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1 事業の概要 

1.1 事業の目的 

 「GIGA スクール構想」による「１人１台端末」環境の整備が進む中、当該環境における効果的な教育

データの利活用の必要性が高まっている。「教育データの利活用に係る論点整理（中間まとめ）」（令和３

年３月 教育データの利活用に関する有識者会議）においても議論されてきているように、教育データの

利活用にあたっては、データの種類や単位がサービス提供者や使用者ごとに異なるのではなく、交換、蓄

積、分析がしやすいよう、いわゆる相互運用性が確保されることが望ましい。 

そのためには、異なるサービスが共通して利用可能な標準化された規格等が必要であり、学習指導要領

コードは、様々な学習コンテンツについての相互運用性を確保する上で、鍵となるデータの一つと考え

られる。 

本事業は、令和２年に既に公表されている学習指導要領コードをベースに、データの利便性を高め、効

果的な利活用を推進するため、学習指導要領コードの活用に関するユースケースをはじめ、将来的な活

用イメージの具体化を図るとともに、各コンテンツ等へのコード付与の支援や、コードが付与されたコ

ンテンツの連携システムの構築と運用に関する調査・研究を行うものである。 

 

1.2 調査研究の方法 
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本調査研究では、取り組む課題の抽出にバックキャスティング（バックキャスト手法）を採用した。 

バックキャスティングとは、中長期的な視点で未来の「望ましい将来像」を仮定し、それを実現するた

めの方法を考えていくアプローチであり、不確実性が高く正解が存在しない課題やテーマに対する解決

策の検討に適しているといわれている。 

 

 

初めに、EdTech（エドテック）分野の企業、教育に関する学識経験者および教育現場の教育委員会の

有識者を対象として、「学習指導要領コードを最大限活用した場合、どのような将来像が描けるか」とい

うユースケースに関するヒアリングを行い、ヒアリング結果を取りまとめて「望ましい将来像」として仮

定した。 

次に、「望ましい将来像」と「学習指導要領コードの現状」との差分を、将来像の実現に向けての「課

題」として設定した。 

 課題に対する解決策を検討するためのアプローチとして、本事業では「学習指導要領コード付与支援

システム」と「デジタルコンテンツ検索支援サイト」のプロトタイプを構築し、公募した教育コンテン

ツを保有する事業者が参加する実証テストと併せて、アンケート・ヒアリングを行った。 

実証テストを通じて、教育コンテンツを保有する事業者が学習指導要領コードに期待する便益や、付

与に関するコストに係る認識等についてアンケート・ヒアリングによって情報収集を行い、課題を整理

した上で、課題を解決するための必要な施策の検討を行った。 

 本事業では、教育コンテンツを豊富に保有する事業者の立場から、都度、直接知見を得るため、下記の

メンバーを実証推進メンバーとして委嘱した。 
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実証推進メンバー 

所属機関 概要 氏名 

東京書籍株式会社 最大手の教科書出版社で、学習参考書や一

般書籍などの事業を有する。 

清遠 和弘 

学研グループ 学習塾、学習参考書、辞書などの事業を有

する。 

池田 智志 

株式会社 NHK エデュケーショナル NHKの子会社で、教育番組制作専門のプ

ロダクション企業。 

松瀬 尚 

 

