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「ＡＩを活用したいじめ深刻化

の予測と防止の取組」

令和３年３月１６日（火）

大津市教育委員会 児童生徒支援課
（株）日立システムズ 関西支社
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① いじめについての認識が高まることで、早期発見が進んだ
●こども支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（旧：いじめ対策担当教員）を窓口とし、見守り・声掛け・広報を

実施 → 年々「教員による発覚」･「被害者本人からの発覚」が増加。窓口機能

の定着」･「学校への信頼」が大きな要因と考えられる。

（平成２５年 ５８７件 →令和元年 ５４１９件）

小学校 中学校

1.1 実証実験に至った経緯

１. 子ども支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（いじめ対策担当教員）の配置
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いじめ認知件数の増加と教員の負担

① 疑い件数が２倍 → 対応量も２倍。人的資源は限られており、より困難な事案に対処を傾ける必要性

② 若手教員はもとより、経験知のある教員でも対処が困難なケースが事案増。経験知の共有に限界

③ いじめ行為の解消では、要因改善や加被害間の関係修復が困難な事案増。再発リスクの継続

令和元年度 大津市立学校の教員年齢構成

1.1 実証実験に至った経緯

２. 教育現場の課題
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課
題
①

深刻な事案が生じるこ
とで、対処の負担が
増。複数事案を抱えな
がらの対処にも影響

過去のいじめ事案のデータを基
にして、深刻化を防ぐための示
唆を得る必要性

課
題
②

ミドルリーダーの不
足、経験知の伝承が困
難

教員の経験知を集約したデータ
から、いじめ対処の際の「一つ
の根拠」として明示する必要性

1.1 実証実験に至った経緯

３. 課題に基づく必要性
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大津市

㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 教育研究者

実証実験

2019年3月22日
包括協定を締結

～いじめ事案のＡＩによる
分析と予測をはじめとし
たデータ分析の実証実
験等の連携・協力～

3者による有識者会議を
通じて検討

1.2 実証実験の実施内容とその効果

１. 取組体制
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1.2 実証実験の実施内容とその効果

２. 大津市独自のいじめ報告システムの活用

大津市教育委員会

学

校

①速報 ②認知 ③続報 ④収束

いじめでない

被害児童生徒のケア、加害児童生徒への指導、関係

保護者への説明、教員間の共通理解の各要件をいず

れも満たした場合に、収束の報告を求めている。

（本市の定義）

・事案発覚後、２４時間以内に市教委に報告（速報）

・学校、市教委ともにいじめ事案報告書を保管

・深刻な事案は、続報や電話で情報共有

・対応の経過で得られたアンケートや聴き取り用紙は、

学校で原則５年保存

「いじめ事案」報告の速報・続報から収束まで

校支援ネットワークシステム
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※1：本実証実験における【深刻化】はいじめ防止対策推進法 第28条第1項にて定義される「生命心身財産重大事態」とは
異なり、重大事案及び重大事案化する可能性を含む「大津市として注視すべき事案」を便宜上、表現するものとする。
表現方法については実証実験後見直しとなる可能性がある。

※2：本定義は研究過程における定義である為、実証実験後見直しとなる可能性がある。

条件 以下①～④のいずれかに該当する事案を【深刻化事案】として判断※2 該当割合
① 項目【被害者の状況】が以下のいずれかに該当

・「事案以後の欠席日数」について、欠席日数が3日以上
・「精神疾患発症」「身体障害」「金品等被害」「自殺企図」選択
・「その他」の詳細記載欄に何らかの記載あり

3.6%

② 項目【指導内容】「関係機関への連絡・相談」に何らかの記載あり 2.4%
③ 事案収束までの期間が4か月以上 かつ いじめ対策委員会が5回以上開催 1.7%
④ 事案収束までに報告書が4枚以上提出 3.3%

本実証実験における【深刻化事案※1】の定義について

全体の9.6%を【深刻化事案】と判定し、
有識者会議にて判定結果と事実に大きな乖離がないことを確認

1.2 実証実験の実施内容とその効果

３. 大津市独自のいじめ報告システムの活用
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AI活用
イメージ

