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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

政府は、日本再興戦略で「ITを活用した21世紀型スキルの修得」をアクションプランに掲げるなど、
教育の情報化を重要施策として位置づけている。その推進に向けて実施された小学校における実証事
業では、1人1台のタブレットPC・電子黒板・校内無線LAN等のICTを利活用した協働教育が、学びの場
でのコミュニケーションの活性化・相互理解の形成や、児童の学習意欲・表現力・理解力の向上等の
成果をもたらした。
ただし、この成果を全国に展開するには、ICT環境の導入・運用管理コストの大幅な削減が課題となる。
課題解決に向けて、本稿では、自治体・都道府県等の単位で教育クラウドを導入することを提言する。
データの統合的管理、教材・アプリ配信、端末環境管理等の機能を有するクラウドの導入により、学
校現場の運用管理負荷・コストの軽減や、さらなる学びの質的変革―ユビキタス化・ネットワーク化・
スマート化―が期待される。

佐藤善太（さとう　よしたか）

（株）富士通総研
公共事業部 所属
初等教育から高等教育までのICT導
入・利活用・運用計画策定支援、国・
自治体の情報化計画・産業振興計画
策定支援等に従事。

ICTが変える学びのコミュニケーション
―次世代教育クラウドによる学びの変革―
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ま　え　が　き

情報通信技術（ICT）が急速に発達・普及し、日常
生活と切り離せないものとなる中で、未来を担う子
どもたちにとっても、情報端末の利用に習熟し、氾
濫する情報を整理・活用する能力を身につけること
が重要となっている。（注1）また、グローバル化・複雑
化する社会においては、多様な背景・能力を持つ主
体と協働し、新しい価値を生み出す力も重要となっ
ている。（注2）

弊社は、21世紀に社会で求められるこれらの力
を育むために、ICTを利活用して、学校現場でのコ
ミュニケーションと学びの質を変革する実証事業
を支援している。本稿では、まず、この実証事業を
含む、教育の情報化に向けた取組みの動向を整理す
る。次に、実証事業でのICT導入・利活用・運用支
援等の実績を踏まえて、ICTを利活用した教育に係
る現段階での成果と課題を考察する。さらに、残さ
れた課題の解決に向けて活用が期待される次世代
教育クラウドのあり方と、それがもたらす学びのさ
らなる変容について考察する。

教育の情報化に向けた取組みの動向

教育の情報化は、1980年代からその重要性が指
摘され、（注3）情報端末の操作技術の習得に向けた情報
教育や、校務の情報化に向けた校務用ICT環境の整
備等が推進されてきた。さらに近年、上述のとおり、
情報整理・活用能力や、多様な人々と協働して主体
的に新たな価値を生み出す力が求められるように
なったことを踏まえて、コミュニケーションと学び
の質的変革に向けた情報化も推進されている。
政府の新成長戦略（2010年）は、子ども同士が教
え合い、学び合う「協働教育」を、ICTを利活用して
実現することを提唱し、コミュニケーションと学び
を変革する方針を明確にした。あわせて、同戦略は、

（注1） OECD（1）では、新しい時代に求められるキー・コンピテ
ンシーとして「知識や情報を活用する能力」や「テクノロ
ジーを活用する能力」を挙げている。

（注2） 文部科学省（2）では、21世紀においては異なる背景や多
様な能力を持つ子どもたちがコミュニケーションを通
じて協働して新たな価値を生み出す教育が重要として
いる。

