医学・工学専門家をステークホル
ダーとし，事例検討会を重ねてニーズを抽出，ユー
スケースを洗い出し，プロトタイプの開発を行い，
現在までにスパイラルモデルで継続的に研究開発を
行ってきた．
初期（2009 年時）のシステムの設計では，ス

テークホルダーと話し合い，以下のような要件を挙
げた．
（a）一番長い時間を過ごす，学校（集団の中で
の様子）と家庭の連携が最も必要であると考えられ
るため，「気づき」をその日のうちに担任と保護者
が密に共有し合える即時性があるもの．
（b）「一人の子をみんなで見ていく」という複眼
的視点が特別支援教育の本来の理念を実現可能とす
るもの．教育相談・学校・家庭の三者が子供に対す
る「気づき」を共有し支援をつなぐ場になり得るも
の．
（c）多忙な社会に住む教員，専門家，保護者が
取れる実現可能な手段であること．
（d）連絡帳や紙ベースと違って他人に見られる
ようなことがなく，プライバシーを守ることができ
るもの．
（e）児童本人の心情からみて，特別な目で見ら
れたり，個別支援を受けたりするのは嫌だという場
合が多いため，そのような場合も本人には秘密裏で
進められること．
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 図 1　履歴データの引継ぎ



(a)～(e) の課題に対して，保護者と担任のやり取
りにおいてセキュリティが高く，即時性や双方の時
間的な都合も考慮し，また，多忙なクラス担任にお
いても容易に日々の情報伝達を可能とするため，主
にパソコンやスマートフォンの画面上に5段階評価
の行動チェック項目リスト（各個人により行動チェッ
ク項目リストは異なり教員，保護者が行動チェック
項目リストを行動チェック項目バッテリーから5項
目程度選択し，行動チェック項目リストを初期設定
して使用）と，必要があればコメント記述を行える
テキストボックスを配置し，ボタン押下のみで，そ
の日の学校及び家庭の状態を関係者にメール配信を
行い，日々の情報共有ができるものを開発した．
更に利用者のニーズからシステムを用いて関係者

間で情報共有できるフォーラム機能を追加する等，
システムのバージョンアップを行い，2016 年には，
１.で述べた発達障害児者の支援を困難としている
問題である以下の点を解決する機能の設計開発を
行った．
ⅰ）発達障害児者は百人百様の状態像を持ち，時

系列で状態像が変化するため状態像の把握が困難で
あること．
ⅱ）支援者が状態像を把握できたとしても，多様

な支援方法の中からどのような支援を提供するのが
よいのかマッチングが難しいこと．
状態像の把握のために行動チェック項目に ICF

（International Classification ofFunctioning, Dis-

ability and Health，国際生活機能分類） （16）コード
をひも付けて個人の状態像を分類・表現した．統一
性の高い基準を用いることや，それらの記述を時系
列で分析できることなどが重要であると考えたため
である．個人の状態像の評価値を基に，現在の状態
像をサポートするためにはどのような支援が存在す
るのか，状態像と支援サービスとのマッチングの仕
組みを設計した．ここで，支援サービスとして，本
研究を通して（３.に示すような）個別ニーズに応
じた支援機器，教材を多数開発したが，百人百様の
状態像に応じた支援機器とマッチングするには，社
会に存在する外部の多様な支援サービスとのマッチ
ングが必要である．更に，支援機器からも本人の行
動情報を自動収集できるものがあることが望ましい．
そのため，特に個人特性に応じた支援機器や支援
サービスとの連携においては，より多様な IoT，ICT 
支援機器とともに支援をしながら連携し情報を収集
するため，API（Application Programming Inter-
face）を開発することで外部支援機器も容易に連携
できるようにした．また，個人を特定できるような
情報や個人の行動情報を外部に出さない仕組みとし
て ICFコードを用いた個人の行動特性と支援サービ
スのマッチングを行える仕組みを開発した（特許申
請中）．Cookie を用いず，個人情報を外部に出さず
ICF コードへの重み付けのみを用いたマッチング方
式をとる．
図2 に 2016 年にバージョンアップを行ったシス

テムを活用した連携支援体制を示す．ここで，それ
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図２　システムを活用した連携支援体制



以前のバージョンでは教員，保護者という役割を設
定していたが，2016 年のバージョンでは指導者，保
護者，支援者，当事者の四つの役割を設定した．支
援対象者を取り囲むグループが当事者の人数分作成
される．図3に1グループのユースケース図を示す．
自分が当事者の指導者または保護者または支援者と
なっていないグループのデータにはアクセスできな
い．最低数2 名で小グループは構成可能である．（当
事者＋指導者または保護者ロール1 名以上，例とし
て指導者が教員，保護者が父，母，支援者が心理専
門家等．）各ロールは，実際の職種等に関係なく，指
導者ロールは，対象とする当事者の教育支援におい
て指導者，保護者，当事者の日々の行動チェック項
目と期間ごとのチェック項目を選定し設定できる指
導的立場の利用者である．例えば担任が指導者ロー
ルとなる場合が多いが，母親が指導者ロールで設定
するケースや放課後デイサービスの支援者が指導者
ロールとなるケースもある．また指導者ロールも保護
者ロールも支援者ロールも複数人の設定が可能であ
るため，各教科担当が指導者ロールを選んだ場合で
は10 名近くを指導者ロールとして設定したケースも
ある．支援者ロールには心理専門家や福祉専門家が
設定されるケースが多い．

２.２　�行動の目標となるチェックリストを用いた評価
図4 にシステムで担任や保護者，支援者が日々入

力に用いる行動チェック画面を示す．
行動チェック項目は個別の指導計画，教育支援計

画の目標に相当するものとすることで，学校と家庭，
支援者間で同じ方向を向いた支援につながり個別の
指導計画，教育支援計画の活用につながる．また相
互理解が深まり，支援の手掛かりとなると考えられ
る．また，児童（人間）の発達において，ある行動
や性質に至る要因を分析しようと試みるのであれば，

過去に遡って様々な要因を調べることなくしては分
析が困難であるが，日々のチェックという時間的にも
密な定点観測データを蓄積することで，前方視野的
な検証も可能になると考えられる．

２.３　�支援システムで使用する行動項目に ICF�を用
いる意義

２.２で説明した行動チェック項目は現在約1,500 
項目となり必要に応じて追加している．（類似項目が
増えたため類型化を行い代表的なチェック項目100 
項目にまとめたものを用いることもある．）これらの
項目にはシステムのバックグラウンドで ICF コード
をひも付け，支援サービスとマッチングするときなど
の評価に用いる．
ICF とは，2001 年に世界保健機関（WHO）が採

択した生活機能と障害に関する国際的な分類である．
図5 のように，「生活機能」として心身機能（b）や
身体構造（s），活動と参加（d），「背景因子」として
環境因子（e）のように分類される （16）．
更に，それらを表1 に示すように，階層的に分類

していき，アルファベットと数字を組み合わせた約
1,500 個の ICF コードとして記述される．それらの
コードに評価点を与えることにより程度を表現するこ
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 図４　日々のチェックリストの画面

 図３　ユースケース図

図５　ICF の生活機能モデル
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とも可能である．
2007 年には ICF の児童版である ICF-CY が発表

され，2009 年には日本語版が出された （17）．ICF-CY 
は児童期に関する記述がより詳細にでき，学校生活
における分類や，メタ情報として詳細に記述できる
利点があるため，本システムにおいては，ICF-CY で
の記述を採用することとした．更に ICF-CY にない
項目については独自のコードを作成し追加している．
ICF は福祉や教育をはじめとする様々な分野で，

人間の生活機能と障害を分類する上で，世界の共通

言語として期待されている．情報科学の立場からは，
オブジェクト指向的な言語として捉えることもでき
る．各人や支援機器をオブジェクトとして捉えると，
ICF の分類は表1 に示すような心身機能，身体構造，
活動と参加などのプロパティと考えることができる．
図5 の中段の生活機能のまとまりが，人の状態像を
表すものであり，環境因子がその人にとっての障壁
やそれを取り除く支援といった具合に捉えることが
できる．
したがって，個人や環境に対し，状態を表現する

表１　ICF の分類（第1 レベルと第2 レベルの例）
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こともでき，例えば，支援を必要とする児童に関し
て，担任や保護者のみが持つ（暗黙知に近いため記
述が困難な）抽象的な知識に対しても，それを（形
式知に近い）具現化した知識として記述を試みるこ
とも可能である．今後様々な分野で人に関する共通
言語として用いることで，連携できるサービスが広
がると考えられる．

２.４　�ICF-CY�コードにひも付けた行動チェック項目
による状態像の記述

図3 のユースケース図に示すように日々の学校と
家庭の様子について，指導者，保護者，当事者（児
童生徒）は「ぴこっと」システムの画面（図4）から
各チェック項目に星の数（１～5）で評価を行い，必
要に応じてテキストボックスにコメントを入力する．
行動チェック項目リストは担任・保護者・専門家

によって作成されたものが多い．（特定の行動チェッ
ク項目を用いるケースもある．）身に付けてもらいた
いソーシャルスキル，時系列で把握したい学習・行
動面の特徴，その日に保護者が知っておくことで健
全で良好な生活を送れると考えられるような項目が
蓄積されている．対象の児童生徒に必要と考えられ
る項目について，あらかじめ保護者，担任，専門家
が相談し数項目程度選択しておく．（成長に応じて，
チェックリストを入れ替える．）
チェック項目の評価は，日々データベースに随時

追加されていく．このチェックリストの各項目につい
て，ICF-CY の分類と対応（ひも付け）させることに
より，児童の状態を ICF-CY を用いて記述する．行
動チェック項目に関するデータベース①～③につい

て説明する．

①項目のデータベース：
｛チェック項目ID,内容 ,ICF-CY の分類，重み係数｝
＝ ｛205, 授業や活動に集中していた ,b140,0.8｝ ,
　 ｛205,授業や活動に集中していた ,d110,0.5｝ ,…

このようにチェック項目と関連する複数の ICF 
コードがひも付けられており，重み係数（0～1 の
実数値）を与え関連の度合いを設定している．この
ひも付けや重みの初期値は心理，情報の専門家によ
るダブルチェックを経て与えている．
②日々のチェック項目管理データベース：
｛当事者 ID，チェック項目 ID｝
③個別支援チェック項目評価履歴データベース：
｛当事者 ID，チェック項目 ID，評価値，日付｝

ここで，①のチェック項目「授業や活動に集中し
ていた」においてひも付けられている ICF コード
b140 について，先頭の「b」は「心身機能」に分
類され，次の「1」は第 1 分類：第 1 章精神機能，
次の「4」は更に細分化され第 2 分類：個別的精神
機能，次の「0」は第 3 分類：注意機能のコードで
あり，注意の維持、注意の移動、注意の配分，注意
の共有の機能などが含まれる．また，d110 につい
ては，先頭の d は「活動と参加」に分類され，第 1 
章学習と知識の応用，第 2 分類：目的をもった感
覚的経験，第 3 分類：注意して視ること，である．
システムでは指導者ロール（担任や支援者を用い

るケースが多い）と保護者ロール，児童生徒ロール
に行動チェック項目評価機能があり，支援機器や支

図６　ER 図（行動チェック項目評価）と対応する1 日の行動チェック項目評価履歴画面



援サービスからも行動チェック項目の評価値を収集
できる．行動チェック項目評価の ER 図と 1 日の
チェック項目履歴画面を図 6 に示す．
本人の行動チェックに関して，自己理解ができる

