
 
 

第2章 IT の利便性を享受して生活できる社会の構築と環境の整備 
国民が安全・安心に ITの利便性を享受して生活できる社会を構築するにあたり、IT人材育成の

観点から重要なことは、すべての国民がそれぞれの年齢や立場などに応じて必要な情報利活用

の能力を身につけることである。この章では、それぞれに求められる能力を明確にし、それを指導

する立場にある者の指導力の向上について述べ、時代に応じた IT 機器が利用できる環境、及び

ネットワーク環境の整備の重要性を示すと同時に、能力を向上させるために求められる学習用コン

テンツの開発といった IT 人材育成を支援するための環境整備が重要であることを示す。 

 

 

2.1 これからの社会の IT 化に伴い必要とされる能力 

育成したい IT 人材の能力に関しては 「IT リテラシー」、「情報リテラシー」、「情報活用能力」、

「情報モラル」等、様々な用語が使われている。これらの用語の定義は、必ずしも明確でなく、必要

な能力が個人によって異なる場合がある。特に、「創造宣言」とその工程表に明記されている「すべ

ての国民が身につけるべき能力」は、広く一般に理解され個人によって「身につけるべき能力」に

理解の齟齬が生じないよう、具体的に内容を定義しておく必要がある。そこで、「すべての国民が

身につけるべき能力」について表１に示すように能力項目とその定義を整理した。ここに定義する

能力を参考としていくことで、時代に応じた「情報の利活用力」3の育成が推進されることを期待して

いる。 

 

表１ すべての国民が必要とする「情報の利活用力」の能力項目と定義 

能 力 項 目 定 義 

① 情報の読解・活用力 IT を利用して得られた情報を正確に読み解き、適切に活用する力 

② 情報の創造・発信力 
情報を整理・統合し、新たに創造した情報を伝達する範囲や 

受け手への影響などを考え、IT を利用して発信する力 

③ 情報安全に関する 

知識・技能 
情報社会において情報や IT を安全・安心に利活用するために 

必要な知識・技能で、情報セキュリティに関連した内容を含む 

④ 情報社会における規範に 

関する知識・態度 

情報社会における正しい行動や安全な行動、望ましい態度の基と

なる知識や態度で、現行の学校教育において「情報モラル」や「情

報倫理」として指導される内容を含む 

3 これは既に定義されている｢情報活用能力｣を置き換えるものではない。むしろ、文部科学省が推進し

ている情報教育の中で「情報活用能力」として挙げられている「情報活用の実践力」、「情報の科学

的な理解」、「情報社会に参画する態度」なども参考にしながら、ここに示す 4 つの能力を明確化し、

国家全体の IT 利活用能力に関する体系を構成していく。 
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「① 情報の読解・活用力」とは、現代社会において多くの国民が所有している携帯電話やスマ

ートフォンを使用するための能力を意味しているわけではなく、それら IT機器を通じて入手すること

ができる様々な情報を有効かつ有益に活用する能力を意味している。生活の中で情報が爆発的

に増加していることを考えても、これらを俯瞰（ふかん）し、取捨選択していく力を読解・活用力と定

義する。 

 

「② 情報の創造・発信力」とは、インターネットが広く普及し、コンピュータ、タブレット端末、携帯

情報端末など、あらゆる IT 機器が利用可能になった現代に必要とされる能力である。例えば、イン

ターネット利用に際しては、それに起因する様々な課題を理解し、課題に直面した際に自らそれを

解決できる能力を意味する。ここには、誰もが情報の発信者となれる環境の中で、その発信された

情報について適切に判断し、利活用する能力も含まれる。 

 

「③ 情報安全に関する知識・技能」とは、様々な IT 機器や情報サービスを「利用する側」にとっ

ても「提供する側」にとっても、安全・安心に活用していくための技術的な知識や技能を意味する。 

 

「④ 情報社会における規範に関する知識・態度」とは、ブログや SNS などを利用した情報発信

において「意図せぬ情報の拡散」による「予期せぬ事態の発生」、情報通信ネットワークを悪用し

「意図的に」社会に大きな影響を与える問題が多発していることなどを踏まえ、そのような状況に陥

らないための能力である。 

 

 