1.3 用語集 
 

用語 概要 

1 AI 人工知能（Artificial Intelligence）の略称。コンピュータの性能が大

きく向上したことにより、機械であるコンピュータが「学ぶ」ことが

できるようになり、それが現在の AIの中心技術、機械学習である。 

2 API Application Programing Interface の略称であり、「ある１つの機能

に特化したプログラムで共有可能なもの」や「ソフトウェアの機能を

共有する仕組み」のことである。 

3 AWS Amazon Web Services の略で、Amazon が提供しているクラウドコ

ンピューティングサービスの総称。コンピューティング、ストレージ、

データベースなどのインフラストラクチャテクノロジーから機械学

習、AI、データレイクと分析、IoT などの最新鋭のテクノロジーに至

るまで多くのサービスを提供しており、それぞれのサービスが豊富な

機能を備えている。 

4 CSコード 学習指導要領コード（Curriculum Standards）の略称。「学習指導要

領」とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省

が定めている教育課程（カリキュラム）の基準。学習指導要領の冒頭

から順番に１６桁のコードを割り振る。 

その際、学校種、教科、学年等の検索が容易となるように桁に一定の

ルールを設ける。 

5 EdTech（エドテック） テクノロジーの力で教育にイノベーションを起こす取組のこと。

2000 年代中頃、Education（教育）と Technology（テクノロジー）

を組み合わせてアメリカで作られた造語。 

6 GIGAスクール構想 児童生徒向けの 1 人 1 台端末と、高速大容量の通信ネットワークを

一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのなく、公

正に個別最適化された創造性を育む教育を、全国の学校現場で持続的

に実現させる構想。GIGA とは Global and Innovation Gateway for 

All の略。 
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用語 概要 

7 ICT Information and Communication Technology の略称で、通信技術を

活用したコミュニケーションを指す。 

8 LMS Learning Management System の略称で、e ラーニングの実施に必

要な学習管理システムのこと。e ラーニングで提供されている教材が

登録され、受講者の情報などを記録できる。また、カリキュラムを管

理し、受講者の学習の進捗状況を把握することで、より効率的な学習

をサポートすることも可能。 

9 LOD Linked Open Dataの略称。ウェブ上でコンピュータ処理に適したデ

ータを公開・共有するための技術の総称。 

10 LOM Learning Objects Metadata の略称。学習オブジェクト即ちあらゆる

種類の教育資源のメタデータ（索引情報）のための規格。 

11 MEXCBT（メクビット） 文部科学省（MEXT）が開発して運用する CBT（Computer Based  

Testing）システム。 

12 N-gram（エヌグラム） 自然言語（テキスト）を連続する N個の文字、もしくはN 個の単語

単位で単語を切り出す手法のこと。 

13 OPAC（オーパック また

は オパック） 

Online Public Access Catalogの略称。図書館資料の書誌情報や所蔵

情報を電子化し、コンピュータ上で検索できるようにしたオンライン

蔵書目録検索システムのこと。 

14 RDF 一定の書式で情報についての情報（メタデータ）を記述することで、

情報の持つ属性や意味に基づいた収集や検索、整理、分類などの論理

的な操作をソフトウェアによって自動的に行うことができるように

することを目指したデータフォーマットの一つ。 

15 SPARQL（スパークル） SPARQL Protocol and RDF Query Language の再帰的頭字語は、

RDF 問合せ言語の１つである。RDF 問合せ言語は、Resource 

Description Framework （RDF）で記述された XMLや Turtleなど

の RDF データのリソースを取り扱うためのコンピュータ言語であ

る。 

16 STEAMLibrary（スティ

ームライブラリ） 

経済産業省が STEAM 教育を推進・確立していくために始めたコン

テンツ（教材）を検索・閲覧・視聴、資料ダウンロード可能なオンラ

イン図書館。STEAM とは、Science（科学）、Technology（技術）、

Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）の 5つの英

単語の頭文字を組み合わせた造語で、5つの領域を対象とした理数教

育に創造性教育を加えた教育理念のこと。 

17 UI ユーザーインターフェイスの略称。インターフェースには、本来「接

点、接触面」という意味があり、ユーザとコンピュータ間で情報をや

り取りするさまざまな機器や入力装置を指す。 
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用語 概要 

