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第２章 遠隔教育・研修・学習の現状と課題

2.1 メディア・リテラシーの観点から見た遠隔学習の課題と実践

（１）遠隔学習を媒介するメディアへの注目

現代の遠隔学習においてはインターネットや衛星放送をはじめとするデジタル情報技術

を用いることが半ば前提とされている。しかし過去にはケーブルテレビ、地上波を利用し

たラジオ、テレビなどの放送などによって、さらに古い時代には郵便などによって離れた

地域の人々が学習する機会を持っていた。

郵便とインターネットは、それらを支える技術がまったくちがう上、時代状況も違って

いる。ただし共通していることがあることにも注意しておく必要があるだろう。それはい

ずれもコミュニケーションのためのメディアであるという点だ。

いいかえるならば遠隔学習を支える技術がどのように変わろうとも、それがメディアに

よって支えられているということ、メディアなしには成立しない活動であるという点には

留意をしておかなければならない。

そのうえで重要になってくることは、メディアは情報をやりとりするための自然な道具、

コミュニケーションをするための透明なフィルターではないという点である。メディアの

ちがいによって、ひとびとの情報の解釈のしかた、学習をはじめとするコミュニケーショ

ンのあり方は大きく変わってしまう。このメディアのあり方を研究する領域としてメディ

ア論（メディア研究）がある。さらにメディアの仕組みを学んだり、メディアに媒介され

た情報を読み解いたり、メディアによって情報を発信、表現するための素養や技術を育む

活動、および研究領域としてメディア・リテラシーがある。

デジタル情報技術の発達にともない、コンピュータ、インターネット、携帯電話などを

活用した新しい学習ソフトウェアや、学習システムがさかんに姿を現しつつある。そのよ

うな中でソフトウェアやシステムが、たんなる道具なのではなく、メディアとして人々に

作用していること、そのあり方によって人々の認識、感情、記憶、学習などに大きな影響

を持つことについて、いまだに十分な議論がなされていたり、知見が得られているわけで

はない。今後はメディア論的、あるいはメディア・リテラシー的な観点からの配慮や議論

が十分になされる必要があるだろう。

（２）メディア・リテラシーとはなにか

メディア・リテラシーとは、情報社会の中で、人間がメディアに媒介された情報を、構

成されたものとして批判的に受容し、解釈すると同時に、自らの思想や意見、感じている

ことなどをメディアによって構成的に表現し、コミュニケーションの回路を生み出してい

くという、複合的なコミュニケーション活動のことである。

メディア・リテラシーの「リテラシー」は、もともと読み書き能力を意味していたが、

たんに文字の読み書きだけではなく、文学作品の鑑賞能力などをも意味するようになった。

同じように、メディア・リテラシーの含意は幅広いが、「メディア使用活動」、「メディア受

容活動」、「メディア表現活動」（水越伸）、あるいは「メディアを主体的に読み解く能力」、

「メディアにアクセスし、活用する能力」、「メディアを通じてコミュニケーションを創造
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する能力」（総務省）などが複合的に関わり合って構成されたものであるとされるのが一般