までは行動評価値としてチェック項目を用いるよ
り，自己理解を深めるための教材として用いるケー
スが多いためである．児童生徒ロールはWeb シス
テムからログインはできず，Android アプリから
ログインが可能であるが，指導者ロール，保護者
ロールがチェックした行動情報を共有する機能はな
い．児童生徒向けに指導者ロール，保護者ロールか
らメッセージを送る機能が付いており，メッセージ
を見ることができる．保護者，担任の判断により本
人はシステムを用いないで支援者間で用いるケース
も多い．

２.５　成長記録の分析や確認
チェック項目の評価値やコメントをデータベー

スに蓄積・時系列管理することで，学校・家庭・専
門機関の三者が支援対象である児童生徒に対する
「気づき」を共有できるようにした．データベース
を活用することで，専門家が児童生徒の普段の状態
を理解し，保護者が支援を受けることもできる．
また，担任，保護者が 1 か月の履歴や 1 年の履

歴について，図 7 のようなカレンダー形式で振り
返り確認することができる．オレンジ色に表示され
ている日がチェックされた日であり，水色に表示さ
れた日は入力されていない日である．オレンジ色に
表示された日を押下することにより，その日の担
任，保護者，支援者の行動チェック評価値の全てと
コメント文を表示する仕組みとなっている．日々の
行動チェックについては，後で入力することも可能
である．利用者のニーズからあるチェック項目を選
択することにより，それらの評価値を星の色で表示
する可視化機能を開発した．この機能により，調子

が悪かった日の前後の履歴を見直すことなどが容易
にできるようになった．更に，各チェック項目の評
価について，図 8 のようなレーダチャートグラフ
で期間ごとの変化を視覚的に分かりやすく表現し，
支援対象である児童生徒の特徴，獲得できたソー
シャルスキルなど成長の様子を確認できる．また，
データベースは csv 形式でダウンロードできるた
め，教員が独自の視点でデータを分析するのにも役
立つ．

 3	 支援サービスとの連携
ICT 個別教育支援システム「ぴこっと」で蓄積

された日々の行動チェック項目の評価値，ICF で分
類した個人の状態像を基盤として，外部のサービス
である様々な機器や施設を紹介したり，学習アプリ
やソーシャルスキルトレーニングなどといった様々
な支援機器を利用したりするためには，支援に必要
となる情報を共有し連携する必要がある．図 9 に
示すように，API を介して外部支援機器や支援サー
ビスから，個人情報を保護しながら情報を共有する
ことを可能とした．
支援機器や支援サービスもオブジェクトとみな

し，人の行動チェック項目と同様に関連する ICF 
コードをひも付けた．この支援機器やサービスにひ
も付ける ICF コードの設定においても，福祉・情
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図８　 レーダチャートを用いた各チェック項目の変化の可
視化

図７　評価の可視化



報の専門家がダブルチェックしたものを登録した．
このことにより，当事者の行動チェック項目とそ

の評価値の履歴から当事者に勧める支援機器やサー
ビスをマッチングできる．
まず，支援対象者の行動チェック項目にひも付け

られた ICF コードと重み係数にチェック項目評価
値の積和と，支援機器やサービスにひも付けられた
ICF コードの一致度及び重み係数の積和を取ること
により，個人と支援サービスの連携としてマッチン
グの度合いとして行動チェック項目の評価値と支援
機器の一致度を算出する．チェック項目は望ましい
行動の評価点が 5 となるように作成されているた
め，必要な支援機器とのマッチングを行うために評
価値は反転した評価スケールを重みとして用いる．
評価値 4 であれば 2，評価値 2 であれば 4 のよう
に重みは評価値と反転した値をとる．また，個人と
支援サービスの ICF の一致度の抽出方法として
ICF コードには階層があるため，支援サービスA 
に b1131 がひも付けられている場合，個人の行動
チェック項目にひも付けられた ICF コードと一致
するとみなすものとして，b11（上位 3 桁一致）と
b1131（5 桁一致）の両方を対象とする．
一致度が高い順に上位 5 項目を，「ぴこっと」シ

ステムから，図 10 に示すように支援対象者の状態
像に応じた外部支援サービスとして提案する．次の
章において研究グループによって開発された外部支
援機器やサービスについて，以降に紹介する．

 4	 支援機器の開発事例
４.１　認知特性を把握しながら支援を行う機器の開発
トレーニングシステムや学習システムを通じ認知

特性を調べることで，より詳細な個人特性を把握す
ることができる．例えば，表情トレーニングシステ
ムにおいては，表情に関する刺激映像を提示した際
の表情筋活動を筋電図計測で調べることで，表情の
同調に関する特徴を捉えることができ，相手の表情

に対して自然な表情で返す訓練の一助となる．訓練
システムの開発と同調メカニズムの解明についても
進めてきた （18）．トレーニングシステムを用いながら
認知特性を把握し，個人に合ったトレーニング方法
にチューニングしていくことを可能とすることにつ
なげている．
また，「他者の手の運動を観察し，同じように手を

動かす」といった模倣時にミラーニューロンシステ
ムが活発化することにより，μ波の抑制といった現
象が生じることが知られているが，我々は，他者の
運動を観察した際に，手を動かさなくてもイメージ
を促すことで，ただ運動を観察しているときよりも
μ波の抑制が生じることを確認した （19）．このことか
らミラーニューロンシステムが余り活発でない場合
において，声掛け（例えば「頭の中でまねしてみて」
と言うことで）をすることで，学習効果を高めるた
めの訓練システムに取り組んでいる．
また記憶課題などに取り組んでいる際に，課題正

解時に（人の笑顔などといった社会的報酬）が課題
スコアの向上につながることが知られているが （20），
この特性を把握することで，個人特性に応じた課題
の難易度や報酬を調整し，学習効率の向上を目指し
た学習ツールの開発を進めている．

４.２　�苦手な面を克服し得意なことを伸ばすトレーニ
ングシステム

ASD 児者に対する療育現場では，ソーシャルス
キルトレーニング（SST: Social Skill Training）が
活用され （21），ICT を活用することで訓練の機会が
より増える．日々のチェックリストから状態像を把
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図10　外部支援機器の提案
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図９　API を用いた支援機器から行動評価値の収集
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握することで，先のようにシステムが外部支援機器
を紹介し，利用した外部支援機器からのスコアを
データベースに蓄積することを可能としている．
療 育 現 場 で は， 言 語 聴 覚 士（ST: Speech-

Language-Hearing Therapist）により，発話訓練
や表情認知や表出などの訓練が行われているが，
我々はこれらの訓練をコンピュータで支援するため
に様々な機器を開発してきた．
発話の明瞭度を向上させるための発話訓練シス

テム （22） ～ （24）などがあり，図 11 のように我々の開
発したシステムでは，発話の明瞭のみならず，コ
ミュニケーションスキルに欠かせない感情に応じた
豊かな表情，音声感情表現なども合わせて向上でき
るように工夫している．
一般に，ASD 児者の表情認知能力は定型発達児

者より低いことは以前から知られており，不快表情
や作り笑いのような矛盾感情の認知は困難であ
る （25）．他者と円滑なコミュニケーションを図り，
社会で適応するためのコミュニケーション訓練シス
テムが望まれている．ASD の子供向けに苦手とす
る表情認識やアイコンタクトを教示するウェアラブ
ル眼鏡の装置が考案されている （26）が，我々もこの
原理に基づき，両親や友人，支援者などといった身
近な人の表情認知を支援するシステムを開発し
た （27）．図 12 のように，対面する人の表情をスマー
トグラスのカメラで撮影，Android 端末で表情認
識し，スマートグラスに表情種を提示するといった

ものである．

４.３　失敗を減らすためのサポートシステム
よく忘れ物をする児童用に，ランドセルに IC 

リーダを読み取るタブレットを組み込み，教材や文
房具に IC タグを貼り付け，時間割に合わせてラン
ドセルに必要な物がそろっているかをチェックする
システムや，登下校の途中で通学路から外れてしま
う児童生徒のためにタブレットのGPS 情報から確
認するプロトタイプシステムを開発した．

４.４　�就労支援を目指したプログラミング教育システム
論理的思考能力を養う入門者用のプログラミン

グ教材として，図 13 のような発達障害児者の特性
を考慮して SPELL の法則（英国自閉症協会提唱）
を基調とした視覚デザインによるクラウド型プログ
ラミング教材を開発した （28）．プログラミング教材
で与える課題は「迷路脱出」であり，主人公のキャ

図11　言語聴覚訓練システム

(a) 発話訓練

(b) 呼気訓練

図12　スマートグラスを用いた表情認知支援システム



ラクタが迷路内でスタートからゴールに至る道筋を
計画する，といったシンプルなものである．キャラ
クタの進行方向や歩数を考え，また，それらを繰り
返すなど「気づき」を与える工夫をした．ステージ
は全部で 30 種類あり，ステージが進むにつれ迷路
が複雑化し，「制御構造：繰り返し」，「制御構造：
条件分岐」（敵が出現したら戦う，アイテムを拾う）
などうまく組み合わせて解決することが要求され
る．
ここで，教材開発で特に重要となるのが，発達障

害の特性を考慮して設計を行うことである．我々
は，次のような SPELL の法則に基づいて教材やカ
リキュラムを開発し指導方針を立てた．
・Structure：簡単で明瞭な枠組みの設定
⇒視覚化・構造化された教材開発
・Positive：ポジティブに関わる
⇒成功したらほめる
・Empathy：共感（理解）
⇒失敗しても励ます
・Low arousal：刺激が多過ぎると混乱するため低
刺激のもの
⇒見やすく落ち着いて作業のできる画面レイアウト
を用意
・Links：きずな
⇒地域，メンターや学生，仲間とのつながり，協力
課題を通じてコミュニケーションを促す場を提供

ASD は極端にシステム化する傾向にあるとされ
る （29）が，ASD 特性をシステム化という言葉で表

現することで，障害でなく強みとして捉えることが
できる （30）．発達障害者の就労，就労継続は発達障
害者支援の大きな課題であるが，システム化が得意
であることからプログラミングを得意とする方が多
いため，将来の就労に向け，その才能を伸ばすべく
発達障害者プログラマーの育成は重要と考えられ
る．現在，テレワークをはじめとして，IT 職はラ
イフスタイルに合わせて，場所や時間の制約を余り
受けずに，柔軟な働き方を生み出すことができるた
め障害者の雇用に適している．また，ASD 者は，
人の顔の目領域の注視に対して非常に負荷が掛か
る （31）ことが考えられることから，プログラミング
のように人と一緒に開発を行っても画面を注視する
ような作業の多いものはASD 者にとって負担が少
ないと考えられる．
プログラマーの仕事には，設計やコーディングの

みならず，デバッギングなど様々な役割があり，ま
た，IT 職全体においては文書作成，イラスト作成，
データ入力，計算など様々な役割を考えることがで
き，個々人の得意とする分野の見極めや，働く人に
特化した仕事の切り出しが一層重要になると考えら
れる．
上記の教材は，プログラミングに興味を持つ若年

