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インターネットの地域格差は解消するか 
～ 懸念される経済成長の機会損失 ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

知識情報社会の進展に伴い、あらゆる経済社会活動において、「情報」の重要性が増し、その活動基

盤となるインターネットの重要性が、従前以上に高まっている。全ての国民がインターネットの恩恵を

享受できるよう、地域格差の解消を図ることが求められることから、我が国では国内におけるインター

ネットアクセスの機会の平等を担保するため、情報通信基盤の整備が進められ、極めて短期間で、世界

有数の安価で高速なインターネット環境を多くの地域で利用することが可能となった。これらは、主に

消費者たる国民の観点から取組まれた官民協働の政策・施策であると評価されるが、グローバル化の進

展に伴い、数少ない成長産業として期待される情報産業中心に、生産者としての国内外のインターネッ

トの地域格差の問題が顕在化しつつある。 
一点目が、インターネットのネットワーク基盤に関する問題である。インターネットの世界は、ＩＰ

アドレスと呼ばれるネットワーク上の住所で管理されている。現在主流である「ＩＰｖ４」の方式で管

理するＩＰアドレスが枯渇するため、ほぼ無制限で住所を割り当てることができる「ＩＰｖ６」への移

行が求められている。世界の主要なインターネット関連企業がＩＰｖ６への移行を進めているが、我が

国で広く普及している有線通信キャリアの回線網の利用時に、ＩＰｖ６方式で管理されたサイトの表示

が約１秒遅れる可能性が指摘されている。独自の規格を使用していることがその理由とされているが、

ミリ単位以下の時間で熾烈な競争をしているネットワークの世界では、１秒という時間はあまりにも長

い時間である。影響範囲が何百・何千万人にも及ぶことからも総合計時間としての生産性低下の規模は

計り知れない。 
二点目が、インターネットのサービス基盤に関する問題である。インターネットを介したサービス産

業は、数少ない成長産業の一つであり日々世界中で新たなサービスが誕生している。物理的制約の影響

を受けにくいことから海外展開しやすいとされているが、我が国の著作権法等の法制度がその足枷とな

っているとの指摘がある。欧米を中心に新たな形態の音楽・映像等の配信等、新たなサービスが提供さ

れ急速に利用者を伸ばしているが、我が国ではそのサービスを法制度上利用することができず、その恩

恵を享受することができない。また、斬新なアイディアに基づく新たなサービスの提供を試みても、法

制度上、国内では実現できない場合があるなど、企業家にとって魅力の薄い、不利な状況にある。 
グローバル競争の激化に伴い、競争優位を確保するため企業が国を選別する時代を迎え、製造業にお

いても、工場をはじめとした生産機能のみならず、商品・サービスの研究開発機能等についても立地場

所を厳しく選定する動きが強まっている。円高、電力供給等のリスク、膨張が止まらない税・社会保障

の負担等、国内での生産活動を取り巻く環境は厳しさを増している。我が国の情報産業の成長には、そ

の経済活動の有利性を担保するＩＣＴ環境を提供するとともに、新しい価値を産みだす人材が集積する

土壌を形成する必要がある。特に物理的な制約が限定される性質を持っていることから、海外への移転

は、製造業以上に容易である。電子書籍のサービスを提供する際、海外拠点から配信すれば消費税が課

税されない国内外の地域格差の問題の解消に向け、税制の見直しを検討するなど一定の動きは見られる

が、競争環境の地域格差の足枷が解消されない限り、情報産業の海外移転は今後より一層加速すること

が確実視される。変化の早い産業ゆえ、国内外の競争環境の解消が急務となっている。 

羅羅針針盤盤  
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地方公務員研修のパラダイム転換 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