的である。

（３）メディア・リテラシーをめぐる二つの実践例

以下では、近年筆者自身が関わった二つの研究プロジェクトを参考として紹介しておき

たい。いずれもインターネットのウェブサイトを活用し、地理的に離れたところにいる人々

がオンライン上で出会い、議論をしたり学び合うための仕組み作りの企てであった。一つ

目の事例は、直接的に遠隔学習を目的としたものではないが、一般市民を対象とし、広い

意味でのメディア・リテラシーの学習の機会を提供したものといえる。二つ目の事例は、

メディア・リテラシーをめぐる教師教育を目的としたものである。

① 「変革の世紀」フォーラム

「変革の世紀」フォーラムは、東京大学大学院情報学環の共同研究プロジェクト（代表：

水越伸）であり、平成 14年（2002 年）１月から 12月までＮＨＫスペシャル・シリーズ「変

革の世紀」の放送に平行した同名のウェブサイトの企画・編集に協力した。

シリーズ「変革の世紀」は、グローバル化と情報化の中で 21 世紀の社会がどのような変

化を強いられ、市民がいかに自律的な動きを見せているか、国家や企業がどのような改革

を進めているかといったテーマを扱った連続ドキュメンタリー番組であった。この番組の

内容を素材として視聴者が専門家たちと意見を交換し、議論を深めることがウェブサイト

の目的であった。さらにそのウェブサイト上の議論を、番組として取り上げていくという

循環的な関係性にあった。

このウェブサイトの運営に当たっては、一般市民である視聴者が大量にアクセスした場

合のさまざまな問題を想定し、ＮＨＫ側が情報を提供するコーナー、有識者が番組テーマ

をめぐってオンライン・ワークショップをおこなうコーナー、視聴者がたがいに議論をす

るコーナー、オンライン上で出会った同志がグループを作ってより深い議論をおこなうコ

ーナーなどを設計し、アクセスした人々がメディアの仕組みを自然に意識しながら、たが

いが有機的に連関するような情報デザインを施した。

その結果、約１年間で 50 万アクセス、3,000 名以上の人々のメッセージが飛び交うこと

になった。通常この種のウェブサイトでは誹謗中傷等の問題が絶えないが、しっかりした

情報デザインを施すことでおおむね問題を回避できた。参加者に、このウェブサイトでの

コミュニケーションが公共的なものであることを理解してもらうことができたためだと思

われる。そこではテレビとインターネットの連動を前提とした、一種のメディア・リテラ

シーが共有された。

② メルプロジェクトの実践：Media Teachers Village（MTV）

メディア・リテラシーの観点から、遠隔学習をとらえ、さらに学習テーマとしてメディ

アそのもの、メディア・リテラシーそのものを取り上げた実践、Media Teachers Village

（MTV）を紹介する。これは上記と同じく情報学環の共同研究プロジェクトであるメルプロ

ジェクト（MELL Project：Media Expression, Learning and Literacy Project の略称）

のサブプロジェクトである。
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メルプロジェクトは、

メディアに媒介された

「表現」と「学び」、そし

てメディア・リテラシー

の実践的な研究を目的と

した、ゆるやかなネット

ワーク型の研究プロジェ

クトである。

デジタル化とグローバ

ル化が同時進行し、混沌

とした様相を呈しつつあ

る情報社会の中で、人々

がいかにしてメディア・

リテラシーを身につけて

いくか。さらにメディア

に媒介された表現や学び

の営みをどのようにして

展開していくか。このよ

うな課題に現実的に対応

するために情報学環にお

ける共同研究プロジェク

トとして立ち上がった。

Media Teachers Village

（MTV）は、教師がメディ

ア・リテラシーを学び、

MTV のウェブサイト（図２−１−１）

日々の授業実践に活かせるよう支援するためのウェブサイトである。平成 15 年度（2003

年度）に、メルプロジェクトのサブプロジェクトとして、酒井俊典（東京大学大学院修士

課程）、山内祐平（メルプロジェクト・リーダー、東京大学大学院情報学環助教授）らを中

心としてすすめられた。

地域の学校現場で教育活動をすすめる教師の間では近年、メディア・リテラシーの重要

性を認識しはじめている人々は少なくないが、それについて学ぶための場や機会は必ずし

も多くはない。

この MTV は、たんに教材や論考を掲載したウェブサイトであることから踏み出して、メ

ディアの送り手や研究者の映像を見たり、それらの人々と日頃は出会うことができない各

地の教師が対話を重ねるディスカッションスペースを持ったりしていた。MTV は、こうし

たバーチャルな学習と対面状況でのディスカッションというリアルな学習を組み合わせて

すすめられた。

（水越 伸）
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2.2 学校教育における情報化の推進

（１）情報化の現状

初等中等教育の情報化は、ミレニアム・プロジェクト「教育の情報化」として、

平成 17年度末までに「すべての学校」がインターネットにアクセスでき、「すべ

ての学級のあらゆる授業」において、教員及び生徒がコンピュータやインターネ

ットを活用できる環境を整備することを目標として推進されているところである。

また、情報化への対応などを含めた学習指導要領の改訂に伴い、各教科や総合

的な学習の時間でＩＴを活用するとともに、高等学校では、教科「情報」が新設

されるなど、新たな教育課程が実施されているところである。

具体的な方策として、教育用コンピュータ等の設置、校内ＬＡＮの整備やイン

ターネットへの接続などのハード面での整備と、教員研修の実施、教育用コンテ

ンツの開発や教育情報ナショナルセンター（ＮＩＣＥＲ）機能の整備などのソフ

ト面の両面から計画的に整備を進めているところである。＜図 2-2-1＞

＜図 2-2-1＞学校教育の情報化

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm

情報化の進捗状況は、平成 15年３月末の時点での文部科学省調査によると、児

童生徒一人あたりのコンピュータの設置台数は、全体で 9.7 人／台となっている。

インターネットへ接続している学校は、全体の 99.5％（前年度 97.9％）となっ
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ており、ほぼすべての学校が接続された状況になっているが、インターネット接

続のうち動画像の送受信が可能となる高速インターネット（400Kbps 以上）接続

は、接続校全体の 57.0％（前年度 38.0％）となっている。

一方、ソフト面では、教育用コンテンツの充実や教育情報ナショナルセンター

の機能整備が進められ、利用者が求める教育・学習情報を適切に提供できる環境

が整備されているところである。また、教員のコンピュータ活用の実態について

は、コンピュータで指導できる教員数は、全体で 52.8％（前年度 47.4％）となっ

ている。＜図 2-2-2＞

＜図 2-2-2＞教員のコンピュータ活用の実態（平成 14 年度）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm

（２）情報化の推進

初等中等教育の現場においては、コンピュータやインターネットの整備が計画

的に進められており、知識や技能だけではなく、学ぶ意欲、思考力、判断力、表

現力、情報活用能力までを含めた「確かな学力」の向上を図る観点から、ＩＴを

活用した教育・学習の推進が必要不可欠のものとなってきている。

ＩＴを活用した学習では、インターネット上の各種情報を収集して各自の課題

を解決していく調べ学習を始め、遠隔地等との交流学習や協調学習、実際に目に

し難い物事のシミュレーションなど様々な場面での活用が始まっている。

これらは、基礎基本の確実な習得はもちろん、児童生徒一人一人に応じた主体

的で多様な学習機会を提供するとともに、相手や目的に応じた多様な表現手段に

よる実践的な表現力の育成や膨大な情報の中から自らが必要とする情報を主体的

に選択・判断できる能力の育成などに大きく寄与するものである。

しかしながら、現状では今後活用が増すネットワークを利用した授業に十分対

応している環境が整っていないことが分かる。

このため、光ファイバーやＡＤＳＬ等を利用した高速なネットワークで学校や

校内を結ぶ環境整備が推進されており、普通教室等からも高速ネットワークを利
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用した授業の実践が定着するものと期待されている。