層や障害者のみならず，大学文科系学部の教養の授
業でも要望もあり，プログラミング入門者に幅広く
利用可能である．大学理工系学部や工業高専のよう
な高度なプログラミングの養成など専門家を育成し
ている学校においても，プログラミングの導入部で
ビジュアルデザインに基づきプログラミングをしな
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図13　クラウド型プログラミング教育システム



がら，併記表示されている Java 風ソースコードと
対応させることにより，専門言語を用いたコーディ
ングの学習にも移行可能である．

４.５　�就労支援を目指した生活リズム支援，コミュニ
ケーション教育支援システム

人間が植物に触れて癒されるという効果を生か
し，農業を中心に「農福工連携」（農業・障害福祉・
工業）が盛んになってきている．しかし，農作業に
黙々と取り組むだけではなく，目標を明確化し，仕
事の中から「気づき」や「学び」を得て，成長して
いくことが重要である．
我々は，IoT を活用した作物栽培を通じて，コ

ミュニケーションを促進し，生活リズムを整える支
援システムを開発した （32）．
植物栽培においては，水やりや芽かき，収穫な

ど，タイミングを逃さず適切に作業を行うことが重
要である．図 14 に示すように，プランタにマイコ
ンを設置し，植物の環境を各種センサ（温度，水
分，照度）やイメージセンサで把握し，マイコン画
面に表示されたアバタが音声メッセージを介して，
水やりなどのタイミングや加減といった栽培に関す
る作業や，朝には照度が低いとカーテンを開けてな
どといったアドバイスをするものである．このシス
テムは，利用者の就寝時間など生活リズムや環境，
健康状態などをモニタリングし，コンディションが
整うようにアドバイスすることもできる．

 5	 まとめ
システムの実証実験を行い，教員，保護者，支援

者から本システムの有効性が示された．特に教員，
保護者から利用へのニーズは多いが，社会実装に向
けて今後の発展的課題として教員の業務軽減という
課題が浮かび上がった．効果的な教育を確保しつ
つ，業務削減を行うことが現場からの切実な要望で
ある．そのためには，重複業務を削減することが喫
緊の課題となっている．現在，福井県教職員組合の
協力を得て，（株）日立ソリューションズ東日本の
運用により高いセキュリティ管理を保ちながら
PoC（概念実証）を実施している．現在の課題とし
ては教員と保護者の多忙が大きな問題となっている
ため，児童生徒への効果的な支援を行いながら，教
員と保護者の多忙を解決するために重複業務を一元
化できるような仕組みを開発している．教育体制と
システムが協調的に進み，全ての児童生徒と保護者
が誰一人取り残されない社会につなげたい．
また近年，個人情報の厳密な管理が必要となり，

政令・規則・ガイドライン等の整備が急速に行われ
ている．改正個人情報保護法 （33）が 2022 年 4 月か
ら施行され，情報技術の革新が進む中で個人の権利
利益を保護する内容となっている．要配慮個人情報
に関する政令，規則，また医療情報を扱う際のガイ
ドラインも公表された．例えば 2021 年 1 月に厚
労省から公表された「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」 （34) は，クラウドサービス事
業者との責任分界に関する考え方が追記され，認
証・パスワードの対応，サイバー攻撃などによる対
応，外部保存受託授業者の選定基準対応等が改定の
主なポイントである．また総務省の「クラウドサー
ビス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関
するガイドライン」，経済産業省の「医療情報を受
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図14　コミュニケーション型自立支援システム



託管理する情報処理事業者における安全管理ガイド
ライン」が定める要件を整理・統合したガイドライ
ンを，2020 年に「医療情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者における安全管理ガイド
ライン」 （35）として総務省と経済産業省から公表さ
れた．技術革新が進む中，対応すべき事項について
明確であることは社会実装に向けて何が必要かを明
らかにする上で大きい．またガイドラインの定期的
なアップデートへの対応も必要である．

 6	 今後の展望
本プロジェクトの目的として，システムを用いて

誰一人取り残さず社会で輝いて生きていけるような
社会にしたいという思いがある．発達障害を持つ児
童生徒が社会に出たときに，へたらずに働けるよう
に，社会に出る時期に間に合うように，密に，効率
的に協働型支援を実現させ，より良い生活を送り，
学ぶ機会を増やしたい．全ての人が必然的に支援を
受けることができる環境整備のためにも ICT を用
いた支援が必要である．IT や AI の発展により将
来人の仕事が奪われることが危惧されているが，ど
んなに優秀で熱意のある教員や保護者でも 24 時間
休みなく見守ることはできない．人と機械の協働に
より，困っている子供たち一人一人にたくさんの人
の手を掛けることができる時代が来ることで，今
困っている少数派で多様な人々も含めた皆のQOL 
が向上し，障害の有無にかかわらず人が人のために
働くことができるような社会となるのではないかと
思う．そのため，多忙な現代社会で実現可能な手段
として，保護者と学校と専門家をつなぐ ICT 個別
教育支援システムがその役割を果たすと考えてい
る．
新型コロナウイルス感染症，Society 5.0，GIGA 

スクール構想，ディジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）など，様々な社会構造の変化が起きてい
る．特にコロナ禍で学校現場で IT 化が進み，現在
一人 1 台のデバイスインフラが整いつつあり，こ
の流れは加速すると考えられる．
そのため，本プロジェクトにおいて最も重きを置

いていることは，社会実装・社会還元しながら分析
することである．技術革新の目まぐるしい IT 分野
においては，ニーズに応えるべく迅速にシステム開
発し，実稼動させながらスパイラルを巻き起こすよ
うに適応させていくこと，特に，少数派の「困り
感」を見逃さないことが必要である．そのため，社
会動向に目を向け，多方面の研究者，特に人文社会

研究者，工学研究者，現場教員が協働し，社会に適
応させた人間中心のシステムを設計・構築すること
を目標とし，児童生徒と家庭の「困り感」やニー
ズ，学校運営体制と現場のニーズを分析する．その
上で，教育的支援と福祉的支援のメカニズムとその
課題を明らかにし，実現可能性，持続可能性のある
支援体制の提案と構築することが重要である．
謝辞　本研究は科研費：18K02896・19K12245・

22K02786・22K12283， 総 務 省 SCOPE：
162305008，平成 29 年度 総務省プログラミング
教育普及推進事業の助成を受けた．ICT 個別教育
支援システムは㈱日立ソリューションズ東日本の管
理運用により PoC を進めている．
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1 はじめに
近年のコロナ禍においては，世界中でオンライン授業

が注目された．対面授業ができないので代わりにオンラ
イン授業を実施したという．

ところで，オンライン授業は対面授業の代わりになる
ものなのか．また，オンライン授業と対面授業は相反す
る授業なのか．オンライン授業と遠隔授業は同じものな
のか．これらの混乱はオンライン授業自体が明確に定義
されていないことが原因である．筆者は，オンライン授
業の類型化を行い，その定義を行った（1）．筆者の考え
るオンライン授業の定義は，授業でインターネットを利
用しているかどうかである．インターネットを利用して
いない授業はオフライン授業である．よって，対面授業
の中でインターネットを利用していれば，それはオンラ
イン授業でもある．また，オンライン授業で同期してい
る授業をオンライン同期型，すなわちリアルタイム授
業，非同期のものをオンライン非同期型，すなわちオン
デマンド授業とした．よって，この定義によれば遠隔授

業とは，昔からある通信教育などのオフライン非同期型
も含むことになり，「オンライン授業イコ－ル遠隔授業」
ではないことになる（図 1）．

また，筆者はそれぞれの型における教育効果のアウト
カムの量の可能性を考察し，最も教育効果の高い理想の
授業は「対面授業の中にオンライン授業を補足的に利用
した授業」とした．すなわち，対面授業とオンライン授
業は相反するものでなく，融合して実施すべきものであ
り，あえてここでは「オンライン対面授業」と呼ぶこと
にする（図 1 のピンクの枠内）．その結論に至った背景
には，筆者自身が教育現場に 40 年以上携わってきたこ
と．そして筆者の勤務校で 20 年以上オンライン授業に
関わり，筆者自身も様々なオンライン授業の実践を行っ
てきたことによる．

本論では，ささやかながら筆者が行ってきたオンライ
ン授業の実践例を過去三つの時期と現在に分けて幾つか
紹介し，オンライン授業がこれからの学校現場でどのよ
うに使われていくべきかという考えを述べたい．

図1　オンライン授業の定義　文献（1）を改変
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2 オンライン授業の黎明期� �
（1990年代）

筆者がオンライン授業の本格的実践を行ったのは，
1998 年である．当時はインターネットが世に急速に広
まった時代である．本校は 1996 年に NTT の協力の下
に 1.5 Mbit/s のインターネット回線が入り，校内 LAN
が構築されていた．実践は，野外と教室をインターネッ
トでつないだ授業で，第 4 学年理科における「流れる
水のはたらき」という単元であり，東京都を流れる多摩
川に教員が出掛けて，テレビ会議をしながら授業を行う
というものだった．使用したのは，PHS で，転送速度
は 33.6 kbit/s というものだった（2）．今では考えられな
いような遅いスピードであるが，当時はこれでも高速回
線であった．次年度は，今度は撮影する場所を多摩川の
上流・中流・下流の 3 か所にし，3 か所同時のテレビ会
議を行った．また，児童自身によって収集した写真など
の情報を，校内 LAN を利用して情報共有させて授業を
展開するという実践であった（3）．テレビ会議を利用し
た小学校での授業実践として，また，校内 LAN を情報
共有という考え方で利用したことも先駆的な実践報告で
あったと思う．しかし，PHS によるテレビ会議は，映
像が不鮮明で音声も遅延が生じており，今の Web 会議
とは比較にならないほどの劣悪な情報環境であったと思
う．しかし，野外とつながったときの児童たちの歓声は
今でも覚えている．

3 PC時代の実践� �
（2000年〜 2009年）

21 世紀の 2000 年代になると，インターネットは更
に学校現場にも浸透し，その利用について急速に気運が
高まってきた．大学では，e-Learning の導入が始まり，
多くの学校でコンピュータ教室が作られるようになっ
た．また，電子黒板などの導入やディジタル教科書も作
られるようになった．校内 LAN が早い時期に構築され
ていた本校は，1999 年には「情報」という教科を作り，
専任教員 2 名を採用し全学年で授業を行った．また，
慶應義塾一貫校理科グループとして科学技術振興機構

（JST）の「教育用 IT 環境を利用した科学技術・理科教
育のためのデジタル教材活用共同研究」のメンバーとし
て，また，筆者は「IT 活用による革新的な科学技術・
理数教育基盤システムの研究開発及び実証実験」のメン
バーとしても数々の実践を重ねることになった．2003
年時点では，校内には約 200 台のノート PC を導入し，
全教室に50インチのプラズマディスプレイを導入した．
当時のオンライン授業は主にディジタル教材を利用した

授業実践と，情報スキル，情報リテラシーの教育が中心
であった．筆者も JST で開発した「理科ねっとわーく」
の Web 教材を授業で活用する実践や，当時世の中に出
たばかりのグーグルアースを授業中に児童に見せながら
行う地学教育の実践なども行った（4）．また，当時開発
されたばかりのバーチャルリアリティを利用した教育実
践の共同研究なども行った（5）．