（注3） 臨時教育審議会第1次答申（1985年）に指摘がある。

モデル事業等を通じて子どもたち1人1台の情報端
末による教育の本格展開を検討・推進し、2020年
までに21世紀にふさわしい教育を実現するという
目標を掲げている。
この目標に基づき、総務省「フューチャース
クール推進事業」（2010～ 2013年度、小学校は
2010～ 2012年度）、文部科学省「学びのイノベー
ション事業」（2011～ 2013年度）が先導的実証事
業として実施されることとなった。弊社は、両事業
において、西日本小学校5校におけるICT環境（児童
1人1台の情報端末、電子黒板、校内無線LAN、ク
ラウド等）の構築・利活用・運用支援、課題抽出・
検証作業等を行った。
フューチャースクール推進事業では、ICT環境構
築・利活用・運用の手引き、事例等をまとめたガ
イドラインも整備された。これらの取組みが起爆
剤となり、一部自治体による独自の取組みも始まっ
ている（表-1）。
さらに、2013年4月には、自民党教育再生実行
本部（4）がICT環境を整備し先導的教育システムを開
発する拠点を2015年までに全国100地域指定する
提言を行っている。6月に公表された日本再興戦略
にも、「双方向型の教育やグローバルな遠隔教育な
ど、新しい学びへの授業革新」を通じて21世紀型ス
キルの修得を推進することが明記された。2014年
度概算要求においても、ICT環境の全国展開を見据
えた新たな予算が組まれている。（注4）こうした動きを
受けて、今後、ICTを利活用した教育の普及に向け
た動きはさらに加速していくものと考えられる。

（注4） 「先導的教育システム実証事業」（総務省）や「情報通信技
術を活用した新たな学びの推進事業」（文部科学省）が新
規事業予算として要求されている。

表-1　ガイドラインを踏まえた自治体独自の取組み

自治体名 取組み概要

荒川区 2013年度3校モデル検証、2014年度全小中
学校34校での導入予定

大阪市 2013～ 14年度7校モデル検証、2015年度よ
り全市展開予定

佐賀県 2012～ 13年度17校で実証研究、2014年度
に全48校に展開予定

長崎県 2013年度から数校に導入、2015年度までに
全69校に遠隔授業を普及予定

出典：総務省（3）p.6を基に作成

FRI-vol.6_10.indd   62 25/10/25   20:50:04



FRIコンサルティング最前線. Vol.6, （2014） 63

ICTが変える学びのコミュニケーション ―次世代教育クラウドによる学びの変革―

実証事業から見えた現段階の成果と課題

総務省・文部科学省実証事業は、小中学校・特別
支援学校、計20の実証校にICT環境を導入し、ハー
ド・情報通信技術面およびソフト・ヒューマン面か
ら検証を行った、世界的にみても稀な規模の包括的
な実証事業である。以下では、弊社が受託等を受け
て実施した西日本小学校5校での実証事業における
ICT環境と学習活動を概観した上で、現段階の成果
と課題を整理する。

■実証事業におけるICT環境
各実証校では、図-1のように、1人1台にタッチ
ペンとキーボードによる入力が可能なタブレット
PCを配布し、全普通教室に電子黒板（IWB）を設置
した。児童と教員はタブレットPCから無線LANアク
セスポイント（無線AP）を介して電子黒板への画面
転送や、校内サーバ、クラウドへのアクセスを行う。
校内サーバはアカウント管理やデータ管理、クラウ
ドは教材配信やインターネットアクセス時のフィ
ルタリング等の機能を有する。
なお、各実証校では黒板と紙（教科書・ノート等）

も従来のとおり使用されており、アナログ（黒板・
紙）とデジタル（タブレットPC・IWB等）双方のイン
ターフェースを利活用して学習活動が展開されて
いる。具体的にどのような学習活動が行われている
か、次に整理する。

■実証事業における学習活動
ICTを利活用した学習活動は、学校・学年や教科・
単元により様々だが（例えば総務省（3）・日本視聴覚
教育協会（5）等を参照）、多くの授業に共通する標準
的な学習活動は、「課題提示」「調べ学習・課題実
施」「話し合い・教え合い」「発表・比較・まとめ」
の4段階に整理できる（図-2）。
まず、全体への「課題提示」では、従来のとおり
黒板を用いつつ、注目すべき点の拡大や、動画・画
像等のマルチメディアコンテンツによる情報提示
に、IWBが併用されている。
次に、個人の「調べ学習・課題実施」では、児童
が紙媒体の情報に加え、タブレットPCを利用する
ことで、電子ファイルやWebサイト等から多くの
情報を参照する。また、調べた情報を基に、タブ
レットPCを駆使した多彩な表現で自分の考えを整
理する。
グループでの「話し合い・教え合い」では、タブ
レットPCを見せ合い、各自の多様な考え方を共有
した上で、さらに考察を深めている。
その後、全体での「発表・比較・まとめ」に移る。
この段階では、児童がタブレットPCの画面をIWBへ
転送し、自分の考えをクラスに向けて発表する。教
員は、複数の児童のタブレットPC画面をIWBに転送
して比較し、気付きを得て、授業のまとめ・学習活
動の定着を図る。（注5）