また、学校でのＩＴ活用を支援するため、後に述べる教員研修の充実と教育情

報化コーディネータ制度も整備されており、学校の情報化支援の取り組みが着実

に進んでいるところである。

一方、ネットワークを活用した授業の推進に伴い、コンテンツの充実や効果的

な指導方法及び優れた実践事例等の情報共有化を積極的に推進することが必要不

可欠となっている。ＩＴの効果的な活用には、学習目的に応じた良質で多様なコ

ンテンツが不可欠で、教科指導内容に即したコンテンツ開発・普及が求められて

いる。また、これまで必ずしも十分ではなかった教員や学校間での横の連携・協

力、教員の抱える教育課題の解決や授業改善のヒントの発見などの情報を共有化

する意義は極めて大きく、さらに一層の推進が必要である。

なお、ＩＴ活用に伴う有害情報への接触機会の増加、個人情報の保護、不正ア

クセスへの対応や著作権の保護などについて十分な対応と指導が今後益々重要と

なっている。

（３）教員研修

教育の情報化を推進するためには、教員の役割が非常に重要となっていること

は言うまでもない。教員のコンピュータ活用の実態を見ると、コンピュータを用

いて指導できる教員は全体の半数に留まっている。

このため、平成 14 年度から概ねすべての教員がコンピュータを使って指導がで

きるように「ＩＴ活用指導力向上プラン」が実施されており、「コンピュータの操

作技能の習得」から「各教科でのコンピュータやインターネットを活用した授業

実践」に重点化された。

これにより、国レベルでは独立行政法人教員研修センターによる都道府県のリ

ーダー養成（教育情報化推進指導者養成研修）が行われ、都道府県レベルでは校

内リーダーの養成が行われている。また、各学校では校内研修が実施されており、

教員研修が体系的に整備されているところである。

また、平成 15 年度からは、「ｅ－教員プロジェクト」が実施されており、教員

が自由な時間に教科指導に必要なＩＴスキル等を学ぶことができるｅラーニング

を活用したネットワーク提供型の研修カリキュラムの開発と活用の推進や、ＩＴ

を活用した教科指導に関する優れた実践事例等の提供・共有及び授業で使えるコ

ンテンツの開発などのＩＴを活用した指導力向上のための研究も推進されている。

（４）参考施策

e-Japan 戦略Ⅱは、平成 15 年７月２日にＩＴ戦略本部で策定された我が国ＩＴ

戦略第二期（「第一期：ＩＴ基盤整備」から「第二期：ＩＴ利活用」）を示した政

府の青写真である。

この施策において、今後のＩＴ利活用による「元気・安心・感動・便利」社会

の実現を目指した各施策が示されている。＜図 2-2-3＞

この中に先導的取り組みによるＩＴ利活用の推進「知」の領域として、
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①ＩＴの利用により、個の学習ス

タイルを多様化し、個の能力を

向上させるとともに国際的な労

働市場における我が国の人材の

競争力向上を図る。

②コンテンツについて総合的な取

り組みを推進し、我が国の知的

財産を利用した新たな価値を創

造することで、コンテンツ産業

等の国際競争力の向上を図ると

ともに、海外における日本文化

への理解を向上させる。

が目標として揚げられている。

＜図2-2-3＞e-Japan戦略Ⅱ「知」

e-Japan戦略Ⅱの年度計画を示した「e-Japan重点計画2003」には、「知」の具

体的な施策として、

①ＩＴを活用した遠隔教育の推進

ＩＴを活用して、誰もが時間や場所を選ばず、専門職に関する高度な知

識・技術も含め、専門的な知識・技術や一般的な教養について生涯を通

じて継続的に学習できる環境を整備する。

ア）大学等のｅラーニングの推進

平成17年度までに、ＩＴを活用した遠隔教育を実施する大学学部・

研究科を平成13年度の約３倍とすることを目指し、遠隔教育を可能

とするための環境整備を行う。

イ）技術者の継続的能力開発・再教育

技術者の継続的能力開発や再教育を支援するため、平成１５年度中

に、時間や場所を選ばずに能力開発ができる技術者向け自習教材（平

成14年度末現在360件）の充実を図る。

ウ）ｅラーニングを活用した教員のＩＴ指導力の向上

平成17年度まで、教員が自由な時間に必要なＩＴスキル等を学ぶこ

とができるｅラーニングを活用したネットワーク提供型の研修カリ

キュラムを開発し、その活用を推進する。

エ）大学の公開講座の全国配信

平成17年度までに、衛星通信を活用して大学の公開講座を全国の公

民館等に配信する総合的なシステムの管理・運営方法等に関する検

討を行う。

として、ＩＴを活用した遠隔教育の推進が重点化されている。

（岩田裕美）
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2.3 公民館講座におけるインターネット活用の取り組み

（１）はじめに

平成 12年度末から全国規模で行われたＩＴ講習をきっかけにして、公民館等の社会教育

の現場にＩＴ機器が急速に整備され、インターネットを活用した講座を企画することが容

易になった。ここでは、執筆者の所属する芦屋市立公民館の取り組みを例に、公民館講座

におけるインターネット活用の現状と留意点について探っていきたい。

（２）インターネットの特性を利用した講座をめざして

① ＩＴ講習後をにらんだ講座計画

前述のＩＴ講習は、12時間の講習でホームページ閲覧や Eメール送受信が出来るように

なることを目指すものであった。人口が約８万９千人の芦屋市では、150 講座開催し、約

2,600 名が受講され、平均倍率約３倍、最高倍率約 16 倍という盛況ぶりであった。

これだけ多数の初心者の方がパソコンを使い始めた事から、「近い将来、ステップアップ

の講座が早急に求められる。」という予測が立った。同時にＩＴの基礎的な事項は習得済み

の方が対象となることから、「ＩＴを教える」講座ではなく、「ＩＴで教え、自然にスキル

アップする」講座を企画することとし、「ポスト IT 講習」と名付けた講座を企画・実施す

ることとした。

② ポストＩＴ講習ためのコンテンツの準備

講座の内容は、上記の目的を達成する為に、新聞や年賀状、ホームページなどの「作

品を作る」ことが目標になる

ように設定した。ＩＴ講習で

インターネットのスキルをあ

る程度習得した方が対象の講

座だったため、応募受付は、

Web 上からのみに限定し、当

選通知や、必要物等の諸連絡

は、電子メールで行った。同

時に講座のテキスト、講座用

電子掲示板、参考資料へのリ

ンク集などを備えた各講座の

サポート用ホームページを立

ち上げ、受講生にあらかじめ

URL をメールで連絡した。そ

の結果、受講生があらかじめ

学習内容を事前に把握するこ

とができ、講座当日の時間を

有意義に活用することができ

た。 ＜図 2-2-1＞ 講座用ホームページの例
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＜図 2-3-1＞ 講座用掲示板への書き込み例