インターネットにつながった PC を授業中に一人 1 台
提供できたことは授業のスタイルが大きく広がったこと
になる．とは言え，当時は回線スピードもまだ十分でな
く，全員一斉にネットにつながりにくい状況であり，
PC の起動にも時間も掛かった．また電子黒板やディジ
タル教科書も確かに便利ではあるが，誰もが日常的に全
ての授業で活用するという段階ではなかった．

4 タブレット時代の実践� �
（2010年〜）

iPad が発売されたのは，2010 年である．これを機
に，世の中にタブレット端末が急速に広まった．PC 利
用と比べて起動時間はあっという間である．そして何よ
り小形軽量である．更にディジタルカメラも付いてい
る．そして教育に使えそうなアプリも続々と開発されて
いる．学校現場では，これからは PC に代わりタブレッ
ト端末が導入されていくことが予感できた．

早速，本校では 2013 年から Android 端末 50 台を導
入して実践を行った．筆者はスマートフォンのアプリを
利用した実践を報告した（6）．

そして，今まで学校の備品として教室に設置していた
PC やタブレット端末を，一人 1 台，児童個人の文房具
として導入したのが 2018 年である．導入したのは，
iPad（Apple 社 製 ） で あ り， こ の と き に 初 め て，
BYOD（Bring Your Own Device）が実現したことに
なる．更に，2018 年 12 月からクラウド型授業支援シ
ステム「ロイロノート・スクール（以下ロイロノート）」
を導入した．これにより，本校は全ての教科において日
常的に，iPad を使っての授業を行っている．ただ，当
然ながら教科や指導者によってはその利用頻度は異な
る．筆者は現在理科専科であるので，理科の授業の中
で，ほぼ毎時間と言っていいほど iPad を利用した「オ
ンライン対面授業」を行っている．

2020 年 3 月には，コロナ禍で一斉休校になったが，
既に BYOD が実現し，GIGA スクールが実現していた
本校はオンライン遠隔授業を比較的スムーズに行えるこ
とができた（1）．
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5 現在筆者が行っている� �
オンライン授業の一例

ここでは現在筆者が行っている「オンライン対面授
業」の実践例を幾つか紹介する．筆者はオンライン授業
の教育効果を考察する上で重要な三つの要素である，教
師，教材，協同学習者に視点を当てて，その教育効果を
予察的に考察した（図 2）．オンライン遠隔授業と比べ
てオンライン対面授業の優れている点は，それぞれで示
される教材が実物であるということである．実物は映像
などよりはるかに情報量が多い．そして，協同学習者か
らは，同期したフィールドバックが常に受けられるこ
と．教師からは，同じく同期したフィールドバックが得
られるとともに，教師の表情などのノンバーバルコミ
ニュケーションから得られる教育効果が大きい．よっ
て，対面授業の中にオンライン授業を融合させること
で，教材から得られる効果として，教材の保存性，再現

性，共有性が格段に上昇する（1）．よって，ここではそ
れらに視点を絞ったオンライン対面授業の実践例を紹介
する．

5.1　教材の保存性の実践事例「iPadのカメラ活用」
授業では，児童に iPad のカメラを使い，様々なもの

を撮影させている．数年前までは，ディジタルカメラは
共用のものであり，児童に貸し出すものであった．今
は，児童一人一人が持っているものであり，これが実現
できたことは教育的に大変大きな意味がある．児童は便
利な文房具として鉛筆やノートと同じように日常的に利
用している．

・作品の撮影：例えば 2 年生の生活科で，児童に作ら
せた様々なものづくりの作品の写真を撮らせてロイロ
ノートの提出箱に提出させている（図 3）．工作などほ
かの授業の作品なども同様である．児童は自分の作品を
1 年間，あるいは 6 年間のポートフォリオとして保存で
き，またほかの人の作品もお互いに鑑賞することができ
る．更にこれにより展覧会やコンクールなども容易にで
きるようになった．

・ノート，スケッチ，ワークシートなどの撮影：紙媒
体に書かせたものを撮影させてそれを提出させる．例え
ば，ノートやスケッチなどの写真である．教師はそれぞ
れにコメントを記入して評価し，簡単に返却ができる．
オンラインがなかった頃は，ノートやスケッチ自体を提
出させており，その回収，未提出者のチェック，返却に
多くの時間が掛かったが，それが今は実に容易にできる
ことになった．図2　オンライン対面授業における三つのアウトカム

図3　2年生の作品である松ぼっくりクリスマスツリー
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・自然の図鑑作り：「自分だけの○○図鑑」として，
様々な自然を撮影させて図鑑を作成させている．例え
ば，5 年生では春に学校内の花の写真を撮影させて，そ
の名前を同定させて図鑑にしている．花が好きな児童
は，身近な花の写真を自ら撮影し，図鑑のページをどん
どん増やしている．また，3 年生は遠足のときに埼玉県
の荒川で石拾いをさせている．石の名前を同定させて，
石図鑑を作成させる．4 年生では，千葉県館山の海浜学
校で貝拾いをさせているが，自分で拾った貝殻の図鑑を
作らせている．また，5 年生になると顕微鏡の使い方を
指導するが，そのときは，顕微鏡写真にも挑戦させてい
る（図 4）．顕微鏡写真は，iPad で撮影するときは専用
のアダプタなども市販されているが，人差し指と中指を
接眼レンズに当てて，少しずつ調節しながらピントを合
わせると，小学生でも容易に写真撮影をすることができ

る．筆者はこれを「ピース撮影法」と名付けて指導して
いる（図 5）．顕微鏡写真は，昔は高価な一眼レフと特
殊な撮影器具がないと撮影できなかったものであるが，
今は，小学生でも自分の手で撮影できるようになったわ
けである．

また，自然の写真撮影は，様々な動植物，季節の様々
な自然現象，星や月，月食などの天体写真なども積極的
に挑戦させている．筆者が行ったものとして，「月食写
真コンテスト」，「国際宇宙ステーションの撮影に挑戦」，

「冬の自然写真コンテスト」など自由参加のコンテスト
を行った．撮影方法の応用として，露出固定の方法や，
撮影した写真のトリミング，明るさや色調の編集方法な
ども教えると，さっそく活用できる児童も現れ，その児
童を通じて周りの児童にもその技量が広がっていくこと
になる．そして児童の中には，撮影技術が大人でも驚く
ほどに高いものも出てくる．

また，教師自身も自分で撮影した写真で様々な図鑑を
容易に作成でき，それを児童の同定用に一斉に配信して
いる．オンラインがない時代では，児童全員分の図鑑を
購入するか，カラー印刷して配布するしかなく，多くの
費用と労力が掛かったものである．

・実験の動画像撮影：静止画像だけでなく，動画像撮
影は児童にとって魅力的である．筆者は授業で行ってい
る様々な実験を自由に動画像撮影させている．動画像は
その後の授業の考察に利用し，児童も手元で再確認でき
る．また，例えば，4 年生の単元に「空気のあたたまり
かた」がある．ここでは，暖められた空気は軽くなり，
上に行くということを学ばせる．筆者は，いつも演示実
験として，イギリスで購入してきた巨大バルーンという
教材を使い，校庭で実験をする．この実験を行うとき
は，児童は何も言わなくてもほぼ全員が動画像や写真を
撮影する．巨大なバルーンが太陽の熱によって温められ

図4　児童が撮影した顕微鏡写真

図5　	iPad で顕微鏡写真を撮っている児童，左手の中指
と人差し指を使いピントを合わせている（ピース撮
影法）

図6　巨大バルーンの演示実験で動画像を撮影する児童たち
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て，上っていく光景は児童にとって感動的であり，多く
の歓声とともに動画像に収められている（図 6）．

5.2　再現性の実践事例
ロイロノートには，写真などをカードにしてつなげる

機能がある．これを利用すると継続的な記録ができる．
例えば，4 年生ではヘチマを種から実ができてまた種が
できるまでを継続的に観察する．今までの指導法なら
ば，ノートに観察記録をスケッチするか，カードを作
り，それを貼り付けていくなどの指導法が行われてい
た．しかし，これをオンラインでカードとして継続して
保存していけば再現性も高まり，有効な指導が可能と
なった（図 7）．

また，4 年生では，「空気でっぽう」という単元があ
る．この単元では，空気でっぽうは，空気が押し縮めら

れることで飛ぶことを指導する．そこで，児童には
iPad のカメラについているスローモーション機能で撮
影を行わせる（図 8）．そして，撮影した動画像を再生
して再現することで，玉が発射した瞬間に，どのくらい
空気が押し縮められているかを調べて，飛ぶ距離との関
係を考察させることが可能になる．また，発射した瞬間
に，筒の先から湯気が出ていることに気づかせる．これ
は減圧により雲ができる現象と同じである．

5.3　共有性の実践事例「自由研究の発表会など」
児童に自由研究をさせた場合，できる限り発表の場を

設定させたい．しかし，全員にさせると多くの時間を割
かなければならない．そこで行うのは，グループに分か
れての発表会である．グループ発表会は，児童に自分の
自由研究の内容を，パワーポイントなどのプレゼンソフ
トで作成させて，それをファイル共有させて発表させ
た．今までなら，時間が掛かりすぎて不可能だった全員
の発表会が簡単にできるようになったわけである．

また，学期や学年のまとめのテストの前には，各自に
テストの予想問題を作らせて，お互いに共有させ，お互
いの作成した問題を解くことで協同学習が可能になる．

このような共有機能を利用することで，様々な協同学
習を容易に行うことができるようになったわけである．
筆者の学校は，ロイロノートを利用しているが，同じよ
うな機能は，Google Classroom や Microsoft Teams
などでも可能であり，このような協同学習の実践が急速
に広がっているであろう．

図8　空気でっぽうのスローモーション動画像撮影

図7　ヘチマの観察　カードをつなげることで継続的な観察が視覚化できる
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6 これからの学校現場における
オンライン授業

誌面の都合もあり，紹介できた「オンライン対面授
業」の実践例はほんの僅かである．筆者はこのような授
業を日常的に行っており，今やタブレット端末は児童と
教師にとって欠かすことのできない文房具になった．そ
して，従来できなかった様々な授業が可能になった．児
童への教材配信，児童からの提出は便利になり，印刷物
は大きく減少した．高品質な教材を容易に児童に与える
ことが可能となり，その保存性，再現性，共有性も格段
に高まった．

オンライン授業の利便性が高まると，児童にはノート
を取らせなくてもよいし，板書もいらないだろうという
意見が出てくる．また，教師も選ばれた優秀な教師が
Web 会議で行えばよいであろうという意見も出てくる．
筆者はこのような意見には反対である．実際に筆者は授
業では板書をし，児童にノートを取らせている．教師が
対面で児童に向かい，児童と対話をしながら授業を行っ
ている．すなわち，可能な限りのノンバーバルコミュニ
ケーションも取るようにしている．筆者はこのような授
業の教育効果が高いことを長年の経験から感じているか
らである．コロナ禍で，多くの学校が余儀なく遠隔授業
をさせられた．しかし，現在は可能な限り対面授業の実
施が求められるようになった．このことは，対面授業の
教育効果が高いことを世の中が再認識する契機となった
わけでもある．