2.2 育成対象者ごとに必要とされる能力 

2.2.1 育成対象者の分類 

大学生、高校生でもアルバイトなどで社会に接している者もおり、そこで IT を利活用する場合が

あることや、非就業者には就職活動中の者や退職者が含まれているが IT 利活用の場面が少なく

ないこと、専業主婦（夫）（非就業者に含まれている）についていえば、学校と家庭、家庭と家庭な

どの連絡時に電子メール、掲示板等を利用しているように、老若男女問わず生活のあらゆる場面

で、IT の利活用が必要となっている。一方で、本方針の対象者である「すべての国民」に対し、学

習の場を提供しようとすると、それぞれの役割、活動範囲によって求められる IT 利活用レベルが異

なること、さらには、個人の IT 利活用レベルが異なることなどを念頭に対象者を分類し、対象者毎

の具体的な能力項目を設定、育成アプローチを組み立てていく必要がある。 

 

分類方法としてはいくつかあるが、例えば、青少年と成人あるいは社会人という視点も考えられ

るが、「青少年インターネット環境整備法（正式名称：青少年が安全に安心してインターネットを利
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用できる環境の整備等に関する法律）」では青少年は 18 歳未満の者と定義され 4、成人は 20 歳以

上を指しており、社会人は就業者を意味するのが一般的であることから、対象者をある条件で正確

に分類することは困難である。さらに、IT の利活用を個人レベルで考えてみると、IT を積極的に活

用している者（小学生で Web ページを作成できる者）がいる一方、不慣れな者もいるという現状に

ある。様々な分類方法を検討した結果、本方針では「すべての国民」を「教育を受けている就学前

の子ども・就学者」と、「就学前の子どもを除く就学者以外」に大別したうえで、就学前の子ども、小

学生、中学生、高校生、専修学校生、短期大学生、高等専門学校生、大学生、大学院生、就業者、

非就業者（高齢者含む）に分類することとした（前章・図 2）。以下、それぞれの対象者について能

力項目を示す。 

 

2.2.2 就学前の子ども・就学者を対象にした能力項目 

就学前とは小学校へ入学する以前を指しており、就学者とは小中高校の児童生徒、専修学校

生、短期大学生、高等専門学校生、大学生、大学院生などを指している 5。この就学者に対し、以

下に示す(1)就学前の子どもと初等中等教育課程の児童生徒と、(2)中等教育課程終了後の教育

課程の学生の 2 つに分けて、それらの対象者が必要とする能力項目について述べる。ただし、小

学生、中学生、高校生（以下、小中高生）に求められる能力に関し、学校教育に関わるものについ

ては、学習指導要領を踏まえ、文部科学省が進めている情報教育に配慮する必要がある。 

 

（１） 就学前の子ども・初等中等教育課程の児童生徒を対象にした能力項目 

ここでの能力項目は、発達段階を考えて、以下の 4 つに分けて作成する。 

a) 就学前の子ども・小学校 1 年生から 3 年生 

b) 小学校 4 年生から 6 年生 

c) 中学生 

d) 高校生 

 

a) 就学前の子ども・小学校 1 年生から 3 年生を対象にした具体的な能力については、IT 機器

に慣れ親しむというレベルからのスタートを想定した「①情報の読解・活用力」に関する事項

がスタートであり、お絵かきソフトや簡単なアニメーションの作成などによって、コンピュータ

は「面白い、楽しい、便利だ」という意識を持たせることに重点を置く。また、IT 機器を使う際

の基本的な約束事等を含む「④情報社会における規範に関する知識・態度」も重要となる。

PISA2012 の結果によると、コンピュータやインターネットを早くから利用している生徒ほど、

4 子ども・若者ビジョンでは、青少年は乳幼児期から青年期まで。したがって、おおむね 30 歳未満とな

っている。 
5 ただし、ここには生涯学習センターなどで学ぶ者は含まない。 
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数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの平均得点が高いことが示されている。6 な