システム

これまで

認知 予測・判断 実行

B報告書

経験上、A事案の方が
深刻化しそうだ

A事案は●●して
B事案は経過観察

しよう

蓄積データ
AIモデル

深刻化率
A事案９０％
B事案７０％

１. AI活用のイメージ

A報告書

どう対応する？

B報告書A報告書

他の学校ではB事案も
深刻化しているのか

両事案とも注視し、
A事案は●●して

B事案は▲▲しよう

根拠に基づく
未来予測

初期対応
の再点検

AIは経験や知識を補助するもので、
最終判断は人間に委ねられます。(AI：機械学習)

1.2 実証実験の実施内容とその効果

４. ＡＩを活用したいじめ事案の分析・予測



Lake Biwa

Otsu City 9

予測モデルが算出した高確率で事案が深刻化するパターン

注）本実証実験での結果であり、検証の継続が必要

①「加害者を指導していない」「被害者をケアしていない」「当日・翌日に欠席
している」が組み合わさった事案で特に深刻率が高い。
②SNS中傷は教員から最も “見えにくい” 事案であり、発覚時には深刻化してい
る率が高い。

①学校、教員が蓄積してきた勘や経験知の一部と同じ結果が得られたもの
②新たな視点で今後データを積み重ね、分析・検証を続けねばならないもの

ＡＩによる予測と分析から見えてきたこと

1.2 実証実験の実施内容とその効果

５. 実証実験の統計結果と考察
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【教育委員会】
いじめ事案一覧を抽出し
専用端末でAIによる分析
と予測

10

様式２

l リーフレットを教員に配布

することで、分析結果に基

づくいじめの知識を共有

【各学校】
いじめ事案報告書の入力

【校支援システム】
データ管理

予測システム簡易運用
l チェックシートをいじめ事

案の初期対応にあたる際に

活用

随時深刻化率の情報提供と指導助言

事案No. 情報① 情報② 深刻率

1 〇 ● 80%
2 ▽ ▼ 20%
3 □ □ 30%

対処

事案
発生

1.3 簡易運用の実施/効果/課題

１. 実証実験の成果の活用
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1.3 簡易運用の実施/効果/課題

２. 実証実験の成果の活用
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成果

l いじめ事案に対する緊張感が持てる。

l 対応方法を再確認できる。

l 進捗状況を気にかけるきっかけになる。

l 客観的な視点で見ることができている。

l 学年や担任に、この事案の心配さを伝えやすい。

l みんなで意識をそろえて対応ができる。

l どのような事案が高いスコアになるか、傾向をつかむことができた。

課題

l スコアが即時に分からない。（２４～４８時間以内）

l 保護者間でのトラブルまで反映されない。

l スコアと共にアドバイスもほしい。

0～39％, 
83.3%

40％～, 
14.3%

70％～, 
2.4%

令和２年度いじめ事案報告書

速報深刻化率分布：％

0～39％

40％～

70％～

令和２年度 いじめ事案疑い件数
６２５０件

速報時 被害者ケア実施率 ９５％
加害者指導実施率 ９２％

※令和３年２月末現在

子ども支援コーディネーターによるアンケートから

1.3 簡易運用の実施/効果/課題

３. 令和２年度成果と課題
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〇深刻化の定義を見直すことで、多くの自治体が導入可能になる。