今後，「オンライン対面授業」は授業形態としては当た
り前になってくるであろう．ただ，注意しなければなら
ないのは，オンライン授業はあくまで便利な教育方法に
すぎないことである．江戸時代の寺子屋の教育が口述筆
記だったが，明治時代に黒板とチョークが導入され，指
導方法が大きく変わったように，オンライン授業は今後
の教育スタイルを間違いなく大幅に変えていくであろう．

しかし，教育は，人が人を教えるものであり，その不
易の部分は変わらない．これからの学校現場では，この
オンライン授業の有効な活用方法を科学的に検証し，効
果的な利用方法を模索していくことが大切である．そし
て，何より大切なのは，教師の役割であると思う．コロ
ナ禍では特に，オンライン授業ができる教師，ICT を使

いこなせる教師があたかも優秀な教師として扱われる風
潮があった．しかし，本当に優秀な教師は，オンライン
授業や ICT をどのように利用すれば，教育効果が高い
かを認識している教師である．それらを得るためには，
教師自身の経験や研修が必要である．また，大学での教
員養成のあり方など様々な課題が満載である．今後ます
ます ICT は進化し，教育の現場に更に便利な道具とし
て子供たちの手元に渡っていく．これからの教師は，そ
れらを手にする子供たちの中に入り，ファシリテーター
としての役割を果たすことができるかどうかがますます
重要になってくると考える．
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1 はじめに
コロナ禍の経験を通じて，我々大学教員のオンライン

教育に関する敷居が下がり，教育手法も身近になった．
一方で，コロナ禍の前を思い返すと，興味がある一部の
教員が授業で活用する程度で，なかなか全学的に広がら
ないとよく言われてきた．しかし，大学の入り口として
求められる，高校段階までの力の補修を目指すリメディ
アル教育や，学士課程教育で共通して身に付けておくこ
とが望ましい力の養成を目指すキャリア教育など，時代
の要請に基づく新たな教育内容の導入場面では，大学と
して検討・実施されてきたことも事実で，そうした事例
を振り返ることは，“ポストコロナ”における組織的・
戦略的なオンライン活用に対する有用な知見を提供して
くれる可能性がある．本稿は，こうした趣旨にのっと
り，日本の ICT 活用教育の組織的な運用事例を振り返
りながら，今後のオンライン教育推進のための一助を
願っての寄稿となる．

日本の高等教育における組織的な ICT 活用のシーズ
的な取組みは，文部科学省の政策の一環で推進された

「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP，2003 年
（平成 15 年度）開始）」や「現代的教育ニーズ取組支援
プログラム（現代 GP，2004 年 ( 平成 16 年度 ) 開始）」
が挙げられる（1）,（2）．特に，現代 GP「テーマ 6」は，全
学的に e ラーニングを推進する大学が選定されており，
その事例の多くが公開されている．このプログラムでは，
対面授業を基軸とした教育課程に適用された内容を中心
に採択されており，その後の ICT 活用教育の試行プロ
ジェクト（シーズ的な取組み）と位置付けられる．e
ラーニングを活用する動機については，高度人材育成に
向けたキャリア教育（青山学院大），基礎教育支援（金
沢工大）といった，新たな社会背景を踏まえた補完型教
育に関わるものや，大学内の教育内容の共有（関西大，
千歳科技大）といったカリキュラムの可視化の原形とな

る取組みがあった．また，キャンパス間の物理的な距離を
埋める取組み（信州大）や大学（機関）連携を意識した
取組み（帝塚山大，長岡技科大）など，現在のオンライン
教育導入の背景につながる事例が見て取れる．いずれの
取組みも，従来できなかったことができるようになった
という点で，大学教育全体に与える影響力は大きい．

一方で，全学的な試行を通じた課題も明らかになっ
た．特に，関係者間で議論になった課題は，システムと
コンテンツの維持という技術的側面に関するものであっ
た．しかし，こうした技術的な課題は，今から振り返る
と徐々に解決されていった．例えば，システムについて
は，研究を兼ねて独自システムの試行を行う大学（千歳
科技大，電通大，帝塚山大ほか）も多かったが，熊本大
を中心にオープンソースである Moodle の積極的な運
用を展開し，こうした流れは他大学を含めて全国的に広
がった．コンテンツに関しては，大学間で共通的に利活
用できる内容と，各大学固有の教育内容を対象とするも
のに分類できた．前者については，初年次向けの数学・
英語・日本語などのリメディアル教材や，情報・語学系
などスキル系の養成が該当し，主に演習を中心に教材が
整備された．（千歳科技大の事例．）こうした教材は，ど
の大学でも共通して利活用可能なことから，現代 GP 終
了後も大学間で継続的に整備し合うことで，その維持管
理も大学間で協働して対応するコミュニティの形成が行
われた．一方，大学固有の授業内容に呼応するオンライ
ン教材は，各担当教員の授業設計に沿って作り込む必要
があるため，大学独自にコンテンツの作成・維持を行う
コストの課題が残っていた．しかし，コンテンツのオー
サリング環境やクラウド環境の普及によって，教員個人
で教材の作成と配信が行えるようになり，現在ではその
課題はおおむね解決された．

一方で，ICT の活用事例と有用性に関する議論は，今
に至るまで継続的になされている．一例を挙げると，授
業に必要な知識の習得などは予習など授業外の活動とし
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て行い，本来の授業時間は知識を活用する発展的な内容
に置き換えるといった，授業の構造化を図る反転授業で
の ICT 活用（山梨大），全学的 Faculty Development

（FD）における教育内容の共有化に向けた授業ポータル
の有効活用（金沢大），学修成果の可視化のための効果
的な「e ポートフォリオ」の活用（九工大）など，多く
の ICT 活用教育に関わる実践と成果が生まれ，ICT 活
用事例の多様な有用性が検証されてきた．こうした大学
の多くは，学内の情報システム上の学びに関連した学習
ログをひも付けることで，Learning Analytics や AI 活
用などの検討が進んでおり，この流れは，教育 Digital 
Transformation（DX）という新たなシーズと融和する
形で，令和の新しい ICT 活用教育におけるトレンドを
作り出そうとしている．また，数理データサイエンス・AI
教育に見られる，大学間で共通に利活用可能な参照基準
に沿った教育内容の整備というニーズに対しても，オン
ライン教材の共有の重要性が改めて認識されている．

e ラーニングのキャンパス内での利用というシーズ指
向の取組みは，徐々に技術の課題を解決しながら，多様
な ICT 活用のニーズ指向の取組みに展開されていった．
これは，現在の教育 DX というシーズが，ポストコロナ
での多様なオンライン教育というニーズに展開されるで
あろうことを類推させる．現代 GP の取組みを振り返る
と，シーズをニーズに展開するには，各大学の日頃から
の ICT に関わる教育努力と継続的な取組みが欠かせな
い．コロナ禍の経験を通じて，大学全体でのオンライン
教育の敷居は大きく下がった．こうした状況で，各大学
が今後教育改革に対するニーズと，先進的な ICT 活用
のシーズをどのように融合していくか，その知恵の出し
方が重要となる．過去の取組みを参考にして，各大学の
教育力向上の一助になれば幸いである．

2 システムオープン化の動向
ブラックボックス的な情報システムよりも，オープ

ンな情報システムを利用する方が望ましい，という考
え方を支持する人は，インターネットが発達した現在，
場合によっては多数派を占めると思われる．オンライ
ン教育のプラットホームとして用いられる Learning 
Management System（LMS）の場合もオープンなシ
ステムが好まれる場合が多い．その理由として，どこ
かのベンダが販売する「プロプライエタリなシステム」，
つまり，中身が公開されておらずユーザがカスタマイ
ズなどをする権利がないシステムを利用し，システム
のライセンス料金等が適切でないと感じたとしても，
それに依存し続けざるを得ない状況に陥ることを避け
ることができ，また，ユーザが状況に応じてシステム

をカスタマイズして使いやすくしたり，機能を追加し
たりすることができる．

オープンなシステム開発としては，オープンソース
での開発，つまり，希望すれば誰でもシステムのソー
スコードを取得でき， 改変を提案できる体制でシステム
開発を行う方法がある．LMS の場合では，Moodle が
オープンソース LMS の代表例である．Moodle Docs

「歴史」（3）によれば，Moodle の創設者でありリードデ
ベロッパーである Martin Dougiamas は，1970 年代後
半のオーストラリアの奥地で育ち，School of the Air
の授業を受け，幼少期から遠隔学習について知ること
になった．大人になって Curtin 大学で WebCT を利用
した経験によって，彼はオンライン教育を行うための
代替方法を探求することになった．その結果が Moodle 
1.0 として 2002 年 8 月に公開された（3）．それから 20
年間，Moodle ユーザのコミュニティは順調に成長し，
世界有数の大きなものとなった．本稿執筆している
2022 年 7 月の Moodle の最新バージョンは，Moodle 
4.0.1 である．文献（4）で把握されている情報による
と，世界 243 の国と地域で利用され，ユーザ数は 3.2
億人に上る．日本国内でも，2017 年度高等教育機関に
おける ICT の利活用に関する調査研究報告によれば，
国立大学の 57%，公立大学の 27%，私立大学の 37%
が Moodle を利用している（5）．

熊本大では，全学 LMS を 2013 年度に Blakcboard
社の WebCT から Moodle へ移行している．オープン
ソース LMS である Moodle を利用するメリットは幾つ
か挙げられるが，その一つは，ほかのシステムとの連
携が比較的容易なことである．熊本大の場合，履修登
録情報等を管理する学務情報システムは別途運用して
いるが，そのシステムと Moodle との連携は，中間的
なサーバ上でデータ形式を変換する独自開発の仕組み
があり，履修登録情報等が Moodle に自動的に反映さ
れるようになっている．また，Moodle から講義動画像
管理システムなど別のツールを利用できるようにする
連 携 は，Moodle が Learning Tools Interoperability

（LTI）（6）というシステム連携の標準規格に対応してい
るため，容易に行うことができる．そのほかにも，カ
スタマイズやプラグイン開発が容易であることを生か
し，熊本大で開発したシラバスシステムなどと Moodle
との連携を実現している．世界的にも日本国内にユー
ザ数が多いことで，Moodle 利用方法についてのドキュ
メントも様々な組織がオンラインで多く提供しており，
利用できる．また，オンライン教育のための様々なツー
ルや商用サービスも，Moodle 用プラグインを公開して
いることが多い．

オープンソースでの開発例のもう一つの例として挙
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げ る こ と が で き る の が，CHiBi-CHiLO™ で あ る．
CHiBi-CHiLO™ は，オープンなオンライン学習のため
に開発された，動画像マイクロコンテンツ管理システ
ムである．NPO 法人 CCC-TIES を中心として，国立情
報学研究所，阪大，熊本大の協力によって開発され，
オープンソースソフトウェアとして GitHub 上で公開さ
れている（7）．CHiBi-CHiLO™ の特徴は，マイクロコン
テンツと呼ばれる再生時間の短いビデオを組み合わせ，
体系的な学習コンテンツとして提供できる点にある．
YouTube® と Vimeo® の 2 種類のビデオ配信サービス，
そして Wowza Streaming Engine® に対応しており，
それらに配置されているビデオの所在地をデータベー
ス化し，教師同士で共有可能であるとともに，複数の
動画像を組み合わせて構成したビデオ教材として提供
することができる．CHiBi-CHiLO™ は LTI に対応した
LMS から呼び出して利用することができ，学内向け
LMS，学外向け LMS など目的の異なる複数の LMS か
らも同時に利用することもできる．そのため，マイク
ロコンテンツのビデオ教材を目的に合わせて組み直し
て利用し，一度作成されたビデオ教材をほかのサイト
やコースで再利用することも容易となる．