お、就学前の子ども及び小学生が IT 機器に触れることに対しては様々な意見があることか

ら、その対応方法の検討に当たっては留意する必要がある。 

 

b) 小学校 4年生から 6年生を対象とした具体的な能力としては、IT機器をコミュニケーションツ

ールとして使い始めることが想定されるので、「①情報の読解・活用力」と「②情報の創造・発

信力」、「④情報社会における規範に関する知識・態度」に加えて、面白さや便利さの裏に

潜む問題を理解させるための「③情報安全に関する知識・技能」とする。 

 

c) 中学生及び高校生を対象とした能力項目としては、小学生の発達の上に立つことから、「①

情報の読解・活用力」、「②情報の創造・発信力」、「③情報安全に関する知識・技能」、「④

情報社会における規範に関する知識・態度」とする。 

 

小中高生を対象とした「③情報安全に関する知識・技能」と「④情報社会における規範に関する

知識・態度」に関わる能力項目を検討する際には、文部科学省が委託事業で実施した「情報モラ

ル等指導サポート事業」において平成 19 年に作成した「情報モラル指導モデルカリキュラム表」な

どを参考にし、社会変化の状況を踏まえて策定していくことが考えられる。総務省では、「青少年が

インターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標」を作成し、リスク対応能力の分類

を示しており、「インターネット上の違法コンテンツや有害コンテンツに適切に対応できる能力」、「イ

ンターネット上で適切にコミュニケーションができる能力」、「プライバシー保護や適切な情報セキュ

リティ対策ができる能力」が示されている。さらに、「④情報社会における規範に関する知識・態度」

は、総務省が平成 25 年に公表した報告書「スマートフォン安全安心強化戦略」において重要な位

置付けとなっており、ソーシャルメディアで情報を発信する場合に注意する視点、許されない行為

や行動の理解、トラブルに巻き込まれてしまった場合の対応等について記述されており、これらを

参考にする。なお、専門高等学校における情報科、工業科又は商業科において指導されている情

報に関わる専門的な内容は、第 3章で説明する「安全・安心に ITを製品・サービスなどに実装する

人材」につながる能力の基礎部分であると位置付ける。 

 

（2）  高等教育段階の大学生等を対象にした具体的な能力項目 

高等教育段階の大学生等とは、専修学校生、短期大学生、高等専門学校生、大学生、大学院

生を含んでいる。これらについては、個別に能力を分けて設定していくことが困難であるため、「高

等教育段階」全体に適応できる能力項目は以下のとおりとする。 

6 2013年 12月に公表された「OECD生徒の学習到達度調査：PISA2012」では、「初めてコンピュータを

使った年齢」と「初めてインターネットを利用した年齢」が「6 歳以下」と回答した生徒の割合は、日本

が OECD 平均より少ない。一方で、「6 歳以下」と回答した生徒の 3 分野の平均得点が高い。 
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「① 情報の読解・活用力」は、基本的な情報機器の操作やネットワークの活用、必要な

情報へのアクセス、情報の管理と再利用、メディアリテラシー、基本的なコミュニケーショ

ン、プレゼンテーション、問題解決における情報活用等に関する能力 

 

「②情報の創造・発信力」は、情報の整理・統合・評価と新たな情報の創造、マルチメディ

アの活用、インターネットによる情報発信、その他いろいろな手段による情報発信等に関

する能力 

 

「③情報安全に関する知識・技能」は、情報セキュリティ、デジタル情報の特性と保護、個

人情報の扱い、ネットワーク詐欺の知識と予防等に関する能力 

 

「④情報社会における規範に関する知識・態度」は、人間性の尊重、人の権利の尊重、

ネットワーク上のマナーやエチケット、情報社会特有のルールと法律、ネットワークを介し

たコミュニケーションの心理、コンピュータを介した情報のやり取りの理解等に関する能力 

 

なお、高等教育段階に該当する者については、情報社会において情報や情報技術を安心して

安全に利活用したり、提供したりできる能力を持ち、それぞれの専門分野でキャリアを形成する際

に求められる能力の修得も求められる。また、高等教育機関の情報系教育において指導されてい

る情報に関わる専門的な内容は、第 3章で説明する「日本の IT社会をリードし、世界にも通用する

IT 人材」につながる能力の基礎部分であると位置付ける。 

 

2.2.3 就学者以外を対象にした能力項目 

中学校、高等学校、大学等を卒業した者を「就学者以外」と定義すると実に様々な者がそこに該

当することになり、それぞれに必要な IT 活用の能力を明確に規定することは困難である。 

 