18 URI 「Uniform Resource Identifier」の略称で、URL と URN の総称。

Web 上のファイルを認識するための識別子で、ファイルがどこにあ

るのかを示すURLと、Web 側で認識されている名前を表すURNに

よって構成されている。 

19 アクセシビリティ アクセスのしやすさのこと。情報やサービスなどがどれくらい利用し

やすいか、とくに障害者や高齢者などが不自由なく利用可能かどうか

の度合いを示すもの。 

20 アルゴリズム ある特定の問題を解く手順を単純な計算や操作の組み合わせとして

明確に定義したもの。 

21 インセンティブ設計 インセンティブとは、個人の意欲を引き出すために外部から与える刺

激を指し、金銭・モノを支給するインセンティブ、表彰や賞賛等の心

理的評価、昇進等の地位的評価によって社員の承認要求を満たすイン

センティブ、共に働く上司や同僚の人間性によってモチベーションを

維持・向上させるインセンティブ、企業理念や会社の価値観を提示し

共感を促すことで、業務意欲を高めるインセンティブ、社員が自身の

仕事に満足感をもって取り組めるよう促すインセンティブの制度を

設計すること。 

22 エコシステム 元来、生態系を表す用語。同じ領域で暮らす生物や植物が、お互いに

依存しながら生態系を維持している仕組みがエコシステム。エコシス

テムという自然界の仕組みをビジネス業界に当てはめて、業界同士や

製品、サービス、プロダクトなどが連携し、大きな利益構造を構成す

ることを指す。 

23 オープンイノベーション 製品開発や技術改革、研究開発や組織改革などにおいて、自社以外の

組織や機関などが持つ知識や技術を取り込んで、革新的なビジネスモ

デル等につなげる活用法のこと。 

24 オープンデータ API オープンデータとは、「誰もが自由に使ってよい」と権利者が宣言し

ているデータ。API を利用し、そのオープンデータを共有する仕組み。 

25 オンプレミス システムの稼働やインフラの構築に必要となるサーバやネットワー

ク機器、あるいはソフトウェアなどを自社で保有し運用するシステム

の利用形態。 

26 学習指導要領付与支援シ

ステム 

デジタルコンテンツと学習指導要領コードの紐付けデータを作成す

るためのツール。 

27 クラウドストレージ データを格納するためインターネット上に設置されたスペース。 
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用語 概要 

28 形態素解析 自然言語で書かれた文を言語上の最小単位である形態素に分割し、そ

れぞれの品詞や変化などを割り出すこと。IT の分野ではコンピュー

タによる自然言語処理の一つとして、かな漢字変換や全文検索、機械

翻訳などで用いられる。 

29 検索アルゴリズム 特定の文書などにランク（順位）をつけ、関連性が高いと判断された

ものから順番に上位表示させるもの。 

30 コンテンツホルダー コンテンツの所有者、すなわち、文章や映像などの情報（コンテンツ）

に関する著作権などの諸権利を持つ者のこと。 

31 シビックテック 市民（Civic）自らがテクノロジー（Tech）を活用して、自治体サービ

スの改善や地域社会の課題解決に向けたソリューションを開発・提供

していこうという動きのこと。 

32 ジャパンサーチ 書籍・公文書・文化財・美術・人文学・自然史/理工学・学術資産・舗

装番組・映画など、我が国が保有する様々な分野のコンテンツのメタ

データを検索・閲覧・活用できるプラットフォーム（基盤となる装置

やソフトウェア、サービス、あるいはそれらを組み合わせた動作環境

のこと）である。 

33 スタンドアロン 機器やソフトウェア、システムなどが、外部に接続あるいは依存せず

に単独で機能している状態のこと。 

34 ステークホルダ 「企業の活動に対して、直接的・間接的な利害関係を有するグループ

または個人」を指すビジネス用語。 

35 前方一致検索 検索条件の一種で、語句の先頭が一致する文字列を調べるための方

法。 

36 単元 学習によって得られる教科内容または経験のひとまとまり。単に教材

内容の一分節をいうこともある。 

37 データカタログサイト 各府省の保有データをオープンデータとして利用できる場をつくり、

データの提供側・利用側双方にオープンデータのイメージを分かりや

すく示すことを目的としたポータルサイト。 

38 デジタルアーカイブ 博物館・美術館・公文書館や図書館の収蔵品を始め有形・無形の文化

資源（文化資材・文化的財）等をデジタル化して記録保存を行うこと。 

デジタル化することによって、文化資源等の公開や、ネットワーク等

を通じた利用も容易となる。 

39 デジタル教科書 学習者用デジタル教科書は学校教育法第 34 条第 2 項に規定する教

材。紙の教科書と同一内容。児童生徒が使用するものであり、指導者

用デジタル教科書（デジタル教材）とは異なる。 
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用語 概要 