〇多くの自治体が参画することで、費用の負担を減らす。

〇いじめ事案データ追加（ビッグデータ）によるAIの予測精度向上。

〇新たな予測モデルの構築で、子どものいじめ事案深刻化未然防止に加え、教員の統計事務作業等負担軽減。

13

・自治体連携によるビッグデータ
の共有

・新たな予測モデルの再構築
・予算の確保

ＡＩの予測精度を向上させる
ため、また、学校別、男女
別、学年別等細部を分析する
には、まだまだ母数が不足。

大津市独自の報告システムで
あり、現状のシステムでは他
市町の活用はできない。

【現在の課題】 AIシステム 自治体連携

【導入に向けた検討】

【展望】

・ネットワークの構築（LGWAN）
・氏名のコード化

・いじめ事案報告書様式統一
・深刻化の定義を見直す

1.4 今後の展望

１. AI導入検討の課題と展望
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大津市
簡易運用

・データ追加、新技術に
よるシステム強化

・研究機関を中心とした
産学官連携

・複数自治体との連携チェックリスト等による
深刻度のセルフチェック

＋
分析ソフトによる危険度チェック

令和2年度 令和3年度以降・・・

分析ソフトによる
危険度チェック

実証実験を踏まえ、将来的に産学官および他自治体と連携し
いじめ事案に向けた取り組みを強化していく。

本運用
全国展開/機能追加・強化

注
意

・深刻度通知（精度向上）
・統計結果の見える化

・新規分析機能の反映 など

！

1.4 今後の展望

２. 産官学連携
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1.4 今後の展望

３. データ一元管理による運用イメージ案（本運用イメージ）
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Ⅱ いじめシステムに活用したデジタル技術と展望
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２．１ データ分析とは
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自治体が保有する業務データ、アンケート等の文書資料や温度計等のセンサーデータ、
身近にある多種多様なデータから、課題解決・意思決定などの
目的に沿った特徴を発見・抽出すること

データ分析とは

見える化ツールを利用した
現状の把握/シミュレーション

決定木分析

分析ツールを利用した
統計的手法に基づく将来予測

データ分析基盤/分析機能の活用

収入と支出の見える化
↓

適正な資源配分の判断
社会動向の予測分析

↓
将来政策の妥当性検証

AI/IoTの活用
↓

業務の自動化/効率化

データ分析を活用した
めざすべき社会の実現

業務データ
・財務
・税
・保健福祉
・子ども子育て
・住民情報
・観光事業

文書データ
・メール
・報告書
・アンケート
・画像
・音声
・地図情報

センサーデータ
・温度データ
・電力データ
・通信データ

さまざまなデータの収集・蓄積
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２．１ データ分析とは
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データ利活用の事例

電子的かつ継続的に蓄積されたデータは、以下の事例のように
自治体内の課題解決や政策の立案、事業評価、研究等に活用できている。

１）健診受診時の問診項目を利用した要因分析

目的：市民への乳がん自己検診と定期健診の受診促進をさせたい。問診票を見直ししたい。
内容：乳がん検診の問診票項目から精密検査対象となる要因、

精密検査の結果が「良性または悪性」と診断される要因を分析。
web：株式会社 日立製作所 Lumadaサイトに掲載済。

２）ADWORLD介護データ等を活用した地域分析および
介護予防事業効果測定・分析業務

目的：健康寿命の地域差の有無を把握し、施策検討したい。
市独自で行っている介護予防事業について効果があるのか把握し、施策検討したい。

内容：健康寿命の算出と地域分析の実施、介護予防事業の効果測定。
web：株式会社 日立製作所 Lumadaサイトに近日掲載予定。

※Lumadaサイト： https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/about/index.html

自治体関連データ利活用の取り組み事例（一部）
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２．２ 実証実験に参加した経緯

20

平成30年4月にデータラボを設置

していたい。

日立 自治体ソリューション「ADWORLD」
の提供を通じて、

長年にわたり多くの自治体の行政を支援

双方の強みを活かすことにより、
ICTおよびデータ分析の分野においてイノベーションを推進し、

地域社会の発展に寄与することを目的として、協定を締結

大津市 日立システムズ

EBPMおよびAIをはじめとしたICTの活用
に向けた取り組みを推進していきたい

EBPM、データ分析業務の実績を蓄積し、
データ利活用を通じて社会貢献したい

※EBPM：Evidence-Based Policy Making（エビデンスに基づく政策立案）
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２．２ 実証実験に参加した経緯
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日立システムズは、大津市様、教育研究者の指示に基づきデータ分析作業を実施

大津市

日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 教育研究者

実証実験

2019年3月22日
包括協定を締結

～いじめ事案のＡＩ
による分析と予測を
はじめとしたデータ
分析の実証実験等の
連携・協力～

3者による有識者会
議を通じて検討

データの提供
現場知見の提供

教育、医療等
専門的知見に基づく

助言や提言
データ分析作業実施

技術的観点からの助言
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２．３ データ分析の進め方と役割分担
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l データ利活用実施サイクルに沿った運用への落とし込み
データ利活用を適切に進めて有用な結果を導き、結果を具体的な運用や施策へつなげるため、
以下に示すサイクルに沿ってデータ利活用を支援

課題理解 データ理解

データ準備

モデル作成

評価

展開/共有

課題
理解

データ
理解

データ
準備

モデル
作成

評価

展開
共有

業務課題の抽出
分析の目的・テーマ決定、手法の検討
(分析による要因発見、改善案など
仮説立て)
どんなデータがあるか。
(内容、関連性、分布など)
データの充足度確認
(必要なデータ項目、量があるかなど)
分析用形式へ変換
コードの統一
外れ値や欠損値の補完
フラグなど必要と思われるデータの生成