そこで、便宜上対象者を「就業者」、「非就業者」、「高齢者」といった 3 つに分類し、能力項目を

設定していく。ただし、ある個人が複数に分類されることも念頭に置きつつ、対象者別の具体的な

能力項目を作成していく。作成に際しては、平成 25 年に公表された「OECD 国際成人力調査」の

結果において、日本の IT 活用力に課題があることが示されていることを念頭に、具体的な「能力チ

ェックリスト」の作成につなげていくこととする。ただし、ここに示す就学者以外の者でも、日本の IT

業界をリードし、世界に通用する IT 人材については第 3 章での記述とする。 

 

（1） 就業者を対象にした能力項目 

就業者が必要としている能力項目は、それぞれの職業に関係した「①情報の読解・活用力」と、

「②情報の創造・発信力」となる。したがって、業種に共通した項目を「能力チェックリスト」として準
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備することになると考えられる。その際、実践的な IT 活用能力の育成とともに、ソフトウェアの重要

性の認識に立った上で、情報を提供する者としての能力と、情報を活用する者としての能力を分け

て検討する必要がある。また、多くの企業等では、定常業務や事務処理がシステム化されている傾

向にあり、今後さらに紙媒体を必要としない業務が多くなっていくことが想定される。そこで、就業

者においては、各企業のシステム化に併せて、それらを活用しながら支障なく業務を遂行すること

が能力として求められ、それを能力項目のひとつとして挙げておく必要がある。さらに、企業や行政

についても IT を活用してサービスを提供する場合が増えていくことをかんがみ、利用者の個人情

報等の取り扱いについて配慮し、これらを担当する者の「②情報の創造・発信力」「③情報安全に

関する知識・技能」の向上が特に必要とされる 7。 

 

（2）非就業者を対象にした能力項目 

非就業者については、家庭人や現役を引退して就職する予定のない者と、職を求めている離職

者とで、異なる能力項目を設定する必要がある。前者は、より安全・安心・快適に日常生活を過ご

すために、4 つの能力項目をバランスよく育成することが望まれるが、特に、多くの情報が流通する

社会の中で、正しい情報を見分けるための「①情報の読解・活用力」や犯罪に巻き込まれないため

の「③情報安全に関する知識・技能」は重要となる。また、それぞれ個人が持つ能力を経済活動に

活かしていくために必要な社会環境の整備も必要となる。後者は、昨今、Web 等を利用した情報

収集や求職活動が一般化してきている中、就職に係る一連の手続きが行える IT 利活用能力が求

められるとともに、就職後にも職場で苦労することなく ITを利活用できる能力が求められ、家庭人よ

り一段高いレベルの「①情報の読解・活用力」と「②情報の創造・発信力」が必要となる。また、「③

情報安全に関する知識・技能」と「④情報社会における規範に関する知識・態度」については、社

会生活に必要な基本的能力の修得が求められる。 

 

（3）高齢者 8を対象にした能力項目 

総人口のおよそ 4 分の 19を占める高齢者の IT リテラシーの向上は、身体的・地理的・時間的な

制約を超えた活動機会を拡大することとなり、社会参加の促進 10につながるものと期待され、日本

経済成長の鍵となる。これらの層が再びアクティブになることで、雇用・消費・投資等が活性化し、

結果として我が国が抱える課題解決に資すると考えられることから「①情報の読解・活用力」及び

7 企業や行政以外の組織に就業する者については、「③情報安全に関する知識・技能」と「④情報社

会における規範に関する知識・態度」に関し、共通の「能力チェックリスト」を適用する。 
8 総務省や WHO の定義では、65 才以上。 
9 総務省統計局によると、平成 23 年 9 月 15 日現在の推計高齢者人口は 3,186 万人で、総人口に占

める割合は 25.0％となっている。 
10 例えば、地域の農業に従事している高齢者がインターネットを活用した農作物の直接販売をしてい

る例などもあり、高齢者が電子書籍を読む場面も増加している。特に、退職した高齢者は、それまで

の経験による豊富な知識と個人的なネットワークを有しているため、IT に関する能力を高めることに

よって、再び社会に参加されることが期待できる。また、高齢者の中には経済的に余裕がある者もい

て、IT 利活用に対する理解を進めることにより、IT 関連に従事する若者を個人投資家として支援す

るようになることが期待される。 

14 
 

                                                   



 
 