1.はじめに 
 地方分権、グローバル化などが進展する中で、経済社会環境の変化や輻輳化するリスク構造に対応で

きる地域経営・地域戦略を形成し展開するための地方公務員の能力育成に向けた新たな研修のあり方が

喫緊の課題となっている。民間企業派遣、パートナーシップへの理解などこれまでも新たな研修内容の

導入が行われてきた。しかし、地方自治体の昇格試験受験者、昇格希望者の減少など動機づけも含めて

人的資源の育成に期待したとおりの成果が生み出されている状況にはない。地方自治体にとって財政問

題と同様に、あるいはそれ以上に公務員としての人的資源の確保と育成は危機的問題となっている。

1990 年代以降の日本の経済社会は、「失われた 20 年」と表現されている。90 年代以降生じている経済

社会の活力構造の変化（いわゆる「パワーシフト」）に行財政の仕組みや機能が対応できていない状況

を意味している。地方公務員の研修も経済社会の活力構造の変化に対して積極的に対応する内容の見直

しが必要となっている。以下では地方公務員の研修に求められる基本的要因について検討する。 
 

2.研修の目的 
（1）研修に関する法令 
 地方自治体職員の研修に関しては、地方公務員法第 39 条第 1 項で「職員には、その勤務能率の発揮

及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」とされており、第 2 項で「前項

の研修は、任命権者が行うものとする。」とし、続く第 3 項では「地方公共団体は、研修の目標、研修

に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。」としてい

る。すなわち、地方自治体の首長は、研修に関する基本方針を定めて、任命権者として職員の研修を受

ける機会を設けなければならない。こうした研修において、パワーシフトの時代を迎え、如何なる目標

を掲げて行うかその具体的な内容の見直しが必要となる。 
  
（2）政策アントルプレナーと政策の窓 

地域の持続的発展を確保するには、経済社会環境の変化や輻輳化するリスク構造に対応でき地域経

営・地域戦略を担う地方自治体職員を育成することが必要不可欠となっている。その理想を実現する具

体的な目的が「IN の知識」から「OF の知識」へのシフトである。「IN の知識」から「OF の知識」へ

のシフトは、地方自治体の職員を従来の政策執行者から政策の新たな扉を開く「政策アントルプレナー」

へ進化させることを意味する。 
「政策の窓」は、キングダム(Kingdom)によって指摘された事項であり、この窓を開くことは新たな

構造を生みだす創造的政策を形成することを意味する。「政策の窓」は、政策アントルプレナー（「政策

アクティビスト」）の存在により開かれる。政策アントルプレナーは、企業家同様、将来の一定の成果

を期待し、自らの理想に向かって実効性ある戦略を踏まえた様々な新たな政策を提案し議論する役割を

担う。政策議論は、開け放たれた窓を通じて参加者相互の学習に結び付き、より質が高く実行性の高い

政策へと進化する。行政機関がまず政策アントルプレナーの集団となり、社会的実験としての地域政策

政策論説 
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を展開することなどが挙げられる。このため、課題の提示や課題の優先順位の決定だけに止まらず、問