③ 実際の講座の運営

講座の運営は、教室での講義と自宅での宿題の二本立てで行った。まず、受講生は

教室で講師の先生から基本の操作を学び、その後、その技術を元に自宅で宿題に取り

組み、次の時間に発表するという形を取った。自宅で宿題に取り組んでいると、様々

な疑問が生じるが、そのような場合には、電子掲示板を活用してもらった。あらかじ

めパスワードによって保護をかけているので、関係者しか閲覧できず、安心して書き

込みができた。掲示板に「△△はどのようにすれば…」と、質問を書き込めば、それ

を見た講師や担当者は「それなら、○○すれば…」と返事を書き込んだ。質問によっ

て、講座用ホームページに新しい参考資料を増やしたケースもあった。

講座が進んでいくと、受講者同士でも質問や答えの書き込みが行われるようになり、

やがて雑談や、遊びや自主的な学習会の打ち合わせなども掲示板上で行われるように

なり、受講生同士のつながりを深める効果も生まれた。

こうして、無事宿題が完成すると、添付ファイルで作品を送付してもらい、ホーム

ページ上にアップしていった。人の作品を見ることによって刺激を受け、さらにグレ

ードアップさせた作品を送ってくる受講者も現れた。また、講座の時間に鑑賞会を開

き、相互質問会の時間を設け、受講生同士の交流に活かすことも出来た。
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（３） 教わる側から教える側へ

① 受講生からアシスタント・メイン講師へ

平成 15年度現在で３年目を迎えたポストＩＴ講習だが、２年目からは、掲示板を通し

て、アシスタント講師を過去の受講生からも募集した。

実際にアシスタントをされた方は一様に「人に教えることによって、自身のスキル向上

に役立った。」という感想を述べられていた。人に教えるためには、講座の内容について、

あらかじめ習熟しておく必要がある。また、質問されて答えられないことがあれば、自分

の弱点が分かると同時に、次の時間までにもう一度調べなおす必要が生じる。これらの作

業が、自らのスキルのさらなる向上に役立ったようである。

また、平成 15年度には、初めて講座の卒業生がメイン講師を務めた（広報係さんいらっ

しゃい講座 初心者編）。このような方法をとることによって、受講生のスキルを高めてい

くことと同時に、受講者が講座で得た成果を地域に還元することも出来、さらに ITを媒体

にして地域住民のさらなる交流を促進することにも役立った。

② 継続し、発展する交流

講座によっては、講座終了後も掲示板でのやりとりが続き、受講生同士のつきあいが続

いているケースや、有志で自主グループを結成し、現在も学習活動を続けているケースも

ある。具体例としては、「むじな学級のＨＰ」http://kobe.cool.ne.jp/mujinaclass/や、

「芦屋デジカメクラブのＨＰ」http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfcsp408/を参照されたい。

今後このような学習グループのホームページが増えれば、公民館のホームページからリ

ンクを張るだけで市民の方に学習情報を提供することが出来、公民館講座はもちろん、様々

な場面で市民がお互いに支え合い、つながりあっていくことに役立つと考えられる。

（４） 人と人のつながりを忘れずに

ここまで、芦屋市立公民館のインターネットを活用した講座の例を紹介してきたが、こ

のような取り組みは担当職員にＩＴスキルがなければできないものではない。コーディネ

ーターとして、いかに需要と供給の情報をつかみ、双方にとって良い出会いを生み出して

いくかが公民館職員として最も大切にしなければならないことである。ホームページや掲

示板の設置方法が分からなければ、職員が講師の方に質問すればよいのである。そういっ

た姿勢がまた、人と人のつながりを深めていくことにつながる。

また、今回紹介した講座のために、様々なコンテンツを作成したが、それらのコンテン

ツはすべて、「講師が各受講生の現在の問題点を把握し、受講生にフィードバックするこ

と」に役立つことに主眼をおいて作成したものである。講師と受講者との人間関係の大切

さは従来の講座と変わらない。時間と距離の壁が取り払われるインターネットならではの

特性を最大限に活用するためにも、「人と人のつながり」を絶えず念頭に置きながら今後も

インターネットを活用した講座を企画していく必要があると考える。

（永吉 勲）
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2.4 企業内から社会へ、ＷＢＴを活用した新たな職業教育システムの確立