3 コンテンツ共有の動向
高等教育機関での e ラーニングの利用や ICT 活用が

進む中で，様々な授業や教材の共有の取組みが行われて
きた．Massive Open Online Course（MOOC）やそ
の日本版といえる JMOOC（8）のように，動画像や演習
を LMS や専用のプラットホームを通じてオンラインで
配信した上で，学習者の学習履歴を管理し，誰もが単位取
得を目指せる環境も珍しくない．一方で高等教育の現場
では，学生の多様化や学士力を備えた学生の育成，ポス
トコロナ時代の学びの実現などの社会的な要請も受け，
大学内の主要な教育活動のオンライン化，授業内容を動
画像等で配信するオンデマンド化，またそれに伴うオー
プン化の必要性もますます高まっている．本章は，大学
e ラーニング協議会（UeLA）が展開している共通基盤
教育（9）に求められる教材の要望や利用の動向を参考事
例とし，我が国における教材やその利用環境のオープン
化の動向について述べる．共通基盤教育は四年制大学・
短期大学といった学種，文系・理系といった学群を区別せ
ず，30 余りの大学が利用しており，適宜，利用校のニー
ズを確認しながら教材やシステムの共有が進められてい
る．こうした事例は，我が国の多くの大学が求める教材
や利用環境のオープン化の一端を表していると言えよう．

特に教材のオープン化の面で求められる声は，入学前
教育や初年次教育といった大学の「入り口」部分のリメ

ディアル教育や，一般教養教育や検定対策といった大学
の「出口」部分のキャリア教育に関する教材の検討であ
る．こうしたリメディアル教育・キャリア教育で大学が
学生へ学びを求める内容は，高校までの主要科目の復習
や学生が書籍などで試験対策的に訓練を進める内容であ
る．こうした内容は学種・学群によって学生に求められ
る習熟度の違いはあるけれども，複数の大学間で学習や
訓練内容を共通化しやすい内容と考えられ，ひいては多
くの大学がオープンな教材の利用を求める部分と考えら
れる．特に参考事例である UeLA の共通基盤教育では，
数学・日本語・英語・情報リテラシーの分野のほか，ど
の教育機関の学生も就職活動などに向けて触れる可能性
が高い SPI 対策，TOEIC 対策のものを求める声が大き
い．また教材形式は，解説よりも演習やテストといった
トレーニング重視のものが求められている．これは，解
説が各機関の教育プログラムのシナリオや進捗，到達レ
ベルに合わせて用意される中で，特に問題数の充実や多
様な問題作成にかかるコストを抑えつつ，モジュール的
な利用やバリエーションの増強を図りたいニーズが高い
ものと考えられる．昨今では，特に数理・データサイエ
ンス・AI 教育や，高校学習指導要領の更新に基づいた
情報分野への教材ニーズも高まっている．こうした教材
整備は本稿を執筆している現在，様々な教育機関で準備
が進められる期間とも言えるが，その中でも他大学への
普及が可能であることを教材の質やモデルカリキュラム
の整備に盛り込むことが，要点として意識されてい
る（10）．このように，今後は大学による教材整備がその
大学だけの固有のものではなく，他大学との相互利用を
前提として進められる流れが加速していくであろう．

もう 1 点，教材の利用環境も，教材のオープン化に
は重要である．LMS 間の教材の利用環境の整合性はこ
れまでの教育の IT 化の中でも主たるテーマとして取り
上 げ ら れ，Sharable Content Object Reference 
Model（SCORM）（11） や Question and Test 
Interoperability（QTI）（12）といった国際的な共通規格
が整備されてきた．教材を共通規格に合わせて整備する
ことで，教材のオープン化に重要な相互利用性が向上す
ることは当然である．その一方で，e ラーニング教育の
先進的な事例を盛り込んだ Computer Adaptive Test

（CAT）などの発展的な機能を，教材とともに活用した
い場合も見受けられる．こうした機能は教材規格の標準
化だけでは対応できず，企業や大学が教材と LMS を
SaaS 型などの形で，他大学が利用できるように提供す
るような事例も見られる．参考事例である UeLA の共
通基盤教育では，協議会内で独自の LMS を運用し，加
盟校が管理者や利用者のアカウントを作成することで，
教材や発展的な機能を利用できるようにしている．この
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独自 LMS は千歳科技大が開発した CIST-Solomon を
ベースに用いており，加盟校は自身のシステム群とは独
立した運用行いながら，入学前・キャリア教育の利用シ
ナリオに合わせた学生の学びの進捗管理や CAT などの
先進的な機能を用いることもできる．

昨今の ICT 活用教育のコンテンツやシステムの共有
とその維持管理へのニーズを考えると，これらの方法は
まだ発展の道半ばとも捉えられる．より学習効果の高い
知見を含めた共有の側面では，コンテンツ単体の共有だ
けではなく，コンテンツと教育方法（利活用の仕組み）
を一体として大学間で相互共有できるような仕組みも必
要であろう．更に，学生個々への個別最適化学習の実現
や教学 IR の推進に重要となる教育データの利活用を進
めていくためには，学習履歴データも含めてシステム間
での共有を図る通信・認証の共通仕様化や仕組みの実装
が必要であろう．IMS Global Learning Consortium に
よる LTI やこれを活用する相互運用性の高い Next 
Generat ion Dig i ta l  Learning Environment

（NGDLE）（13）は，まさに未来型のコンテンツ・システ
ム共有にフォーカスしたものと言える．このような次世
代の教材・利用環境を相互に提供できる未来が，教材の
オープン化で重要視されていくであろう．

4 ICT 活用教育の動向
（授業設計・能力観）

一連の大学改革の流れの中で，大学教員の教育に対す
る意識が変化した．その中でも特に重要な変化は，授業
は設計して行う必要があるということを再認識し，授業
設計について深く理解したことであろう．ICT を授業に
おいて有効に活用するためには，授業設計が重要にな
る．コロナ禍においてオンライン授業になった際に，シ
ラバスを見直し，対面でしかできないこと，オンライン
でもできること，オンラインでしかできないこと—を踏
まえて，多くの教員が授業の構成を変更した．このよう
な対応ができたのも，一連の大学改革での蓄積があった
と考えている．

この予期しないコロナ禍の対応によって，テレビ会議
システムを活用したオンライン授業が普及することに
なった．文部科学省の調査（14）によると，令和 2 年度後
期に履修した授業は「オンラインがほとんど・すべて
だった」（59.6％），「オンラインが多かった」（19.9％）
であった．オンライン授業について良かった点は，「自
分の選んだ場所で授業を受けられた」（79.3％），「自分
のペースで学修できた」（66.1％）などであった．前者
は，オンラインの授業の特徴であり，後者はオンデマン
ド型の授業の特徴である．このことは，対面授業が中心

になっても，並行してオンラインやオンデマンド型での
授業参加を可能とするハイフレックス型の授業を継続す
る意義にもつながる．一方で，悪かった点は，「友人な
どと一緒に授業を受けられず，寂しい」（53.0％），「レ
ポート等の課題が多かった」(49.7％ )，「身体的疲労を
感じた」（44.0％），「質問等，相互のやりとりの機会が
ない・少ない」（43.9％），「対面授業より理解しにくい」

（42.7％）などであった．これらの課題は，授業設計の
改善で解決できる．例えば，オンラインでのグループ
ワークの教育手法，成績評価の改善等が必要である．大
量の課題が学生に課されたのは，教員の不安が招いた結
果であろう．対面授業であれば，把握できたことができ
なくなったことが遠因であろう．更に，単位制の制約か
らくる学修時間の確保も意識し過ぎた可能性がある．

このほか，コロナ禍によって LMS を利用する教員も
増加しているようだ．東大大学経営・政策研究センター
が実施した教員調査（15）によると，コロナ禍前の授業で
の LMS の利用状況は「よく使っていた」（27.8％），「あ
る程度使っていた」（31.8％）であった．コロナ禍では，
調査対象の約 95％が授業にオンラインを利用しており，
オンラインを利用した機能として「よく使う」のは，

「授業教材，資料の授業管理ソフト（LMS）などへの掲
示」（78.2％），「授業ごとの課題，小テスト」（67.3％），

「Web による授業の配信」（61.4％），「授業ソフト，
LMS を使った出席の確認」（53.6％），「メール，LMS 
などを通じた授業後の質問」（50.6％）であった．なお，
これまで使わなかった教員が LMS を活用した事実に注
目し，利用方法の是非については，問わない．一度，
LMS 上に構築された教材や小テストは再利用可能であ
り，対面授業においても活用できるからである．

一方で，学生が学んだという結果だけでなく，実際に
どのような能力を身に付け，何ができるようになったか
が問われるようになっている．一般に，ディプロマポリ
シー（DP）を踏まえたカリキュラムポリシー（CP）に
基づいてカリキュラムが編成される．各科目と DP との
ひも付けについても，多くの大学で，DP に書かれてい
る学修成果の各項目と科目の関連付けが行われており，
各授業で身に付く能力の明確化が進んでいる．これを空
洞化させないためにも授業設計が大切になってくる．特
に，求められる学修成果から授業設計を行う逆向き設計

（16）が重要となると考えている．従来は，教科書の順番
で授業を進めたり，慣れた教育方法で授業を実施するこ
とが多く，ともすれば，最後に到達目標が考えられるこ
とも多い．適切な授業設計が行われていることを前提に
して，初めて ICT を活用して学修成果の可視化を実現
することになる．例えば，卒業時の学修成果の客観的な
提示方法としてディプロマ・サプリメントを学生に提供
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しようとすれば，科目ごとの DP との関連や習得が期待
できるコンピテンシーなどを整理し，履修状況を管理
し，達成状況を可視化することになる．松下（17）は，コ
ロナ禍のオンライン教育の普及は，学修を時間で捉える
ことに疑問を投げ掛け，大学が正課教育及び準正課・課
外活動を通じて学生の能力を育成していることを再認識
させたことを踏まえ，正課教育と正課外を架橋しながら
学生の能力の育成を図る能力ベース教育の視点は，コロ
ナ後の大学教育を展望する上でも有効であることを示唆
している．

5 まとめ
大学における ICT 活用教育は，2000 年前半から文部

科学省の施策と連動し，大学の組織的な取組みが試行さ
れてきた．通学制の授業展開が基本となっている我が国
の大学教育では，e ラーニングを中心に正課と連動した
キャリア教育，補習教育で活用される事例や大学の事情
に応じた「個性の強い」使い方が多かった．一方で，
ICT 活用とは異なる文脈として，単位の実質化・質保証
の議論の中で，授業外学習を含めた学びの重要性が多く
の大学で検討され，その結果，ICT 活用教育が再認識さ
れるようになった．本稿では，学修成果の可視化・学習
履歴の管理（教員・学生双方で）のための ICT 活用教
育について触れた．また，道具立てについても，本稿で
紹介したように Moodle 等の公開性の高いシステムも
実効的に使える環境として広がっている．また，
MOOCS や UeLA が提供する公開性の高い質の良いオ
ンライン教材の利用も可能になってきた．