題・政策・政治の流れを相互に結びつけ、ひとつのパッケージにまとめ上げていく機能が不可欠となる。

政策アントルプレナーには、常に多面的且つ優秀なアンテナを持ちつつ、政策の窓の状況を読みとりな

がら意思決定し、行動する資質が求められる。これまでの中央集権体質の中では、地域の政策展開に対

する政策アントルプレナーの存在は希薄であった。しかし、地域の価値・資源に根ざした政策を展開す

るには、地域の政策アントルプレナーが重要な役割を果たす。 
 
（3）「IN の知識」から「OF の知識」へ 
①「IN の知識」の限界 

「IN」の知識とは、他者が生み出した制度や手法に関して詳細に理解し活用できる知識を意味する。

パソコンソフトや電化製品等からはじまり制度や法令等の解説書まで熟読し、製品や制度等を使いこな

すための知識である。いわゆる、「How to」と言われる領域を中心とする知識である。地方自治法、補

助金制度、交付金制度、中央省庁の人脈等に詳しい人材の存在は、これまでの地方自治体においては極

めて貴重な存在であった。なぜならば、地方自治法、補助金制度、交付金制度等国が生み出した制度を

熟知し使いこなすことが、中央集権と府省縦割りの構造の中で地方自治体の運営に大きなメリットを与

えて来たからである。そこでは、国が制定した制度等完成品の内容や機能について知り実践していく、

上からの公共性に関する知識が重要とされた。すなわち、IN の知識は、上からの公共性を中心とする

これまでの国と地方の関係を有効かつ適切に機能させるために不可欠な知識であった。しかし、地域か

らの公共性、開かれた公共性の確立、地域自ら選択肢を生み出す 21 世紀の時代では、IN の知識だけで

は思考の有効性を確保することは困難となっている。 
②「OF」の知識の必要性 

新たな視点を発掘し新たな制度や手法を自ら生み出す知識が 21 世紀の地方自治体には求められる。

これが「OF」の知識である。OF の知識は、地方自治体の議会、行政部局の幹部、企画部門等に必要な

だけでなく、日常の窓口業務に至るまで制度・政策・公共サービスの質を高めるために不可欠となる知

識である。日々の窓口業務、地域住民や業者との相対での対応・議論の中に従来の IN の知識では発掘

できなかった新たな視点、発想が潜んでいるからである。そうした日常化した業務、繰り返しの形式的

業務の中にも無意識化した新しい視点や資源を認識するための知識、それが OF の知識である。そのひ

とつひとつの視点や資源が下からの公共性・自発的公共を生み出す重要なエネルギーとなる。 
さらには地方自治体の議員、職員だけでなく地域住民にもパートナーシップの展開等を通じて OF の

知識が共有されることが重要となる。そのことは、地方自治体に対する地域住民の評論・批判・偏見的

な主張の姿勢（いわゆる観衆的民主主義）を共に議論しながら新しい地域を考え行動する協働的関係へ

と導いてくれる。 
ここで注意すべき点が二点ある。第１は、21 世紀の地方自治体の思考において IN の知識が不要にな

ることを意味するのではない点である。IN の知識を輝きに変えるために OF の知識が機能するのであ

り、IN の知識のない OF の知識は単なる「粗野な思いつき」に過ぎなくなる。また、OF の知識が生み

出した新しいイメージを広く伝えていくためには、多くの人々に意思を間違いなく伝える「論理性」が

不可欠であり、ここでも IN の知識が重要な役割を果たすことに変化はない。 
第２は、OF の知識自体も知識である以上、思い込みや偏見、未知の存在と無縁ではない点である。

OF の知識に基づく思考の展開自体が繰り返されることによってもたらされる思い込みや偏見、未知の

存在を認識することが重要となる。 
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3．「OF の知識」の源泉 
  新たな視点を発掘し新たな制度や手法を自ら生み出す「OF の知識」を形成する基礎は何か。それは、