現在、情報通信技術の発展により教育にも急速な情報化の波が押し寄せている。近年で

は、とくにインターネットやイントラネットなどのネットワークを活用したＷＢＴ（Web 

Based Training）という教育手法が注目を浴びている。いわゆる学習者がひとりひとりパ

ソコンに向かってＷｅｂ上の教材にアクセスし学習するかたちである。

これにより、学びたい人が、学びたい教材を、いつでも、どこでも、好きな時に学べる、

いわゆるオンデマンド学習が可能になった。このＷＢＴにより今後教育のスタイルが大き

く変わっていくと考えられる。

以上のような背景をもとに、視聴覚教育とＷＢＴ、企業内教育におけるＷＢＴ導入の課

題、そしてＷＢＴの可能性を最大限に生かした職業教育について探っていきたい。

（１）ＷＢＴは視聴覚教育の発展系

平成 13 年（2001 年）に「ＩＴ基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）」

が制定され、政府が「e-Japan 戦略」を打ち上げた。いわゆる「ｅラーニング元年」、こ

の時期からにわかに「教育の情報化が始まった」といわれるが、これは少々近視眼的な見

方である。

「教育の情報化」は、映画、スライド、ビデオ、コンピュータ、通信衛星といった情報

メディアの発展に伴い、20 世紀後半において緩やかに進められてきたものであり、その延

長線上で最近の情報通信技術を活用した教育、いわゆるＷＢＴが登場したと考えるべきで

ある。

興味深い事例を紹介しよう。

もう 20数年前になるが、昭和 56年（1981 年）に米国の視聴覚教育事情を視察する機会

があった。この時、一番印象的だったのはニューヨーク郊外の警察学校の教育システムで

ある。

この警察学校では、いわゆる教室での授業（集合研修）はほとんどなく、全てのカリキ

ュラムがビデオで行われていた。ビデオ制作は、教官に選ばれたベテラン警察官が日々制

作を行っており、内容は「容疑者を逮捕する際の手続き」や「マリファナの取締法」とい

った業務知識から、「職務質問の仕方」「銃の操作法」といった業務スキル（アクション）

にかかわる事まで多彩な内容であった。

この学校では６地区の警察署に勤務する約 3,500 名の警察官を対象とした教育を担当し

ており、各署に設置された学習（ビデオ）ブースで個別学習が実施されていた。学習者は

自分自身で学習スケジュールを立て、勤務の合間にブースで学習していく。しかも図のよ

うに、単にビデオを視聴するだけでなく、学習者の学習内容がマークシートでフィードバ

ックされていた。これは非常に注目すべき点である。（図 2-4-1）
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＜図 2-4-1＞

もう一つ注目すべき点は、教材の作り方を工夫し、ビデオ機器を上手に使いインタラク

ティブな学習を実現していた点である。

ビデオは基本的に一方的に情報を提供するメディアであるが、ここでは音声２チャンネ

ル（ステレオ）を活用してインタラクティブに近い学習を実現していた。

具体的に説明しよう。ビデオ教材の中には二者択一（Yes or No）の設問を多数設け、学

習者は設問の度にビデオを一時停止してマークシートに回答を記入する。

Yesと答えた者は音声１チャンネルを、そしてNoと答えた者は音声２チャンネルを聞き、

それぞれ音声による解説・指示に従って次のステップに進む。（図 2-4-2）

＜図 2-4-2＞

この教育システムは、非常に高い教育効果を上げており、当時聞かせていただいた話で

は「マリファナの取締法」を例に取った場合、合格率は 31％から 91％に伸び、平均学習時

間は５分の１になったとのことであった。
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あらためて、この学校の教育システムの特長とその効果を３つ挙げてみよう。

ア. 警察官の中で適性のある人が教材制作を行った。

→現場に密着した教材作りのため質の高い教材の提供が実現できた。

イ. 学習者は自分達の職場で、自らが立てたスケジュールに沿って学習を行った。

→集合教育のデメリットである時間的制約を大幅に軽減し、個々の学習者のペース（能

力）にあわせた学習が実現できた。

ウ. 学校側は学習者個々の学習履歴、設問への回答内容の把握を行った。

→学習者の学習履歴を把握することにより、マネージメントや教材制作へのフィード

バックが可能になり、教育のブラッシュアップが実現できた。

ここで大切なことは、アメリカではすでに 1980 年代において、いわゆる教育の情報化に

おける重要なポイントを実現していたということである。そしてこの３つのポイントは、

ＷＢＴという新しい教育システムにおいても同様に重要なポイントである。まだパソコン

もインターネットも一般的に普及していない時代の、極めて興味深い「教育の情報化」の

実践事例であると言える。

（２）企業内教育におけるＷＢＴ導入の課題

先に、アメリカにおけるビデオを活用したインタラクティブな教育システムを紹介した

が、時期同じくしてアメリカでは、すでに 1980 年代よりマイクロ波や衛星通信を使った新

しい教育の取組がはじまっていた。現在では、ＷＢＴが効果的な教育システムとして定着

しており、情報化先進国としての地位を確立している。

一方日本では、企業内教育をはじめＷＢＴへの取組は積極的に行われているものの、ま

だ企業活動や勤労者の自己啓発においてポジションを得るところには至っていない。この

原因となる課題を３点ほど挙げてみたい。

①コストではなく教育効果を目的としたＷＢＴの導入

かつて日本の製造業では「物を作る前に人をつくる」と提唱し企業内教育に力点をおい

てきた。しかし近年、経済情勢の悪化も要因となり、明らかに我が国の企業内教育のポテ

ンシャルは低下している。終身雇用制を前提とした企業内教育から、従業員に自己判断、

自己責任を求めた自己啓発学習の奨励へと移行している。

このような状況の中、企業における「教育の情報化」の目的は「人材育成」よりも「教

育コスト削減」に重点が置かれてきている。しかし、人的資本の劣化を防ぎ、求められる

人材としてのキャリア形成の支援は企業の社会的責任であることを忘れてはいけない。

②目的に合った教育手法の選択

テクノロジーが進歩しても、人間が学ぶステップは普遍である。このステップをどう新

しい技術によって置き換えることができるのかを検討していくことが大切である。

ＷＢＴはオールマイティではない。したがって、過去の教育手法を否定しすべてＷＢＴ

でカバーしようとするには無理がある。それぞれの教育の目的に適した、効果的な教育手

法を選択することが大切である。
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たとえば、現在効果を上げているのが「ブレンディッドラーニング」である。これは新