分析手法の決定
変数選択
モデルの作成と実行

モデルの精度評価
ビジネス課題解決度合い(仮説の証明)

分析結果の展開と共有
ビジネス課題への具体的なアクション

3～4ヵ月/1テーマ

機械学習(AI)利用
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２．３ データ分析の進め方と役割分担
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l 産学官連携によるデータ分析作業の役割分担と流れは以下のとおり。
日立システムズ大津市作業の流れ

教育委員会

データ収集～
データ作成～
データ利活用

セッション
(結果確認・
意見交換)

収集データ
意見交換

データの修正依頼

事前準備
テーマ決め

取り組み確認 分析テーマに対する分析状況のヒアリングと仮説を協議

分析テーマに対して必要と思われるデータ、目的変数、説明変数を３者で協議

分析/協議結果を基に
施策立案検討

事後作業
施策立案

３者で
分析結果の確認、

分析観点の変更など
意見交換

・データ修正依頼
・データクレンジング
・機械学習を用いた分析
・テキストマイニングの実施

教育研究者
大学教授

いじめ事案報告書
データの提供（匿名化）

現場知見
（勘や経験）

専門的
助言

技術的助言
分析結果

共有・協議調査/再確認 指示による
再分析処理

研究・文献等
調査

分析モデルと分析結果を提供
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当該事案において速報(1枚目)と収束報告の判断が可能な、平成29年度～平成30年度の
速報報告書(5,212件)を対象とし、基礎集計および深刻化事案予測モデルの作成を実施する。
基礎集計およびデータの入力から深刻化事案予測モデル作成のプロセスは下図のとおり。

２．４ モデル作成と評価

24

・精度向上チューニング
・重要項目の抽出

検証用

学習用
重要度の高い

項目抽出

各項目から
目的変数(深刻化)に
重要度の高い項目を
自動選択

③項目の抽出
検証用データを用いて、
④で作成したモデルの
精度を検証

予測モデル

④予測モデルの作成 ⑥モデル精度の確認

⑧モデルの決定
②～⑦を繰り返し実施し、
説明性、評価値の観点から
最適な予測モデルを選定

評価指標や重要項目の出力

⑦評価指標等の出力

⑤検証用データの当てはめ

繰り返し

繰り返し

テーマ１：いじめ深刻化予測モデル作成と評価

基礎集計①基礎集計による特徴の確認

②データの分割
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２．５ 実証実験における課題
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・いじめ事案報告書データの蓄積を継続する
本実証実験において、深刻化事案の予測につながるパターンが抽出された。
今後も継続的にデータを蓄積し、データ数を全体的に増やしていくことが重要と思われる。
例）学年別や地域別など、カテゴリーを細分化することで予測精度の向上が見込まれるが、

細分化するほど１つのカテゴリーのデータ数が少なくなってしまう。
・他データを活用する

有識者会議等でも議論のあった以下のデータの活用が可能ではないかと思われる。
・地域情報や生徒へのアンケート結果など。
・大津市以外の類似する学校のデータ。

・深層学習(Deep learning)を活用する
事案深刻化予測モデルの精度向上、自由記述項目を利用したテキストマイニングに向け、
機械学習(Machine Learning)に加え、深層学習(Deep learning)の活用が望ましいと考える。

本実証実験における技術的観点からの助言
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２．６ 今後の展望
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データ収集と一元管理/蓄積による効果

今後、他自治体データやいじめ報告以外のデータを収集して一元管理し、
継続的に蓄積、分析していくことによって、以下のような効果が期待できる。

収集、蓄積

一元管理
（ビッグデータ）

分析

１）既に認識されている暗黙知（勘や経験による当たり前）の形式知化（証明）
２）認識されていない新たな発見
３）情報発信や政策立案の補助資料、評価エビデンスとして活用

<有識者会議での意見>
４）教職員の負担軽減

（調査や報告等作業の削減、AI等の示唆による精神的負担軽減）
５）教員養成課程への還元

期待できる効果（例）
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1.4 今後の展望

4. データ一元管理による運用イメージ案（本運用イメージ）【再掲】