観察力・調査力と思考力である。 
「観察」とは、生じている物事を受動的にありのまま受け取り認識する力のことである。そこには、物

事の良し悪しの価値判断を絡めず可能な限り客観的に認識することを基本とする。この観察においては、

データの形成や分析など従来必ずしも地方公務員には十分に求められることのなかった能力の向上が

必要となる。客観性とは、比較可能性と予見可能性を担保することであり、それによって帰納法的に認

識した物ごとを普遍化する力を養う。 
さらに、「仮説設定」は、観察と共に政策を思考する重要な要素となる。仮説とは、観察した物事を

説明するために役立つ命題を意味し、観察した物事が発生する原因は何かを推論することである。観察

した物事（結果）とその原因の関係を推論に基づき仮説設定する。仮説設定は、政策思考の質を高め思

考の体系化を図る上で必要不可欠な存在である。仮説設定は政策思考を展開するためのものであり、そ

の当否、適否は問題ではなくまず設定することが重要となる。そして、設定された仮説の検証が思考力

の基礎を支える。 
「検証」は設定した仮説の因果関係の強さについて分析を通じて認識する過程である。分析では、認

識した物事に関して登場する主体（アクター）と主体間の関係に分けて整理する。その結果、因果関係

が強く感応度の高い原因に働きかけるプログラムを形成する。自然科学では 99%が仮説であるという言

葉もある。我々が認識する出来事は視点を変えればすべて異なる姿で見える。社会現象でも同様である。

自分の思い込みの覆いを取り除くには、自らの見え方が多くの見え方のひとつであり仮説のひとつにす

ぎないことを認識する必要がある。そのためには自らの仮説に拘らず一度それを否定しあえて別の視点

からの仮説を設定することも重要となる。 
政策思考は、新たなイメージを形成することであり、そのためには観察、仮説設定、検証を通じて自

らの思い込みに気づく力を高める必要がある。 
 
4.動機づけ 
動機とは、経済社会の中で獲得された心理・社会的欲求であり、生理的欲求を中心とする動因とは区

別される。そして、動機づけとは、経済社会において人の行動の原因であり行動の方向性を決める要因

と行動の強さを決める要因から構成される。政策アントルプレナーの形成と政策ネットワークへの参加

の動機づけとは一体となって、公共における政策ネットワーク参加へ人の行動を方向づけること、そし

てその行動を一層高めることに資する要因となる。なお、動機づけは個人単位だけでなく人の集まりで

する組織、ネットワーク自体にも同様に存在する。 
 

（1）動機づけの類型 
動機づけには大きく分けて三つの類型がある。第 1 は、内発的動機づけである。人間には内在する好

奇心や探求心が存在し経済社会環境との相互交渉を行いながら自らの有能性を追求していく姿勢に働

きかけることである。動機づけの中では、最も持続性と効率性を発揮する要因となり、その根底には挑

戦的、選択的、課題設定的環境が必要となる。第 2 は、期待的動機づけであり達成動機づけともいわれ

る存在である。人間は高い目標を達成しようとする欲求があり、この欲求によって行動の方向性と強さ

の程度が決まるとするもので、成功願望と失敗恐怖の両面から支えられる。この期待的動機づけが内在
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的に強い場合は内発的動機づけが起動しやすく、期待的動機づけが内在的に弱い場合は次に整理する外

発的動機づけに帰属する度合いを高める。第 3 の外発的動機づけとは、法的な義務、世間の慣習、人の

目など外部から与えられる要因によって人の行動の方向性と強さが決定するものである。自らの行動そ

のものが目的となる内発的動機づけと異なり、外発的動機づけの場合は自らの行動以外に別の目的を達

成することが想定される。 
 

(2）開かれた公共性と動機づけ 
 法令等上からの公共性、非自発的公共性は、外発的動機づけに基づくものであり公共性を発揮する行

動自体が目的ではなく、公共性を発揮する行動をすることによって何か別の目的を達成することが動機

づけとなっている。このため公共性への意識は極めて間接的な状況となる。しかし、外発的動機づけか

ら始動した行動が人の新たな価値観を形成し内発的動機づけを生みだすことも少なくない。下からの公

共性、開かれた公共性も最初から内発的動機が豊かなことは少なく、むしろ多くは外発的にスタートす

ることから充実へと発展する。それでは、外発的な動機づけを内発的動機へと高めるためには、物事を

探求しようとする好奇心を喚起することが一番である。好奇心の喚起には成功の見込みが外見上五分五

分の挑戦的テーマ（実質的には成功率が高いテーマを選ぶことが望ましい）を設定し期待的動機づけに

おける成功願望と失敗恐怖の両面を駆り立てること、成功体験を感じ取らせかつ成功を生みだした主体

が自分であるとする自己原因性を強く自覚できるようにすること、そして結果から自己原因の構図、す

なわち何が成功の要因で何が失敗の要因かを自ら認識し次の学習、動機づけに結び付けることが重要と

なる。 
 
 地方自治体の職員研修も単に「IN の知識」だけでなく、外発的な動機づけを内発的動機へと高める

ためには、物事を探求しようとする好奇心を喚起する「OF の知識」を養う内容の展開が不可欠となっ

ている。 
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 金融資産の量と質の変化と財政運営 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）ゆうちょ銀行「貯金残高」。 
財政の借金は、年金・郵貯も含めた家計の貯蓄によって支えられてきた。右肩上がり時代の所得増加

と貯蓄率の高まり・資産価格の上昇などが家計の金融資産を急速に増加させ、この豊富な金融の資金を

直接あるいは間接的に国債・地方債などの引受けに安定的に循環させることができた。1980 年度に 372
兆円であった家計の金融資産は 1999 年度には三倍以上の 1400 兆円台に増加している。右肩上がりの

金融資産の存在が歳出拡大に伴う財政の借金の累積を支え、一方で国民の税負担の上昇を抑える役割を

果たしてきた。 
財政を支えて来た家計の金融資産に量的・質的両面から変化が生じている。量的変化は、右肩上がり

で増加する時代が終わったことである。1999 年度に 1400 兆円台に達した家計の金融資産残高は、その

後 2006 年度 1500 兆円を超えたものの 2011 年 1400 兆円台後半の動きとなっている。高齢化の進展に

伴う年金支払いの増加、人口減・経済の成熟化に伴う貯蓄率の低下など、金融資産全体に大きな制約が

生じており、市場環境による変動はあるものの、今後、本格的な減少局面を迎えざるを得ない。 
さらに、従来、安定的に国債などを引き受けて来た郵貯の残高が財政投融資制度の改革や低金利時代