しい「オンデマンド学習」と従来型の「対面学習」を組み合わせた教育手法である。この

ように教育手法の利害得失の評価と最適なインストラクションデザインが大切なのである。

また、学習者の意欲の喚起は、どんなテクノロジーが進歩しても効果的な教育を実現す

る際に、必要不可欠である。とくにオンデマンド学習は、自己責任型学習である。意欲が

なければ学習の継続さえできない。したがって学習意欲のない学習者には、学習意欲を喚

起する体制を整える必要がある。

③上質なコースウエア・教材の制作

新しい教育手法を取り入れた際によく陥る失敗は、古い手法をそのまま新しい技術にの

せてしまうことである。ＷＢＴにおいては、それまでの教科書（テキスト）をそのままＷ

ＢＴの教材として用いてしまうことがよく見受けられる。これでは教育効果は期待できな

い。ＷＢＴの特性をよく踏まえて、新しいコースウエアを構築し、教材を制作する必要が

ある。実は、この部分にコストと時間がかかってしまうため、日本の多くの企業ではこの

部分をおざなりにしがちである。

しかし、コースウェアと教材制作に汗をかかなければ、教育効果は期待できないし、ま

してや教育コストの削減も実現することはできない。

以上３つについて述べたが、あくまでもＷＢＴは教育手法のひとつであることを見失わ

ずに導入していくことが、企業におけるＷＢＴ導入には大切なことである。

（３）職業教育における企業が果たす役割

現在、日本における雇用問題は深刻な状況にある。とくに若年層を取り巻く雇用情勢は

依然厳しい状況が続いている。若年失業率は、全体の失業率のほぼ２倍にもなっている。

また、いわゆる「新卒無業者」の増加も深刻である。現在では、大卒者の５人に１人が、

そして高卒者の 10 人に１人が就職も進学もしていない状況にある。

若年層における深刻な雇用問題にはさまざまな要因があると思われるが、そのひとつに

経済や社会の構造変化に社会全体としての教育の仕組みが対応できていないことがあげら

れる。

①働き方の多様化がもたらす職業教育不在の現状

このような社会の変化に伴って、働き方の多様化現象がはじまっている。たとえば、若

年層だけでなく全体的に非正社員としての就業形態がここ数年増加傾向にある。

この現象で特に懸念されるのは、非正社員に対して体系だった教育を行う企業は少なく、

非正社員として働く人々のスキルアップの場がほとんどないという現状である。「何が自分

の求めるものなのか」、自分の求める像を思い描いても「どうやってそれを手にできるのか」

をナビゲーションするシステムが日本には乏しい。

キャリア形成に重要な若年期にさまざまな職をわたり歩いた結果、総合的なスキルを身

につけられずに年を重ねていってしまうケースが多いと想定される。

一方、正社員でも、適切な教育が受けられるとは限らないのが現実である。現在企業に
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おける教育訓練の機会は減少傾向にある。成果主義が導入され、短期的な視点でのものの

見方が横行し、長期的な視点での人材育成が軽視される傾向も見受けられる。

しかし、雇用者も被雇用者も、そして非正社員も「学び」に対する重要性は認識してい

る。この学びたい人たちに学びの場を提供し、自分の描くキャリアプランに向かってスキ

ルを身につけていくことができるシステムを早急に整え、より選択肢の広い未来を描くこ

とを可能にしていく社会システムの確立に至急取り組まなくてはならない。（図 2-4-3）

＜図 2-4-3＞

若年者の無業状況を「働かない若者」としてひとくくりにして若年者にだけに責任を押

しつけることはできない。日本は資源を持たざる国だからこそ、人的資本の強化に向けて、

「産業・行政・学術」が協同して真剣に取り組むべきである。

②産業界のリードが必要不可欠

では、このようなシステムを確立するにはどうしたらいいのだろうか。

教育システムが確立され、それぞれの業種・職種を遂行するにあたってのコンピテンシ

ーを兼ね備えた優秀な人材が育つことは、産業界においても大きなメリットである。従っ

て、この産業界が中心となり、「官」「学」を巻き込み職業教育の推進を行っていくことが

効果的であり、必要である。

まず、各業界においては、どういう能力を持った人材が必要で、どういうキャリアプラ

ンを提供していくのかを整理しオープンにすべきである。そして、そのための教育コース

を開発し従業員だけでなく、広く社外にも提供していく。

例えばある人が「○○業界」を目指したいとする。このとき何を学べばよいのか、どう

いう知識やスキルを身につければいいのかが、現在は不明確である。

これが明らかになれば目標に向かって具体的なアクションを起こすことが可能になり、

未来へのキャリアプランを築くことができるようになる。

また、企業自身がシステム化された職業能力の体系を作ることにより、従業員の能力を

さらに向上させるための教育を実施することが可能になる。

そもそも、インターネット、Ｗｅｂは世界中のネットワークがつながっており人間の「知」

を世界的に共有することが可能である仕組みである。産業界においても長期的な視点に立

ち、職業における膨大な「知」のデータベースを作成し、共有財産として構築していくこ

とが、日本の大きな財産となっていく。
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それにより若年者は豊かな職業観を育み、そして誰もが自らがキャリアプランを描くこ

とができ、それに向けて自己を高めていく場を享受できる、そんな教育システムの構築を

ＷＢＴを軸として行っていく必要があると考える。

（久保田 了司）
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2.5 社会教育指導者研修プログラム開発への期待と課題