更に，コロナの経験を通じて，テレワークやリモート
会議など，社会全体でオンラインの効果的な活用に関す
る意識合わせも進んだ．大学教育においても，対面か，
オンラインかといった対立軸ではなく，それぞれのメ
リットを生かして授業改善を図っていく発想が重要とな
る．文科省の現代 GP の取組みを通じても，達成度の明
確な内容や知識定着に関する内容は e ラーニングを通
じた学習で，高い教育効果を生むことが理解できる．学
生に知識を伝える授業部分や，演習等の個別ワークの部
分は積極的にオンデマンド型のオンライン等を活用し，
学生同士や教師と学生の相互作用が必要な内容を中心に
教室でリアルな学びを展開することが肝要となる．いみ
じくも，2022 年度から高校の情報 I（必修）が始まっ
た．情報活用を行いながら必要な知識を収集できそうな
学生が，2025 年から大学に入学してくる．これを見据
えて，我々大学教員も，コロナ禍での取組みや過去の先
人たちの取組みを振り返りつつ，効果的な ICT 活用に
ついて考えてみる良い機会かもしれない．
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1 ゼロトラストへのいざない
GIGA スクール構想が前倒しになり，ICT 環境の整備

が進められてきた．一人 1 台端末によって個別最適化
された創造性を育む教育を目指す夢のような政策である
が，徐々に既存の環境とのひずみが見えてくるように
なった．平成 29 年に策定された文部科学省の「教育情
報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（1）は，
従来のパソコン教室からクラウド基盤の一人 1 台活用
といった，いわゆる令和時代のスタンダードな ICT 環
境に対応するために大幅に改訂が進んでいる．令和 4
年 3 月における第 3 回目の改訂では，新しい ICT 環境
の目玉として位置付けられているゼロトラストセキュリ
ティの対策をより具体的に記すこととなった．最近では
ゼロトラスト基盤を採用する学校が増えており，自治体
規模でも導入が進んでいる．更に文部科学省自身もこの
仕組みを採用し，中央省庁として初めてフルクラウド基
盤のシステムをマイクロソフトのクラウドサービスで構
築した．教育現場では一人 1 台端末の整備が終わった
が，今までの ICT 環境が根本から変わっていく，まさ
に過渡期の状況にある．

ゼロトラストという言葉は本マガジンのテレワーク
小特集で登場しており（2），以前よりも多くの人に知ら
れるようになっている．今回は可能な限り技術の詳細は
省き，学校というものを題材に，テクノロジーがどのよ
うに人々の生活を変えていくかを言語化することに終始
したい．技術に関心がある読者にとっては，時に技術そ
のもの以上に重要度が高いものだと感じている．これは
私のような IT 企業の人間が得意としていない領域であ
り，自戒の念も込めて進めていきたい．

現在私は，日本マイクロソフトにおいて全国の教育機
関向けのカスタマーサクセスを担当している．余りなじ
みのない役職だが，IT 企業では広く取り入れられてお
り，年々需要が高まっている領域である．簡単に言うと

買って頂いて終わりではなく，購入後いかに使って頂く
かに注力する仕事だ．この説明をすると ICT の基本的
な使い方研修を行う人のイメージを持たれることが多い
が，使う際に障壁となる技術的な課題を解決することを
主な仕事としているため，当社での役割は技術者であ
る．一方で，新しいものの導入に消極的な組織文化をど
う変えていくかといった，技術が一切関係ない領域も担
当する．もちろん前述の使い方の講義もする，言わば

「何でも屋」である．
そんな技術職として働いている私は，2020 年 3 月ま

で高校倫理の教員をしており，古代ギリシア哲学好きで
ICT とは無縁の世界に生きていた．働いていた頃はまさ
に大学入試制度の変わり目であり，従来の学びを先生の
働き方とともに改革していく必要があった．そこで ICT
の可能性に気づき，全国に先駆けてゼロトラストの仕組
みを先生たちと構築して学校を変えていった．聞こえは
いいが，学校が抱える課題を解決するような理想的な
ICT 環境を求めて奮闘する中で，「Microsoft 365 A5」

（図 1,2）と呼ばれる「全部入り製品」の機能に目を通
して，一つ一つ有効化していったら，たまたまゼロトラ
ストに基づく仕組みになっていたというだけである．新
しい環境では今までとは比べられないほど利便性と安全
性を高めることができ，効率化と質の向上につながっ
た．この後 ICT によって学校現場を変えたいと思い転
職を決意したが，基盤としてのゼロトラストは学校を変
えていく大きな希望であると思っている．

2 ゼロトラストの広がりと理由
詳しい話はほかに譲るとしてここでは概略について

書いていく．ゼロトラストとはセキュリティに関する考
え方であり，信じること（トラスト）をしない（ゼロ）
ことを前提として作られたモデルである．これに対して
従来の境界型セキュリティと呼ばれる対策は，信頼でき
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る領域（トラストゾーン）を作り，出入り口の対策を行
うことで，内的，外的脅威から組織の資産を守っていく
仕組みである．極端な企業を例にすると，顧客情報は社
内に閉じたオンプレミス（自社運用）サーバにあり，社
内のデスクトップ PC からしか閲覧できない．USB を
挿入するとアラートが鳴り，クラウドサービスへのアク
セスもネットワークから制限されている．少し前までは
なじみのあるシステムであったが，なぜ新しいものに転
換する必要があったのだろうか．幾つか理由はあるが代
表的なものを見ていこう．

第 1 の理由はより高度なセキュリティ対策が必要に
なったということである．境界型セキュリティはトラス
トゾーンを突破されないことを前提としているが，近年
の巧妙な手口によるサイバー攻撃では，トラストゾーン
をすり抜ける事例が出ており，不正侵入，情報流出に関
して名だたる企業のセキュリティ事故がニュースになる

のも日常的になってきた．最大の原因となるのは従来の
トラストゾーンの相対的な縮小である．今まではメー
ル・ファイルサーバ，デスクトップ PC 等々，会社内部
の限られた領域だけでシステムが完結していた．近年の
クラウドサービスや持ち運び端末の普及によって，本来
守るべき領域が拡大し，出入り口となり得る点も増える
ことで今までの仕組みでは対応できなくなってしまった

（図 3）．ゼロトラストの仕組みでは ID を軸に，データ，
端末，アプリそれぞれを守っていくことでトラストゾー
ンに依存せずにセキュリティを担保できる．また，境界
型セキュリティの弱点である，突破された後の対策が充
実していることも忘れてはいけない．たとえ侵入された
後でも検知，ブロック，対処の一連の作業を自動で行う
ことに強みがある．更にはクラウドに蓄積された脅威に
関するデータと AI の分析技術の発展によって，今まで
の対策の基本となっていた既知の脅威だけでなく，未知

図1　Microsoft	365	A5サービス概要	Office	365編

図2　Microsoft	365	A5サービス概要	セキュリティ機能編
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の脅威に対策を施すことも可能となった．
ゼロトラストへの転換が進んだ第 2 の理由として，

外部からでも仕事ができる環境が必要になったというこ
とだ．テレワークは働き方改革の一環として少しずつ進

んでいたが，コロナ禍では出社せずに仕事ができる環境
が求められ，整備が急速に進んだ．事前にテレワークが
できる環境を整備している企業もあったが，大人数の外
部からの一斉アクセスといった想定外の事態には対応で
きなかった．ネットワークがパンクし，「遅い・重たい・
つながらない」といった VPN（仮想プライベートネッ
トワーク）渋滞と呼ばれる問題が起きた（図 4）．緊急
事態宣言下においては渋滞を避けるため，部署ごとに働
く時間を決めて働くことを行う企業が少なくはなかっ
た．一方でネットワークに依存しないゼロトラストの仕
組みはテレワークとの相性も良く，コロナ禍では脱 VPN
の対策としてその知名度を上げることになった（図 5）．

いずれの理由もそれ以外に選択肢のない消極的な理
由であり，「うちは会社に出社するから関係ないよ」と
断言している人を説得するのは難しい．もう少し積極的

図3　IT環境の変化

図4　これまでのリモートワーク基盤

図5　これからの，あるべきリモートワーク基盤
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な意味を考えていきたい．マイクロソフトではコロナ以
前から，出社してもしなくても仕事ができる環境になっ
ていた．ただし，テレワークとは呼ばず（誰が見てもテ
レワークである），フレキシブルワークといった，大層
な名前を付けている（図 6）．マイクロソフトの言い分
はこうだ．テレワークはある一部の社員がある局面にお
いて，一部の仕事を切り出して行うものであり，フレキ
シブルワークは全社員がいつでも，どこでも，誰とでも
仕事ができる仕組みである．マイクロソフトはフレキシ
ブルワークによって，効率良く仕事をするだけでなく，
組織や時間，場所を超えてコミュニケーションが起こ
り，創造性のある仕事ができている．そしてそれを支え
ているものがゼロトラストセキュリティというストー
リーだ．理想的な「いかにも」な話ではあるが，実際に
学校と企業で身をもってゼロトラスト環境を体験してい
る私にはしっくりきている．ただし，体感するまでこの
メリットを感じにくいものである．実際に学校で導入時に
説明しても納得してもらえなかったが，変化した後では先
生たちに「前の環境には絶対戻れない」とまで言われた．
今回は諦めずに可能な限り言語化していきたいと思う．そ
の上でまずは学校の現状の問題点について見ていく．

3 学校における ICT環境と課題
境界型セキュリティを採用している学校を見ていく．

大きく分けると学習系と校務系の 2 系統のシステムが
ある．正確には 3 系統であるが，少しややこしくなる
ので今回は 2 系統にさせて頂く．学習系は授業で使用
するものであり，従来のパソコン教室はここに該当す
る．GIGA スクール構想は学習系の端末を子供たちが一
人 1 台使えるようにした政策である．対する校務系は
先生が機密情報を扱うシステムであり，具体的には子供

たちの成績情報を含んだ様々な個人情報を取り扱う．学
習と校務は両者行き来できないようになっている（図
7）．校務系を第 1，学習系と校務系を含んだ学校内と外
とを分ける境界を第 2 のトラストゾーンとした二重構
造になっている．先生たちの間では，学習系と校務系の
分離である第 1 の境界の意識の方が強い傾向にあると
感じている．決して外部に情報が流出することを軽視し
ているわけではなく，絶対に機密情報を見せてはいけな
い子供という存在がすぐそばにいるからである．そんな
中，職員室と教室を絶えず行き来し，子供たちと接して
いる．境界と外的脅威が学校内にあるという極めて不思
議な構造になっている．

GIGA スクール構想で子供たちに一人 1 台の端末が行
き届いた．では，先生たちの端末はどうなっているの
か．例外はあるが，成績処理等で使う校務端末は GIGA
以前に先生に一人 1 台整備されていた．通常は職員室
にあり，持出しができない状況になっている．学習系端
末は GIGA スクール構想のタイミングで先生一人 1 台
整備が行われたが，必ずしも全ての先生に行き届いてい
るわけではなく，特に教員に助言を与え指導する立場の

図7　これまでの学校の ICT環境

図6　テレワークとフレキシブルワークの違いについて
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指導主事や，授業を行う講師の先生といった関係者に
渡っていないことが少なくはない．つまり自治体によっ
て差があるものの，環境が良いとされているのは学習系
と校務系端末を 2 台持っているところである．ここか
らはこの良いと言われている環境の問題点を見ていく．