での定額貯金の魅力低下などで 2000 年代に入り急速に減少しており、受け皿となる資金の量的制約が

強まっている。さらに、金融資産の質的変化にも着目する必要がある。家計の金融資産の中で預金の流

動性が高まっている。低金利時代と経済社会のリスクの増大に伴い、定期性預金からいつでも引出せる

普通預金に資金運用が移っている。このことは、借金する側からは安定的に資金調達できる期間の短期

化を意味しており、常に借換など資金調達に努力する必要があることを意味する。 

政策シグナル 

 

 

2012 

国債等引受余力拡大 
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中国のエネルギー政策と経済 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）中国「中国海関統計年報」などから作成。 
 中国の原油・石油製品の輸入が年を追うごとに増加している。中国の原油生産量は 2011 年で 2 億ト

ン強となり、前年比 0.3%の微増にとどまっている。中国の原油生産量は西部油田、海洋油田などを中

心に今後拡大するものの、2.2 億トン程度が上限とされており、今後順調に国内生産が増加したとして

も、国内の原油や石油製品需要を賄うには大きく不足することになる。足元での中国経済の原油海外依

存度は 50%台半ばにあるものの、近年中に 60%台に達する可能性が高い。今後の中国経済の成長率にも

左右されるものの、8%前後の成長が続いた場合、少なくとも 3~4 億トンの不足する可能性がある。こ

うした不足に備えて中国は原油調達地域の多様化を進めている。依然として中東への依存が高く 50%前

後の依存となっている。しかし、調達地域の多様化は進んでおり、アフリカ、中南米などにも拡大して

いる。また、2011 年にはロシアからの原油パイプライン輸送も開始している。以上の中国経済の原油

関係の不足や調達地域の多様化は、日本をはじめとする他の原油輸入国にも影響を与える。従来、中国

も含めて資源輸出国であった新興国がその経済成長によって輸出余力が減少し、輸入国となることで世

界の原油需給、さらには天然ガスなどのエネルギー需給にも大きな構造的変化を生じさせる。 
2012 年に入り中国経済の減速傾向が強まり、春に入り消費・投資・輸出のいずれにおいても減速す

る動きが明確となった。このため、中国経済の下振れリスクが高まる状況にある。中国経済をこれまで

けん引してきた欧州向け輸出は、欧州財政金融危機から減少傾向を強めており、もうひとつの柱であっ

た投資活動も住宅価格抑制政策による不動産投資の低迷から将来に向けて不透明な動きとなっている。

このため中国人民銀行は 6 月 7 日に貸出・預金基準金利の引き下げを行っている。今後の動向として、

欧州財政金融危機の動向など不透明要素が多いものの、中国経済は下振れリスクを抱えながらも 2013
年に向けて 8%台の成長は確保するものと見込まれる。 
こうした足元と長期的な構造変化に対して、日本経済社会も国内外両面においてさらに積極的な政策

展開が必要となっている。

アアジジアアリリンンクク  
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ＩＣＴを活用した「未来の学び」のあり方 

株式会社富士通総研 公共事業部 今林 雅俊、鷺森 常知 

 
情報化社会の本格的な進展に伴い、学力の向上と 21 世紀に対応したグローバル人材を育成するため、韓

国・シンガポールなどの諸外国は、教育の情報化を推進している。我が国では、新成長戦略で示された「21

世紀にふさわしい学校教育の実現」に向け、総務省「フューチャースクール推進事業」、文部科学省「学びの

イノベーション事業」にて、世界でも例を見ない小学校における１人１台の情報端末を前提とした大規模な

実証研究に取り組んでいる。 

本稿では、実証研究を通して明らかになりつつある、21 世紀にふさわしい小学校の ICT 環境のあり方につ

いて考察を行う。 

 