社会教育施設の管理にも「指定管理者制度」が導入され、民間への委託が可能になった。

民間活力を生かし、効率よくかつきめ細かなサービスが期待されているが、これまで培っ

てきた社会教育指導者の専門性やノウハウの蓄積が軽視されれば、地域の文化的水準の低

下を招くことは間違いないであろう。これからは地域社会も情報、知識、知恵などが価値

をもつ「知識社会」に組み込まれると予想される。地域の活力は文化的水準によるところ

が大きく、それゆえ「知識社会」の中で生き抜くことができるかどうかは社会教育指導者

の資質・能力にかなり左右されるものと考えられる。

そのように考えると、民間活力を社会教育施設等の管理面で生かすだけでなく、社会教

育領域に民間が挑戦しているナレッジ・マネージメントを導入し、社会教育指導者の資質・

能力の向上に努める必要があるように思われる。そのため、社会教育指導者対象のｅラー

ニング・システムの開発はますます重要性を増すことになろう。

そこで、本節では、情報コミュニケーション技術（以下、ＩＴという）を活用した生涯

学習支援および社会教育指導者研修の現状を概観し、その上でｅラーニング・システム用

のプログラム開発に不可欠な社会教育指導者の技術の抽出方法について述べることにしよ

う。 

（１）社会教育指導者研修におけるＩＴ活用の現状

ここではまず、社会教育を始めとする生涯学習支援領域でのＩＴ活用について整理し（１）、

その上で社会教育指導者研修でのＩＴ活用の現状をみてみよう。その際、ＩＴの活用につ

いては、ネットワーク化されたものに限定することにする。具体的にいえば、観察の際の

記録のためにデジタルカメラを使うといったＩＴ活用は扱わない。

① ＩＴを活用した生涯学習支援

ＩＴを活用した生涯学習支援の主な形態をあげてみよう。ただし、ＩＴの活用に積極的

に取り組んでいる地域はそれほど多くはなく、取り組んでいる地域にあっても最新のパソ

コンが整備できず、時代遅れのパソコンを使わざるを得ないといった状況にある。

ア．講座等の配信

衛星通信、インターネットなどを使って、講座等の配信が行われている。代表的なも

のとして、次のものがあげられる。

衛星通信の活用：エル・ネット「オープンカレッジ」、早稲田大学の公開講座など。

インターネットの活用：富山県の「インターネット市民塾」、岡山県の遠隔講座など。

ＴＶ会議システムの活用：北海道網走市は淑徳短期大学の授業を生涯学習事業に取り入

れて、一般市民に公開している。

もちろん、実際には複数の通信手段を使う場合が多い。 
イ．ｅラーニング・システムによる支援

企業内研修や民間機関等によるビジネス系の講座や語学講座、資格取得支援講座など

があげられる。
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ウ．コミュニケーション支援

情報交換したり意見交換したりするために、掲示板や電子会議室、メーリングリスト、

ｅメールなどが用いられている。

エ．学習成果の発表の場の提供（学習成果の活用支援）

学習情報提供システムにギャラリー機能を整備して学習成果の発表の場をつくったり、

アーカイブ等の作成と発信を行ったりする支援が行われている。ギャラリー機能を有し

た学習情報提供システムとしては、愛知県、兵庫県、長崎県、宮崎県（平成 16 年度から

は神奈川県）があげられる。アーカイブ作成としては岐阜県が有名であるし、千葉県館

山市では市民が学習成果を生かしてデジタル・コンテンツ「ふるさと大事典」をつくる

事業を展開している。

オ．学習情報提供・学習相談での利用

インターネット等を使った学習情報提供システムはさまざまな都道府県で構築されて

いるが、中でも多様な機能を開発したものとして注目されるのは兵庫県の「ひょうごイ

ンターキャンパス」であろう。これは平成 16 年度よりリニューアルされ、ステップアッ

プ講座マップや資格取得情報検索などの検索機能、生涯学習アドバイスメールやｅメー

ルによる学習相談機能などを備えることになっている。

カ．生涯学習パスポートでの利用、事業等の診断、評価

上記の「ひょうごインターキャンパス」は学習履歴保存機能としてインターネット版

「生涯学習パスポート」を提供することになっている。また、参加機関が事業等を診断

したり評価したりするための資料として、利用者のアクセス状況を分析した情報を参加

機関に提供することになっている。

② ＩＴを活用した社会教育指導者研修の実態

一方、これまでの社会教育指導者研修でのＩＴ活用はどうかといえば、上記で述べた生

涯学習支援に比べるとはるかに遅れをとっているといわざるを得ない。

ＩＴを活用した社会教育指導者研修は、対面による研修を録画して配信したり、そのま

まライブで配信したりするタイプとコンテンツや教材等を作成しｅラーニング・システム

の形態で配信するタイプがあげられる。前者としては、国立教育政策研究所社会教育実践

研究センター（以下、国社研という）によるエル・ネットを使った配信や岡山県生涯学習

センターのオンデマンド・システムによる配信がある。また、後者としては今回の国社研

によるインターネット配信を前提としたＣＤ－ＲＯＭ教材の研究開発や独立行政法人国立

オリンピック記念青少年総合センターによる富山インターネット市民塾のシステムを活用

した学習プログラムの研究開発があげられ、ｅラーニング・システムを使った社会教育指

導者研修の本格的な実施はこれからである。

さらに研修そのものではないが、社会教育指導者の資質・能力の向上を図って、社会教

育指導者等が情報交換や交流を促進するために、いくつかの都道府県等は社会教育指導者

のための掲示板や電子会議室を設けている。

（２）ＩＴを活用した社会教育指導者研修システムのつくり方

一般に、研修のあり方としてはＩＴ活用のものと対面によるものを組み合わせたハイブ
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リッド型（あるいはブレンディング型という）が好ましいといわれている。社会教育指導