2 台持ちであることの最大のデメリットは単純に不便
であるということである．セキュリティレベルや用途の
異なる 2 台の端末を各々が管理し，使い分けることは
我々のような ICT にたけている企業であっても難しく，
学校現場ではどちらかが活用されない状況になってい
る．では，授業で使う学習端末と成績処理等の機密情報
が入った校務端末のどちらを使うか．実は授業時間が多
くを占める先生たちが使うのは校務系端末である．学習
系端末を使わないことの最大の理由は，ICT を使わざる
を得ない必須業務が入っていないことであろう．成績処
理や通知表はパソコンなしでは仕事にならないが，授業
は黒板とチョークがあれば成り立つし，今までも成り
立っていた．どちらか一方を選ぶとなると校務系を使う
ことになる．

人の手で業務を分類することが困難であることも，学
習系が使われない理由の一つである．実際に先生の業務
において，個人情報が含まれないものを探す方が難し
く，学習系端末で使用できるように情報を適切に分類す
る前に，使うことを諦める流れの方が自然である．例え
ば，保護者向けに学級便りを作成した場合，連絡事項だ
けであれば個人情報を含まないが，子供が何かの大会で
表彰されたことを報告するものであれば個人情報が含ま
れる．つまり状況や使う人によって，同じ学級便りでも
分類する必要があり，使うことのハードルを上げている．

学習系本来の役割である授業での利用だけに限定し

ても，個人情報が障壁になっている．子供たちの名前と
学習の成果物のセットを個人情報とみなすため，個人を
特定できないようにしている自治体も多い．アカウント
の表示名を数字にし，誰が誰かをあえて判別できなくし
ている．そんな中，先生は表示名と名前がセットになっ
た名簿を印刷し，アカウントと照らし合わせながら授業
で使っている．このような状況では日常活用する方がか
えって負担になるため，活用は進まない．教員のスキル
不足によって授業での ICT 活用が進まないとされてい
るが，使われない裏にはこういったこともあることを是
非知って頂きたい．

この状況下では先生たちのセキュリティに対する不
安は高まるばかりである．セキュリティに対する不安は
二つの点で更に ICT 活用を停滞させる．一つ目は使う
人の心理的なハードルを上げることだ．「安全じゃない
かもしれない」といった考えが学校現場に与える影響は
計り知れない．活用の停滞だけでなく，そんな中でも使
おうと ICT を推進しようとする先生とそのほかの先生
の分断を加速させ，意図しない対立を生み現場を更に疲
弊させている．二つ目は利便性を下げることだ．従来の
セキュリティでは様々な制限を行うことが有効な対策だ
と考えられていたため，ルールで縛り，多くの機能を制
限していた．情報が流出しないよう端末を職員室から持
ち出せないようにしよう．危険なアプリは勝手に入れら
れないようにしよう．端末において，検索アプリだけし
か許可していないケースもいまだに多い．活用停滞だけ
ならまだしも，逆に危険性を高めている場合もある．セ
キュリティを高めようと設定したルールや機能面での制
限によって，幾つもの抜け穴が使われるようになった

（図 8）．

図8　セキュリティと不便さの負のスパイラル
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4 ゼロトラストで守られる学校
学校が境界型セキュリティで分離している理由の一

つは，校務の情報が子供に渡ってしまう情報流出を避け
るためである．そして分離の環境は先生たちに理解され
やすい．基本的には紙と同じだからである．例えば成績
情報が書かれた紙があったとする．安全のため教員は職
員室でしかその紙を取り扱ってはいけない．成績処理期
間中は教員以外を職員室には入れてはいけない．処理後
は管理職しか開けられない金庫に入れ，施錠する．紙で
の重要情報を職員室という特定の領域の中で守ってお
り，「職員室」と「その他」という教員の方々が持って
いる物理的なセキュリティ意識と親和性が高いため広く
浸透し，逆に新しいセキュリティの考え方が浸透しにく
い要因になっている．

ゼロトラストでこの課題をどう解決されるか．成績情
報の書かれた「紙」を例に考えてみる．今回はこの「紙」

を使用できる場所は限定しない．校内・校外問わずいつ
でもどこでも取り扱って構わない．うっかり教室に置き
忘れてしまった場合はどうなるのか．生徒が「紙」を読
もうとしたら，読めないように「黒塗り」になる．先生
が「紙」を回収しに来るとまた読めるようになる．まる
で魔法のような世界だが，現在の技術ならこのようなこ
とが容易にできる．本物の紙は金庫に入れて守るしかな
いが，最新の技術を使った「紙」は，誰に見られている
かを自分で理解し，見てはならない人に対しては情報を
隠すのだ．金庫の外に出しても，自分で自分を守る「紙」
だと言える（図 9,10）．これはマイクロソフトの製品で
言えば Azure Information Protection と呼ばれる機能
であり，ファイルをスキャンし，自動で分類，暗号化
し，適切な権限を持つ人しか開けないようにするもので
ある．情報流出対策のコンプライアンス製品に該当する
ものであり，人が行うこと全てを疑った性悪説を基に作
られているため，今まで防げなかったものへの対策がで

図9　情報漏えい対策の考え方の変化

図10　情報資産の分類
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きる．元々は悪意のある内部ユーザ対策であり，故意の
情報流出を防ぐために作られていた．内部情報を高額で
売ることや，転職のための「お土産」にしようとする悪
意のある内部犯をいかに防ぐかに焦点を合わせている．
学校のように先生が気をつければ防げるだろうといっ
た，性善説を基に作られた仕組みとは対策のレベルが根
本から異なる．

前述したアカウントの表示名を分からなくし，個人を
特定できないように対策しているケースはどのように解
決されるのか．状況に応じて自動で身分確認のレベルを
変えていくことが有効だとされている．ガイドラインに
も書かれているリスクベース認証と呼ばれるこの仕組み
は，膨大なデータと機械学習によって（図 11），本人が
普段しないような怪しい振舞いを検知して対処する．例
えば，学校でログインした 5 分後に，遠く離れた海外
から不正アクセスが起きたときはどうなるのか．この場
合はシステムが本人ではないと判断し，ブロックや本人
確認のための多要素認証を要求する．これは利用者の普

段の振舞い，場所，端末や時間，様々な要素を分析する
ことで，いつもとは違う動きを検知して，たとえ ID と
パスワードが一致していたとしても本人かどうかを確認
する仕組みである．しかも，怪しい振舞いがあったとき
のみ，詳細に確認されるため，利用者の利便性を下げな
い（図 12）．怪しい振舞いを検知する仕組みはマイクロ
ソフトの様々な領域で共通して実装されている機能であ
る．例えば，端末がマルウェア等に感染したときには通
常と違う動きを検知し，ネットワークから分断し，自動
で対処する EDR 機能がある（図 13）．これは普段から
端末の利用状況を取得し分析することで，今まで対処が
できなかった未知の脅威に対しての対策にもなる．

5 ゼロトラストで変容する学校
いずれの対策も高度に自動化されており，利用者側は

セキュリティを意識することなく利用できる．この意識
しないセキュリティによって先生や子供たちは様々な制

図11　Microsoft	Intelligent	Security	Graph

図 13　Microsoft	Defender	for	Endpoint（EDR）図12　IDを保護するための機能
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約から解放され，学校現場は大きく変化する．「アプリ
が使えない」「端末が動かない」「ネットが遅い」といっ
た機能的な制約から生じる声は，機器に制限や負荷を掛
けずに安全性を高めることができるこの仕組みでなくな
る．また，先生が使う端末を学習用・校務用に分け，費
用の面から低品質の端末を導入せざるを得ない金銭的な
制約から生じる問題も解決できる．端末を 1 台にする
ことで，低コストでより性能の高い端末を購入すること
が可能になり，同様に今まで必要だった機能制約を掛け
るための様々なハードやソフトウェアの導入・保守・更
新費用が不要になるので，その分も含めて経済的である
と言える．

何よりも大きいのは先生の働き方に対する制約がな
くなることである．「いつでも・どこでも・どんな端末
でも」仕事ができることの効果は，何も今回のコロナ禍
のような自宅からの遠隔授業のみに限定されない．自分
の生産性が上がる環境を選択できることは学校現場にこ
そ必要なものである．そもそも教員は授業，部活，出張

など 1 か所にとどまらない上，職員室外での仕事が勤
務時間の大半を占めている．そんな中，職員室の校務
PC といった限定的な場所・時間・端末でしか ICT が利
用できない状況では，当然生産性も低くなる．この環境
ではどこかで無理が生じ，情報事故等のミスが起きてし
まう．そのことで更に制約が増え，生産性が低くなると
いう悪循環に陥っている．

私自身が以前勤めていた学校では，この意識しないセ
キュリティによって様々な制約を撤廃し，多様な働き方
を選択できる仕組みを整えていった（図 14，15）．先
生たちの生産性が上がり，ワークライフバランスが良く
なるだけでなく，全体の労働時間も減った．端末ごとに
情報を分類する必要がなくなったことで，子供たちの情
報を円滑に共有できるようになった．授業と校務のデー
タにおける分断がなくなることで，子供たちの学習と評
価が連携でき，子供たちの成長につながるような ICT
活用へと発展していった．プログラミング知識のない先
生たちがローコードツールを活用し，保護者からの欠席

図14　事例：聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校事例

図15　事例：埼玉県鴻巣市教育委員会
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連絡や日程調整，申請業務といったあらゆる業務を自動
化していった．セキュリティの意識という制約がないだ
けで，ICT を様々なことに応用していく先生たちの姿に
は驚くばかりであった．こういった学校の変化を見てい
くと，「何のためのセキュリティ？」といった，そもそ
ものセキュリティの意義を改めて問い直す必要性を感じ
る．「制限することこそセキュリティだ」という従来の
方針から，「人々の力を最大限解放するためのセキュリ
ティ」へと考え方の転換が求められているのではない
か．今まで生じていた安全性か利便性かといった二項対
立を乗り越える技術は十分にある．ゼロトラストには学
校現場を大きく変えていく力があると信じている．

6 終わりに
ゼロトラストの良さは「いつでも，どこでも，誰とで

も」どんな端末やアプリであっても自由に働くことがで
き，従業員の選択肢を潰さないことにある．知らず知ら
ずに生じていた，見えない制約から解放され，ICT の可
能性は今まで以上に広がっていく．ただし，私自身とし
てはあくまでゼロトラストを体験した後に，振り返って
みてようやく分かることが多かった．当時はフレキシブ
ルワークといったことは余り考えてはおらず，子育て世
代の先生たちをテレワークによって救いたいと必死にも
がいていた程度であった．本稿では学校現場が最低限の
スタートラインに立っていないような書き方をしてし
まったかもしれないが，これはあくまで外部から状況を

見たから分かることである．当事者にはそういった意識
はない上，私自身にも今ほどはなかった．今回は教育以
外の業界の人にも何か参考になればという思いで書い
た．教育業界が少し特殊な状況に写ったかもしれない
が，どこの業界でも多かれ少なかれ要素は含んでいると
考えている．これを読んだ人が少しでも何かの参考にな
り，より良い状況で仕事や学びができることを願ってい
る．
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