1.実証研究の概要 

（1）実証研究の位置付け 

 総務省「フューチャースクール推進事業」は、平成 22 年度より 3年間、東日本地域及び西日本地域の公立

小学校各 5校に児童一人一台のタブレット PC、電子黒板とも呼ばれるインタラクティブ・ホワイト・ボード

（IWB）、無線ネットワーク、クラウドの 4つの ICT 機器等を導入し、ハード・情報通信技術面から実証研究

を行っている。文部科学省「学びのイノベーション事業」は、平成 23 年度より学習者向けのデジタル教材を

提供し、デジタル教材を活用した指導方法

や効果の検証、教員へのサポート体制のあ

り方等、ソフト・ヒューマン面から実証研

究を行っている。 

 新成長戦略では、これら実証研究の結果

を踏まえ、１人１台の情報端末を前提とし

た新たな教育を 2020 年までに実現するこ

とが目標として定められている。 

 

（2）実証研究の ICT 環境 

 従前より、小学校においても ICT の活用

が進められてきたが、パソコン教室の整備等一部のインフラ整備に限定され、活用の範囲も制約されていた。

本実証研究では、1人１台の情報端末を前提とし、使用する人・場所・時間に縛られない ICT 環境を提供し

ている。 

 

 実証研究の ICT 環境として、各教室に無線 LAN のアクセスポイントを設置し、校舎内どこでもネットワー

クに接続できる無線 LAN ネットワーク、授業で使用する様々なコンテンツ、有害サイトのフィルタリングサ

ービス等を一元的に提供するクラウド、情報端末の認証や管理、学習履歴の蓄積等を行う校内サーバを整備

している。 

 教室内は、1 年生でも操作できるペン入力が可能な、1 人 1 台のタブレット PC と IWB の端末を配備してい

る。また、タブレット PC と IWB は、教室天井中央に設置された無線 LAN のアクセスポイントを介して、ネッ

事事例例研研究究  

 

図 1 新成長戦略で示された「教育の情報化」の工程表 

 

2010年度 2011年度 2013年度まで 2020年度まで

「教育の情報化
ビジョン（仮称）」
の策定

モデル事業等による実証研究

文部科学省
「学びのイノベーション事業」

ソフト・ヒューマン面

児童生徒１人１台
の情報端末による
教育の本格展開
の検討・推進

２１世紀に
ふさわしい
学校教育の実現

総務省
「フューチャースクール推進事業」

情報通信技術面
１人
１台

デジタル
教科書
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トワークに接続されている。タブレット PC については、バッテリー稼働を前提とし、使用後は教室内に配備

された充電保管庫へ保管し充電をしている。 

  

実証研究では、ICT 機器のメンテナンスや操作

支援等を行う ICT 支援員 1 名を各実証校に常駐さ

せ、教員や児童のサポートを行っている。また、

ICT 支援員では対応困難な ICT 機器のトラブルや

不具合等への早急な解決を図るため、発生事象を

一元的に管理し、関係者間で共有できる仕組みを

提供している。 

 

 

 

 