「②情報の創造・発信力」が求められる。一方、地域コミュニティや世代を超えたコミュニケーション

を容易に行えるようにすることでより豊かな生活の実現が期待されるが、反面、トラブルや犯罪に巻

き込まれないようにするため「③情報安全に関する知識・技能」及び「④情報社会における規範に

関する知識・態度」が重要となる。 

 

 

2.3 指導する立場にある者の指導力向上と指導項目 

時代に応じた IT 機器や情報を活用できる社会環境を整備していくためには、前述したすべての

国民の「情報の利活用力」を高めるための指導者とその指導力が重要である。ここでいう指導力と

は、国民の「①情報の読解・活用力」、「②情報の創造・発信力」、「③情報安全に関する知識・技

能」、「④情報社会における規範に関する知識・態度」を育成するための指導力を意味している。第

１章でも述べたとおり、このうち特に人材として育成する場合、高等学校までの教育における教員と

高校生までの子をもつ保護者の情報活用指導力の向上は特に重要である。そこで、小中高生に

対する教員の指導力を「教員の情報活用指導力」（「教員の ICT 活用指導力」と呼称しても可 11）と、

また保護者の指導力を「青少年の保護者の情報活用指導力」として分類し、それぞれに「指導項

目」を策定することが望まれる。 

 

(1) 教員の情報活用指導力 

小中高生の「①情報の読解・活用力」、「②情報の創造・発信力」、「③情報安全に関する知識・

技能」、「④情報社会における規範に関する知識・態度」を育成していくためにも、彼らを指導する

立場にある教員の指導力向上を図ることは重要である。小中高校の「教員の情報活用指導力」の

指導項目策定については、文部科学省の「教員の ICT 活用指導力の基準の具体化・明確化に関

する検討会」が平成 18年に策定した「教員の ICT活用指導力の基準」に基づいて、毎年実態調査

を実施しており、IT の急速な進展の状況を見計らいながら、後述する情報ネットワーク基盤の状況

等を踏まえ必要に応じて対応していくことになる。新たな「教員の情報活用指導力」の指導項目策

定に際しては、現行の評価基準を十分考慮した上で、「教員の ICT 活用指導力」の経年変化等を

把握できるように配慮することが望ましい。その具体的な指導項目の策定に当たっては、学習指導

要領及び「教育の情報化に関する手引」に示された情報教育に関わる内容を十分考慮する必要

があり、国、教育委員会及び教員養成課程を置く機関は、策定した「教員の情報活用指導力」の

指導項目も踏まえつつ、教員の指導力を高める取組を推進する。 

 

「教員の情報活用指導力」向上を図るためにも教育委員会や教員養成課程を置く大学等にお

いて、組織的・計画的な取組を推進していく必要がある。特に教員養成段階等において、指導教

11 ICT（Information and Communication Technology）の頭文字で、教育ではコミュニケーションが重要

であるとの考えから、国際的な教育分野では ICT という言葉が使われることが多く、我が国において

も使われている。なお、本方針においては ICT という表記はせずに、IT と統一して使用している。 
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科等の区別なく、すべての教員が「教員の情報活用指導力」を高めるための積極的な取組が求め

られる。現行の教員養成課程においては、「情報機器の操作」及び「教育の方法及び技術（情報機

器及び教材の活用を含む。）」について学習する授業科目において ITに関して学習が行われてお

り、IT の基本的な技能にとどまらず、教育活動における IT の利活用及び児童生徒の情報の利活

用力を育成するという観点で、より一層、専門的な知識や技術を修得できるようにすることが重要で

ある。それには、大学等の高等教育における教員の情報活用指導力の向上も同時に求められ、大

学における情報の利活用力と情報活用指導力に関する教育方法の研究の推進についても重要に

なる。 

 

さらに、IT を活用して児童生徒の学びを最大限に充実させることができるよう、教員の研修の充

実など、教員の情報活用指導力の向上を図ることが不可欠である。また、教員免許更新の際に受

講が義務付けられている更新講習に関して、これらの知識と技能を補強できるような、「教育におけ

るＩＣＴ活用」に関する内容を充実させる。さらに、各自の教育活動の中で児童生徒の情報の利活

用力を育成する営みを通して、児童生徒の「①情報の読解・活用力」、「②情報の創造・発信力」、

「③情報安全に関する知識・技能」、「④情報社会における規範に関する知識・態度」を高められる

ような仕掛けづくりが必要となる。一方で、国や産業界では、Web を中心に多様な教育用コンテン

ツを社会貢献活動として作成しているが、十分に活用されていないことも踏まえ、コンテンツ開発、

提供に際しては、これら既存の取組と協力し実践的なコンテンツの集積を実現する必要がある。 

 