■実証事業の成果
上記のようなICTを利活用した学習活動により、
学びの質の向上や、クラス内のコミュニケーション
の活性化といった効果が得られている。
「課題提示」においては、IWBによる動画・画像等
の提示により、黒板だけの授業に比べて多様かつ

（注5） 実証校では、本文に示したタブレットPCからIWBへの画
面転送だけでなく、書画カメラ・デジタルカメラ等の他
のICT機器も利用して、多様な方法で発表や比較が行わ
れている。
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図-1　実証事業におけるICT環境の概要
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ケーションが活性化したことで、いじめや不登校が
減少した学校もある。（注7）

■残された課題
実証事業を通じて上記のような成果が確認され、

一部自治体による独自のICT環境整備・利活用の取
組みも既に始まってはいるものの、筆者は、全国の
自治体へICTを利活用した教育を展開していくにあ
たり、以下のような解決すべき課題も残されている
と考える。

ICT環境面の課題として、導入・運用管理コスト
の軽減が挙げられる。実証事業においては、学校別
に設置した校内サーバでデータ管理・アカウント管
理を行い、ソフトウェアのインストール・更新・削
除は基本的に個別端末ごとに実施していた。こうし
た環境の運用管理作業は煩雑かつ膨大であるため、
各校に常駐するICT支援員（注8）や、ソフトウェア提供
業者の支援を要した。所要コストも大きく、（注9）今後、
全国約2万1千の小学校、約668万人の児童（注10）の

（注7） 広島市立藤の木小学校ではこうした成果が見られた（総
務省、（3）p.7）。

（注8） 実証事業では、ICT環境の維持管理のほか、ICTを利活用
した授業の準備・実施の支援、教員・児童へのICT機器
の操作研修等を行った。

（注9） 実証研究の場合、事業経費は、1校当たり平均年間約
5,700万円、児童一人当たり平均年間約17万円に上った。

（注10） 全国学校数・児童数は2013年学校基本調査数値。

多量の情報提示が可能となっている。またこれに
より、児童の関心を集め、学習意欲を高めること
ができている。「調べ学習・課題実施」においては、
児童がタブレットPCを介して様々な情報を主体的
に受容することが可能となった。多くの情報を自ら
整理することを通じて、児童の情報活用能力や表
現力は高まっている。グループでの「話し合い・教
え合い」、全体での「発表・比較・まとめ」では、児
童が従来に比べ多様な意見とその思考過程を共有
することが可能となっている。また、発表や意見
の比較の際、無線LANによる画面転送を行うと、黒
板に児童の考えを書き出すのに比べて考えを発表・
紹介するための時間が短縮され、多くの児童に活躍
の機会をつくることができる。このことは、クラ
スのコミュニケーションを活性化し、互いを理解・
尊重する児童の姿勢を育てている。
以上のような学びの質の向上やコミュニケー
ションの活性化は、具体的なデータにも表れてい
る。例えば、実証校へのアンケートでも、多くの教
員がICTの利活用による児童の意欲・理解向上、表
現の機会の増加、表現力の向上を認めており、児童
も学年を問わず多くがICTを楽しく、意欲的に活用
しているというデータが得られている。（注6）また、児
童一人一人の活躍の機会が増え、クラスのコミュニ