2.ICT 環境ならびに運用の新たな課題 

本実証研究で整備した ICT 環境は、広く一般的に活用され実績のある技術を適用している。個々の技術は

一般的であるものの、システム全体としては前例のない ICT 環境であると評価される。従来にはない ICT 環

境の特性として、児童 1人 1台のタブレット PC、タブレット PC のバッテリー稼動、無線 LAN によるネット

ワーク接続が挙げられる。また、一般的な ICT

環境と異なる特徴として、これらの ICT 機器

を情報システムの利用を想定した構造ではな

い普通教室で同時に利用することが挙げられ

る。ICT 環境の利用上の特性として、クラス単

位での同時アクセス、紙媒体の教材とデジタ

ル教材との併用が挙げられる。実証研究を通

し、ICT 環境面の新たな課題として、「電波干

渉等による無線ネットワークへの影響軽減」、

「バッテリー切れへの事前回避」、「ICT 機器の

廃熱対策」、「デジタルとアナログの学習成果

の融合」、ICT 運用面の新たな課題として、「タ

図 3 発生事象の一元管理及び共有 

回答者

問合せ
窓口

質問者
A校

ICT支援員

ヘルプデスク

事業者

トラブルや不具合等の
発生事象の一元管理
（クラウド）

B校
ICT支援員

C校
ICT支援員 ・・・

登録・参照

参照・更新

参照・更新

各種メーカー

問合せ・回答

教員 教員 教員 ・・・

質問等

図 2 本実証研究の ICT 環境 
ICT環境の全体像 教室内のICT環境

図 4 実証研究の特性に基づく新たな課題 

児童1人1台のタブレットPC

タブレットPCのバッテリー稼動

無線LANによるネットワーク接続

クラス単位での同時アクセス

紙媒体の教材とデジタル教材との併用

普通教室へのICT機器設置
デジタルとアナログの学習成果
の融合

電波干渉等による無線
ネットワークへの影響軽減

バッテリー切れへの事前回避

ICT機器の廃熱対策

ICT環境の特性

ICT環境の利用上の特性

ＩＣＴ環境面の新たな課題

実証研究の特性 新たな課題

ICTのトラブル・不具合への
迅速なサポート体制

タブレットPCの取り扱い方法の
徹底

ＩＣＴ運用面の新たな課題
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ブレット PC の取り扱い方法の徹底」、「ICT のトラブル・不具合への迅速なサポート体制」の課題が明らかに

なった。 

本稿では、ICT 環境全体への影響が大きい、ICT 環境面の「電波干渉等による無線ネットワークへの影響軽

減」と「デジタルとアナログの学習成果の融合」、ICT 運用面の「タブレット PC の取り扱い方法の徹底」に

ついて、考察する。 

 

3.ICT 環境面の新たな課題への取組 

（1）電波干渉等による無線 LAN のネットワークへの影響軽減に向けた取組 

 無線 LAN のネットワークは、隣接する無線 LAN のアクセスポイントや外部からの電波等により電波干渉

が発生し、通信速度の低下等が生じる可能性がある。本事業では、各教室に設置された無線 LAN のアクセス

ポイントで使用する周波数帯を、電波干渉が生じないよう、自動的かつ動的に割り当てている。外部からの

電波等による電波干渉が生じた際には、外部からの電波等で使用する周波数帯を除外し、各無線 LAN のアク

セスポイントで使用する周波数帯を自動的に変更している。 

調査の結果、外部からの電波等による電波干渉以外に、タブレット PC の無線 LAN のアクセスを制御するド

ライバの仕様が、通信速度等に影響を与えることが明らかになった。一般的に IEEE 802.11a/b/g/n での無線

LAN のネットワークでは、2.4GHz 帯と 5GHz 帯の電波帯域を利用している。本事業では 2.4GHz帯を中心に、

無線 LAN 環境を設計したが、タブレット PC の無線 LAN のアクセスを制御するドライバの仕様上は、5GHz 帯が

優先的に接続されることが明らかになった。その結果、2.4GHz 帯より、5GHz 帯に設定された無線 LAN のアク

セスポイントに、タブレット PC からの接続が集中し、全体の通信速度等が悪化することが確認された。 

この結果を踏まえ、タブレット PC の無線 LAN のドライバの仕様を踏まえ、5GHz 帯を中心に、無線 LAN の

アクセスポイントの設計を見直すことで、通信速度等への影響を軽減することができた。 

本実証研究と同様に、5GHz 帯を採用する場合、立地環境によっては、衛星からの電波の影響を受ける。無

線LANのアクセスポイントが衛星からの電波を検知すると、電波法に基づき、1分程度使用できない可能性があ

る。 

図 5 無線 LAN のアクセスを制御するドライバの仕様による通信速度等への影響 
（「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報告書」より抜粋） 

 
 

4-1教室 4-2教室 学習室 5-1教室 5-2教室WC 階段

渡り
廊下

無線ＡＰ
（2.4＋5GHz
固定チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

4-1教室 4-2教室 学習室 5-1教室 5-2教室WC 階段

渡り
廊下

無線ＡＰ
（2.4＋5GHz
固定チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

無線ＡＰ
（2.4GHz

自動チャネル）

【接続時】

接続時、4-1教室の無線APの
2.4GHz帯、5GHz帯のうち、
5GHz帯の電波に優先的に接続された
可能性あり

【4-1教室の無線LANの電波環境低下時】

× ×
×

×

各教室からの接続により、4-1教室の
5GHｚ帯の電波環境が低下し、各教室の
無線APに再接続された可能性があり

5GHz帯に接続

2
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無線 LANネットワークの品質の向上にあたっては、建造物等構造物の形状（木造・鉄筋、広さ等）による無線