 (2)  青少年の保護者の情報活用指導力 

我が国では、スマートフォンをはじめとしたインターネット接続機器を所持する者の低年齢化が

急速に進んでいる。知識・技能面や精神面において未発達の青少年による、不適切な利用や規

範意識の低下に起因し、例えば 18 歳未満の青少年が青少年有害情報などに接することで重大な

犯罪に巻き込まれる事例も発生している。「青少年インターネット環境整備基本計画（第 2 次）」に

おいて、特に留意すべき課題として「保護者に対する普及啓発の強化」が記述され、青少年に対

する「保護者の情報活用指導力」の周知と向上が極めて重要とされており、「保護者の情報活用指

導力」の具体的な指導項目の策定に際しては、子どもの学齢段階（就学前・小学校低学年、小学

校高学年、中学、高等学校）によって保護者には異なる指導力が求められることを加味しておく必

要がある。 

 

保護者の子どもに対する「情報活用指導力」としては、特に「③情報安全に関する知識・技能」と

「④情報社会における規範に関する知識・態度」に対する指導が求められているにもかかわらず、

学校の教員と異なり、保護者が研修を受ける環境が整っていないのが現状である。学校から保護

者に対して普及啓発に関する情報提供があり、保護者を対象にした講演会やセミナーが実施され

ているものの、すべての保護者がそれらに参加できている状態でないことも懸念される。さらに、保

護者の多くが、「子どもの要求でスマートフォンを買い与える必要に迫られているが、結果に対する
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不安が大きく、子どもにどのように対応すべきかわからない」と言っていることも、保護者の指導力を

補強していく仕掛けづくりが必要であることを意味している。それに対して、例えば、保護者がスマ

ートフォンなどのインターネット接続機器を子どもに買い与える際に、利用に関わるルールなどを子

どもと一緒に視聴する、保護者が自分の携帯端末等を利用して Web 型コンテンツを子どもに幼い

時期から IT 活用の便利さや楽しさ、情報を発信する際に注意しなければならない点などを説明す

るといった保護者が直接子どもに指導できるような環境構築についても検討する必要がある。 

 

 

(3) その他の指導者の情報活用指導力 

IT 利活用を推進し、その利用について教育していく者としては、教育サービス提供者や非ビジ

ネスで教育を提供している者、各地域で IT 利用者教育や情報セキュリティ教育を行っている者、

ボランティアで IT 利活用を指導している者なども考えられ、これらの指導力向上の支援策を検討

する必要もある。また、指導者の幅を広げるために、IT 関連業務に従事している者や、IT に精通し

た者、IT関連の研究に従事している学生、地域コミュニティにおいて ITを活用して幅広い活動をし

ている者、長年 IT 関係に従事し現役を引退した者などの活躍を促進する。  

 

 

2.4 時代に応じた IT 機器・ネットワーク環境の整備 

すべての国民の「情報の利活用力」を高めるためには、「指導力の向上」と同時に、時代に応じ

た IT機器の整備についても積極的に検討していくことが必要である。そこで、本節では、身近に IT

を学ぶことのできる環境整備として、IT 機器の整備、普及促進とコミュニケーションを促進するため

のネットワーク環境の整備などについて述べる。なお、ネットワーク環境については、情報ネットワ

ーク基盤に加え、IT 人材育成を支援する学校・地域環境の整備についても触れることとする。 

 