者研修にあっても理論体系を学ぶ研修や体験型、演習型の研修などは対面によるものが中

心で、対面による研修に参加できない人々に対して、エル・ネットやＴＶ会議システムを

活用してライブで配信したり録画して配信したりして遠隔研修を提供することになろう。

そのような遠隔研修は、あくまでも対面による研修の延長上にあるものとして位置づけら

れる。

それに対して、モジュール化できる内容の研修はＷＢＴによるものが有効なのではない

かと思われる。いつでもどこでも研修を受けられるだけでなく、学習者のペースで進める

ことができるからである。

いまモジュール化できる内容と述べたが、それは長くても２０分ぐらいのもので、技術

的なものが中心となろう。しかし、これまで社会教育指導者研修で取り上げられてきた内

容は理論的なものが多かったため、技術化されているものは限られている。そのため、い

ざＷＢＴ用のプログラムをつくろうとしてもその素材がないということになりかねない。

社会教育指導者研修でもナレッジ・マネージメントを導入しようとするならば、指導者

が培ってきたノウハウ等を可能な限り形式知にする努力が求められる。そこで、次に社会

教育指導者研修プログラム開発のための形式知のとらえ方について述べておこう。

① 必要とされている指導者の役割と技術を明確にする。

社会教育指導者に求められる役割は時代によって変わるので、それを検討し、具体的な

技術の内容を明らかにする必要がある。

＜事例＞ 最近ではコーディネーターの役割に対する期待が強まっているので、ここでは

コーディネートの技術について取り上げることにしよう。

② 形式知としての技術の要素を抽出する。

取り上げる技術が決まったら、その要素を明らかにする。技術には名人芸ともいえる暗

黙知の領域のものと他者に伝達できる形式知の領域のものとがあるが、ＷＢＴのプログラ

ムにするためには、可能な限り暗黙知を形式知にする必要がある。そこで、例えばエキス

パート・システムの手法を導入したり（２）、専門家と現場の指導者が協力して研究開発を行

ったりすることが考えられる。いいかえれば、できるだけ多くの形式知のユニットを抽出

すること必要がある。

＜事例＞ 上記のコーディネート技術の要素に関しては、平成 14 年の中教審答申『青少

年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について』は、奉仕活動・体験活動関係のコーディ

ネーターについて、ⅰ．活動、企画・広報、面接技法等に関する専門的知見、ⅱ．活動の

適正さを確保するための活動に関する情報や団体や人物に対する目利きの能力、ⅲ．参加

者に動機付けを行う、ⅳ．情報を収集し提供する、ⅴ．活動の場を開拓する、受入先の活

動メニューを提供する、ⅵ．関係機関等との各種の連絡調整を行う、などの能力や役割を

あげている。また、筆者は審議会答申や協力者会議報告書等を分析して、コーディネート

技術はマッチングと調整の結合、企画・設計と調整の結合、マッチングと企画・設計と調

整の結合に整理できることを提示した（３）。
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③ どのようなケースにもあてはまる公理を発見する。

技術を実際に使う場面を考えると、その条件はケースによって少しずつ異なる。そのた

め、どのような条件下でもあてはまる公理を見つけるよう努めなければならない。その際

には、既存の理論に対応させて、その理論の公理のうち使えそうなものを使う方法や多様

な実践事例から発見的に見つける方法などが考えられる。

＜事例＞ コーディネート技術については、交渉問題を扱うゲーム理論から、ⅰ．すべ

ての当事者がコーディネートされる前より後の方がよい状態になる、ⅱ．コーディネート

によりそれ以上改善の余地のない状態になる、といった公理を立てることができる。

④ 技術のポイントを押さえながら要素を配列する。

上記②で抽出した技術の要素を、いくつかのケースに分けて分類し、③の公理やルール

に基づき配列する。その際には、公理から導出される定理があれば、それに基づき技術の

ポイントを押さえるようにする。（コーディネート技術については、詳しくは注の(3)を

参照のこと。）

⑤ 技術化できない暗黙知を伝達する

技術化できない暗黙知については、事例などを用いてわかりやすく説明するようにする。

おわりに

最後にいくつかの今後の課題について述べておこう。

① ＷＢＴの内容は、一般的には技術的なものが好ましいとされている。ただし、それは

アメリカでのＷＢＴの経験に基づくものである。日本には日本人に適したコンテンツが

あると考えられるため、それを探る必要がある。例えば、企業のナレッジ・マネージメ

ントでも、わが国の場合は技術的な要素よりも精神的な要素が強いという声も聞く。

② 今後は、社会教育の担い手にＮＰＯや地域住民がなる場合が多くなると見込まれる。

それらの人々は専門職ではなく素人である場合が多いので、地域の文化的レベルが下が

らないようにするためには、社会教育指導者研修にそれらの人々が参加できるようにす

る必要がある。したがって、多様なニーズ、レベルの人々が受講することを想定してＷ

ＢＴの開発に努めることが望まれる。

③ より根本的な問題としては、社会教育領域にあっては、上述したようにパソコン等の

機器の整備が遅れていることがあげられる。今後は公民館などでも最新の機器をそろえ

たメディア・スペースを整備する必要がある。それは指導者研修のために不可欠な条件

であり、また地域住民の学習の質を確保するためにも重要なことである。

（浅井 経子）

（注） 
(1) 詳しくは井内慶次郎監修 山本恒夫、浅井経子、伊藤康志編著『生涯学習ｅソサエテ

ィ ハンドブック』文憲堂、平成 16 年４月刊行予定などを参照のこと。

(2) アラン・バートン＝ジョーンズ『知識資本主義』日本経済新聞社、平成 13 年、27~28
頁。ただし、一方でエキスパート・システムではうまくいかないという批判もある。

(3) 拙稿「生涯学習領域におけるコーディネートの機能と手法開発」淑徳短期大学研究紀

要第 40 号、平成 13 年を参照。
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