LANのアクセスポイント同士の電波干渉、周

辺の電波環境の特性による外部からの電波

等による電波干渉、接続する端末の特性によ

る無線 LANのドライバの仕様を多面的に調

査・分析し、無線 LANのネットワークを設計

する必要がある。また、導入後 1 ヶ月間程度

は、無線 LANネットワークの品質が確保され

ているか、電波干渉状況等をモニタリングす

る必要があると考える。 

 

（2）デジタルとアナログの学習成果の融合に向けた取組 

 学校現場では、学習で使用するプリント、児童に返却が必要なテストや作文等の紙媒体の学習成果が多数

存在する。授業では紙媒体の教材とデジタル教材を併用することにより、アナログとデジタルの学習成果が

混在し、学習の振り返りが困難になる。 学習の振り返りを行うためには、アナログの学習成果も含め、教

科や学習日などの学習の流れに沿って、学習成果を一元的に管理し、容易に閲覧可能な仕組みが必要である

と考える。 

本年度、スキャナとバーコードシールを活用し、紙媒体に児童情報を含むバーコードシールを貼付し、ス

キャナがバーコードシールに基づき、該当児童の個人フォルダにアナログの学習成果を蓄積できることが確

認できた。今後、学習の振り返りをより容易にするため、学習成果を時間割などと紐付けし、各児童のポー

タルサイトなどを介し、家庭でも学習成果が閲覧可能な仕組みを検討する必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ICT 運用面の新たな課題への取組 

（1）タブレット PC の取り扱い方法の徹底に向けた取組 

 H23 年度において、西日本地域の実証校ではハードウェア障害が 93 件発生しており、そのうち、62 件が児

童のタブレット PC であった。児童のタブレット PC のハードウェア障害の約 90％が落下による本体破損や液

晶破損、過度な扱いによるキーボードや電子ペンの破損であり、ハードウェア自身による故障に起因するも

のは少なかった。 

 

家庭職員室
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普通教室

校内サーバタブレットPCスキャナー
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図 7 デジタル・アナログの学習成果融合のイメージ 

図 6 無線 LAN ネットワークの品質向上の 3 要素 

建造物構造物の特性

無線LANのアクセスポイント同士
の電波干渉など

周辺の電波環境の特性

外部からの電波等による電波干渉など

接続する端末の特性

タブレットPCの無線LANのアクセスを
制御するドライバの仕様など

多面的に調査・分析し、
無線LANのネットワークを設計
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 1 人 1 台環境下に

おいて、タブレット

PC は日常的に使う学

用品となる。タブレ

ットPCは鉛筆や筆箱

と違って、精密機械

の塊であるため、落

下や粗悪な扱いによ

り壊れる可能性があ

る。その際、児童が

怪我することも想定

されるため、教員や

ICT 支援員が児童にタブレット PC の取り扱いを

周知徹底することが求められる。 

 児童へのタブレットPC取扱いの周知にあたり、

図 8に示すように 1枚で、かつ簡潔に示す必要が

ある。また、継続的な周知を行うことで、落下や

粗悪な扱いによる破損の低減につながると考え

る。 

 

 

 

 

5.教育の情報化に向けた今後の課題 

１人１台の情報端末を前提とした新たな教育を推進するため、コストも踏まえ、パソコン教室から１人１

台環境へ段階的に移行するためのモデルを検討する必要がある。また、学校現場では ICT 支援員が非常駐な

ど、自立した運用を求められる可能性がある。ICT の活用・維持するため、毎年発生する学年・クラスの変

更に伴う年度更新や転入生対応等の ICT 運用を、教員自身で実施可能な仕組みを今後検討する必要がある。 

学校現場が自立的に運用するためには、縦と横の連携が必要と考えられる。縦の連携とは、教育委員会や

学校現場における運用体制作りであり、横の連携とは他校との連携である。教育委員会と学校の役割分担や、

学校内における運用体制の確立や、運用するための教員のスキルアップが今後の課題であると考える。 

 

 

図 8 児童のタブレット PC のハードウェア障害の状況（H23 年度） 
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図 9 児童へのタブレット PC 取扱い周知事
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