2.4.1 時代に応じた IT 機器の整備と教育環境の整備 

IT 人材の育成にあたって教育が果たす役割が重要であり、特に学校教育において IT 人材を育成し

ていくためには、その情報ネットワーク基盤の整備は必要不可欠である。教育現場の情報ネットワーク

基盤の整備なくして IT 人材を育成することは困難であり、その意味で、学校における IT 人材の育成と

情報ネットワーク基盤の整備は車の両輪の関係にある。学校教育においては、「第 2 期教育振興基本

計画（平成25年6月閣議決定）」に記載されているとおり、教材整備指針に基づいた教材の整備を計画

的に推進するとともに、観察・実験や実習などの教育活動を充実させるために必要となる施設設備を整

備していくことが重要となる。国及び地方公共団体には、「学ぶ場」を整備していくという観点から、学校

や地域の教育環境の IT 化を促進するために施策を講じていくことが求められている 12。 

12 「第 2 期教育振興基本計画」では、平成 29 年度に向けて次の目標を掲げている。 
「教育用コンピュータ 1 台当たりの児童生徒数 3.6 人、教材整備指針に基づく電子黒板・実物投影機

の整備、超高速インターネット接続率及び無線 LAN 整備率 100％、校務用コンピュータ教員一人 1

17 
 

                                                   



 
 

 

また、教育用コンピュータの整備にあたっては、児童生徒等の学習者が利用する IT機器の整備

だけでなく、児童生徒が自ら IT を活用して創造的な活動をする場の提供や、いつでもどこでも自

由に使える IT機器等の普及も必要である。さらに、教育における IT環境整備の推進に当たっては、

教員の指導力向上を図ることも必要であり、その時々における ITの動向を踏まえながら、教員の指

導方法などの研究開発及び教員の研修を実施することが重要となる。 

 

 上記に加え、システムの設計・開発を体験できる場の提供も求められている。パッケージソフトウ

ェアやクラウドの躍進に伴い、企業では運用・保守が業務の中心となり、新規開発などのものづくり

の機会が極端に少なくなっている。将来の人材育成という観点から考えると、IT 人材のものづくりに

おける基本的スキルを養うための機会が必要とされていることが分かる。 

 

2.4.2 コミュニケーションを促進するネットワーク環境の整備 

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校で教育環境のIT化を実現するとともに、学校教育の

現場のみならず、学校と家庭とをシームレスにつなげる教育・学習環境を構築するため、HTML5コ

ンテンツやクラウドコンピューティングの技術を活用して、多種多様な端末に対応するとともに、学

校のインターネット回線の高速性、安定性（耐障害性）13などを視野に入れた低コストな教育ITシス

テムの実証を実施し、普及モデルとしての技術標準の確立を図り展開基盤を整えていくことが求め

られる。 

 

また、この教育ITシステムは、クラウド上に学習履歴を管理することにより、個別の児童生徒への

きめ細かい指導が可能となるなど、教育分野での効果的なITの利活用を実現する。ただし、この教

育ITシステムを構築するに当たっては、学習履歴の活用について、適切なアクセス制御等、情報

セキュリティのポリシーに則った運用に留意する必要がある。 

 

文部科学省の調査によると、平成25年3月現在、30Mbps以上の超高速インターネット接続され

ている学校の割合は75.4％である。普通教室の校内LAN整備率は84.4％であるが、校内ＬＡＮが

整備された普通教室のうち、無線ＬＡＮが整備された教室の割合は23.3％に留まっている。学校の

ネットワーク環境については、超高速ブロードバンド接続と無線LAN環境の整備が重要であり、そ

の整備状況を定期的に確認することが必要である。学校における無線LANを整備するに当たって

は、総務省が平成25年3月に公表した「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術

台の整備を目指すとともに、地方公共団体に対し、教育クラウドの導入や ICT 支援員・学校 CIO の

配置を促す」 
 
13 学校の無線 LAN については、①大量パソコンのネットワークへの同時アクセスへの対応、②学校固

有の利用形態に伴う物理的障害物の影響の低減、③多数のアクセスポイントの設置に伴う干渉の解

消 などを図る技術が求められる。 
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面に関するガイドライン（手引書）2013」を参考にすることが望ましい。 

 

2.4.3 各対象の能力を育成するための学習コンテンツの開発 

すべての国民の「情報の利活用力」を高めるためには、学習・指導コンテンツの開発と能力評価

ツールを体系的に整備し、提供されることが重要となる。さらに、開発する学習・指導コンテンツ等

については、障害者を含む誰もがアクセス可能なものとなるよう、Web アクセシビリティに十分配慮

されたものとする必要がある。 

 