（注6） 詳しいデータについては富士通総研、（5）p.113-131参照。
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図-2　ICTを利活用した実践における学習活動とその成果
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■次世代教育クラウドの概要
図-3は、次世代教育クラウドの運用・機能等の
イメージである。次世代教育クラウドの運用は、学
校ではなく、自治体もしくは都道府県の教育委員会
主体で行うことを想定している。教育委員会側で集
中的な管理を担うことで、学校側の運用管理作業の
軽減、ICT支援員の勤務形態の見直し（常駐から定期
巡回・トラブル発生時のみの訪問への転換等）が可
能となり、低コストかつ効率的なICT環境が実現で
きると考える。
また、これまで校内サーバが担っていたデータ管
理やアカウント管理等の機能は、教育クラウドに集
約することを想定している。これにより、校内サー
バの廃止もしくはスペックの見直しが可能となり、
ICT環境の導入費用を削減できると考える。
教育クラウドには、利便性やセキュリティの向上
に資する新たな機能を設けることも想定している。
例えば、学年やクラス単位で教材・アプリをクラウ
ド上から一括して配信する機能が考えられる。な
お、学校だけでなく、家庭からも児童・保護者が多
様な端末を用いてクラウドにアクセスすることを
想定すると、マルチデバイスで利用できるHTML5
形式で教材・アプリ配信可能とすることが望まし
い。さらに、家庭でも安心・安全に情報端末を利用
するために、セキュリティポリシー、リソース（通
信機能・I/O等）の制御や紛失・盗難時の遠隔操作
（ロック・ワイプ等）といった端末環境管理をクラ
ウド上から行う機能も重要と考えられる。

ICT環境を導入・運用、更新していくためには、大
幅なコストダウンが必要と考えられる。

ICT利活用上の課題としては、第一に、「学びのユ
ビキタス化」の実現が挙げられる。実証事業では、
授業におけるICT利活用に加え、学校から家庭への
タブレットPCの持ち帰りも実施したが、実施期間
は長期休暇や一部期間に限定されていた。今後に向
けては、ネットワークセキュリティの確保等に留
意しつつ、ICTを活用した学びを学校外（家庭・地域
等）でも日常的に実施し、学習効果を高めることが
期待される。
第二に、「学びのネットワーク化」が挙げられる。
実証事業では、実証校間の交流授業等で学校外の教
員・児童と共に学ぶ機会があったものの、交流の範
囲・機会は限定されていた。今後は、学校がハブ
となり、他校・地域社会・海外との交流（注11）や、保
護者とのネットワークを強化して、多角的な視野・
思考を育む教育を実現することが期待される。
第三に、「学びのスマート化」が挙げられる。現

在、個人の学習データは校内サーバやローカルディ
スク上の様々な場所に散在しており、有効活用が困
難な状態にある。今後は、こうした学習データを統
合的に蓄積・共有・分析して学習や指導の質を高め、
個に応じた「スマート」な学びを実現することが期
待される。
以上のようなICT環境面および利活用上の課題を
解決するために、どのような環境設計が必要か、ま
たそれを実現した時、学びとコミュニケーションは
どのように変容するかについて、次に論じる。

次世代の教育の情報化のあり方

残された課題を解決し、2020年までに「21世紀
にふさわしい教育を実現する」という目標を達成す
るには、より低コストで、素早く全国の教育現場に
展開可能なICT環境が求められる。こうした条件を
満たすには、クラウドを活用するのが効果的であ
る。以下に、筆者の考える次世代の教育クラウドの
概要と、それがもたらす学びの変革を示す。

（注11） 自民党教育再生実行本部（4）でもこれらの重要性・推進の
必要性を訴えている。

教育委員会クラウド
（自治体・都道府県）

認証／アカウント管理

教材・アプリ配信
（HTML5等）
端末環境管理フィルタリング

データ管理
（蓄積・共有・分析基盤）

外部
Webサービス

（必要に応じ利用）

学校
（教育委員会内）

家庭
（教育委員会内）

教育委員会外

認証

教員・児童 児童・保護者
国内外の児童・
教員、地域住民等

外部サービスを通じ
学校と交流
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図-3　教育クラウドの概要イメージ
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童への指導・助言、児童自身による振り返りに活用
することで実現できると考えられる。
なお、上記のような教育クラウドの実現に向けて
は、アナログ（紙）データ、様々なアプリのデジタ
ルデータをどのように学習データとして統合的に
蓄積し、多面的に参照・分析可能とするか、（注12）また、
HTML5教材・アプリにおける著作権保護をどのよ
うに行うか（注13）など、解決すべき技術的課題もある。