学校教育向けの学習・指導コンテンツについては、学習指導要領を踏まえる必要があり、かつ

「①情報の読解・活用力」、「②情報の創造・発信力」、「③情報安全に関する知識・技能」、「④情

報社会における規範に関する知識・態度」の 4つの能力項目ごとに整えていくことを基本とする。学

習・指導を段階的に進めるためにも、学習・指導コンテンツには系統性を持たせていくことに配慮

する。 

 

能力評価ツール、学習・指導コンテンツ等に関しては、クラウドコンピューティングを活用した学

習・指導環境として提供していくことを目指したい。スマートフォンやタブレット端末などを日常的に

利用している若者、いわゆるデジタルネイティブの世代については、利用できることを周知するため

の普及啓発活動を十分に行うことで、公開されたコンテンツやシステムの利用が向上し、学習効果

を上げることが期待される。また、無料で参加可能な大規模公開オンライン講座（MOOC：Massive 

Open Online Course）は、個人の意思で高等教育を受けることができ履修認定もされるなど、社会

人等の学習機会の拡大等への活用が期待される。 

 

2.4.4 安全・安心に IT の利便性を享受できる社会の構築 

安全・安心にすべての国民が IT を利用している社会を構築していくためには、「③情報安全に

関する知識・技能」と「④情報社会における規範に関する知識・態度」の向上が重要となる。そのた

めに、以下のような活動を実施していくことが期待される。 

 自らの情報の利活用力を向上させる学習を推進する国民運動を展開 

 情報提供や電子申請等、行政機関がより積極的にサービスの電子化を図り、国民が生活

の中で意識せずに IT を活用する環境整備を促進 

 電子決済による物品の購入、音楽、映像のダウンロードの促進 

 電子メール、ネット検索、SNS などのコミュニケーションツールの利用を促進 

 教育コンテンツの開発に加え、IT 活用を支援するガイドや体制の確立 

 小中高等学校における授業等で、学習用コンテンツを活用し、主体的な学習を推進 

 IT 機器販売店における利用の規範に関するコンテンツ提供などの啓発活動促進 

 経済弱者や情報弱者、障害者に対する配慮と支援（情報アクセシビリティの向上のための

取組を含む）の検討 
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 映像コンテンツやシミュレーションツールなどを活用した高齢者の IT リテラシー向上の促進 

 非就業者を対象にした IT 活用による教育機会拡大の検討 

 人材の流動化促進の仕掛けとして、ハローワークの機能強化を含めた、就業支援や職種

転換のための環境整備 

 IT サービス利用にあたっての不安を取り除くための啓発活動 

 「インターネット安全教室」や「情報セキュリティ対策の基礎」を学ぶ機会の提供 

 

2.4.5 その他の環境整備 

さらに計画を推進していくためには、上記に加え以下に関してもさらなる検討が望まれる。 

 次期学習指導要領の改訂時において、本方針での検討結果を踏まえた内容の記述 

 個人のモティベーションを高めるため、資格認定、表彰制度の検討 

 情報分野への進学希望者の能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価できるよう、情報技

術関連の資格について大学入学者選抜に際して考慮することを促進 

 支援する環境の整備として、IT機器とネットワーク環境の整備にとどまらず IT人材育成を支

援する環境の整備 14 

 大学生や社会人を対象にした「情報技術開発力」を修得する学習コンテンツ開発について

は、情報関連学科を持つ大学等の協力、産業界等との連携 15 

 

 

 

  

14 例えば、多くの学校（おもに小中高等学校）においてプログラミング部が設置され、小学生からでも直

感的にプログラミングの基本を学ぶ活動にふれることなどが考えられる。なお、民間が提供している

プログラミング学習ツールの例としては、MIT が開発した「Scratch」や、NTT コミュニケーション科学

基礎研究所が開発した「Viscuit」、JEITA が提供している「アルゴロジック」や、日本語プログラミング

言語の「ひまわり」「なでしこ」などがある。 
15 例えば、最近注目されている「MOOC」による「IT人材育成講座」を多く開発し、利用者の意欲に応じ

た学習コースの提供を促すことなどが考えられる。IT 関連の仕事に従事できるように、映像コンテン

ツやアニメーション・コンテンツなどを利用してその実態や魅力などを学習する仕組みの提供を促す

ことなどが考えられる。 
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