ICT環境の全国展開と、学びのさらなる変革に向
けては、こうした課題を考慮しつつ、次世代教育ク
ラウドのあり方を具体化していくことが重要と考
える。

む　　す　　び

本稿では、2020年までの21世紀にふさわしい
教育の実現に向けて実施された実証事業において、
ICTを利活用した教育が、学びの場におけるコミュ
ニケーションの活性化と、学びの質の向上に貢献し
ていることを確認した。また、残された課題の解決
に向けて、次世代教育クラウドを導入し、学びの「ユ
ビキタス化」「ネットワーク化」「スマート化」を推
進することを提言した。
しかし、これから教育現場へのICT導入に本格的
に取り組む教育委員会・学校においては、上記で言
及していない、様々な課題に一つ一つ取り組んでい
かなければならない。例えば、ICT導入の範囲（モデ
ル校1校・複数校・教育委員会全体等）、導入機器・
環境、所要経費等を計画段階で明確化し、その上で
調達・環境構築を行うことになるが、限られた人的
リソースの中でこうした作業に取り組むのは容易
ではない。また、環境構築後も、日々の運用上のト
ラブルに対応しながら、教員・児童向けの研修を実
施し、ICTを利活用した授業を定着させていかなけ
ればならない。
富士通総研では、フューチャースクール推進事業

（注12） アナログ（紙）データのデジタル化は、実証事業におい
て実施した、スキャナによる読取り・個人別の仕分けが
参考になると思われる（富士通総研、（6）p.62-68）。データ
の多面的参照・分析に向けては、学年・教科・単元等の
タグによるファイル管理を採用することが有益と思われ
るが、詳細は別稿に譲る。

（注13） HTML5ではソースコードが公開されるため、秘匿化処
理が技術的課題となっている。

■次世代教育クラウドによる学びの変革
こうした教育クラウドを整備することにより、実
証事業で残された3つの利活用上の課題にも対応し
（図-4）、さらなる学びの変革を実現できると考え
られる。
「学びのユビキタス化」は、クラウドを介して学
校・家庭等の場所を問わず学習データにアクセスす
るとともに、クラウド上からセキュリティポリシー
を配布・適用してセキュアに端末利用を行うことで
実現可能である。「学びのネットワーク化」は、教
育クラウドを介して児童・教員・保護者それぞれの
情報共有を円滑化するとともに、外部サービスも活
用して教育委員会外の児童・教員や地域・世界との
交流を行うことで実現可能と考えられる。「学びの
スマート化」は、教育クラウド上で個人データを統
合的に蓄積・共有・分析し、教員や保護者による児
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図-4　教育クラウドによる学びの変革イメージ
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（3） 総務省：教育分野におけるICT利活用推進のための

情報通信技術面に関するガイドライン（手引書）2013，

2013．

（4） 自民党教育再生実行本部：成長戦略に資するグロー

バル人材育成部会提言，2013．

（5） 日本視聴覚教育協会：国内ICT教育活用好事例の

収集・普及・促進に関する調査研究事業「教育ICT活用

事例集」（http://www.eduict.jp/jireishu/），2013/8/30

確認．

（6） 富士通総研：西日本地域におけるICTを利活用し

た協働教育等の推進に関する調査研究最終報告書，

2013．

および学びのイノベーション事業における受託研
究等を通じて、教育現場で生じるこれらの課題の解
決を支援してきた。今後も、この経験を活かして、
全国で進んでいくICT導入・利活用・定着の取組みを、
現場目線で支援したいと考えている。同時に、本
稿に示した次世代の教育クラウドのあり方の検討・
導入支援にも取り組むことで、未来の学びの実現に
貢献していきたい。
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