40 ブルームフィルタ 1970年に Burton H.Bloom が考案した空間効率の良い確率的データ

構造であり、あるデータが集合に含まれているかどうかの判定に使わ

れる。 

41 フレームワーク IT の分野では、問題に取り組むための概念や方法を体系化した枠組

みのことやソフトウェア開発の土台となるプログラム部品などを指

す。 

42 プロトタイプ 原型、試作品のこと。ITの分野では、ハードウェア開発の際の量産前

の試作品や、動作や機能を検証するために最小限の規模で試作された

ソフトウェア等のことを意味する。 

43 マシンリーダブル 機械可読のことで、コンピュータ上のデータ集合やファイルの持つ性

質の一つで、記述された内容がコンピュータプログラムによって容易

に処理可能であること。単純な処理で個々の要素を読み込むことがで

き、集計や変換などを行える状態を指す。 

44 メタデータ群 本体であるデータに関する付帯情報が記載されたデータの群。 

45 ユースケース ソフトウェア工学やシステム工学でシステム（あるいはシステムのシ

ステム）の機能要求を含む振舞を把握するための技法。 

46 要件定義 システム開発などのプロジェクトを始める前の段階で、必要な機能や

要求をわかりやすくまとめていく作業のこと。 

47 連携支援サイト 学習指導要領コード付与支援システムで学習指導要領コードを付与

したコンテンツを検索・登録するサイト。 
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2 学習指導要領コード活用の経緯と現状 

2.1 学習指導要領のコード化の経緯 

学習指導要領のコード化の必要性は、令和元年「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終ま

とめ）」において、「事業者や使用者に関わらず、学習系データを横断的・体系的に活用するためには、共

通のコードを使用することが必要である。このため、学習系データの標準化として、まず、学校の学習内

容の標準として国が示している学習指導要領に基づき、内容・単元等に共通のコードを設定すること（学

習指導要領のコード化）が適当であり、文部科学省において具体的な設定を進めていく必要がある。」と

され、文部科学省において学習指導要領コードを設定することが求められた。 

これを受けて、文部科学省は令和 2年 10月 16日に小学校学習指導要領（平成 29 年告示）、中学校学

習指導要領（平成 29 年告示）、高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）の学習指導要領コードを公表し

た。令和 2 年 11 月 30 日には平成 20 年・平成 21 年告示の学習指導要領コードを公表、令和 2 年 12 月

28 日には幼稚園教育要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、

特別支援学校高等部学習指導要領の教育要領コード及び学習指導要領コードを公表した。その後、令和 3

年 12月 28 日の修正版を公表している。 

 

2.2 学習指導要領コード活用の現状 

 学習指導要領コードの活用に関して、公表から現在まで日が浅いこともあり、活用は進んでいないと

いう仮定のもとで本事業を開始した。 

実際に本事業の実証テストに参加した教育コンテンツを保有する事業者に行ったアンケート結果は以

下となり、文部科学省が公開している学習指導要領コードの民間での活用はいまだ進んでいないことを

確認した。 

 

 但し、学習指導要領コード活用の嚆矢となる事例も出始めており、代表的な２つの事例を紹介する。 

 

  

現時点での、学習指導要領コードを自社コンテンツに付与するための取組状況（N=16） 

 

情報収集を

していない

13%

情報収集を

開始した

34%
情報を内部で

共有している

33%
付与の検討を

始めている

13%

付与する意思決定

をすでに行った

7%

2.1 学習指導要領コードを付与するための取り組み
学習指導要領コードについて何らかの

情報収集を開始した事業者は 87%で、事業

者全体に広く関心がもたれている。 

一方で、自社コンテンツへの付与につい

ては、検討に至っていない事業者が 80%で

あり、学習指導要領コードは事業者にとっ

て関心事ではあるものの、コンテンツへの

付与は進んでいない状況である。 
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活用事例１ 教育データプラス研究会による学習指導要領 LOD化の取組 

 学習指導要領コード活用の特筆すべき萌芽として、教育データプラス研究会1による、学習指導要領コ

ード LOD2の取組が挙げられる（LOD（Linked Open Data）については次頁を参照）。学習指導要領 LOD

は、文部科学省が公開する学習指導要領コードを LOD 化したもので、指導要領及びコードに URI を付与

し、それを参照した際に機械可読性の高い標準技術（例；RDF、SPARQL など）を用いて情報提供が可

能なデータセットとして公開されている。 

 学習指導要領 LOD の取組は、Linked Open Data チャレンジ Japan 2021 で最優秀賞を受賞した。審

査講評では「日本の教育における「教育 DX」に注目が集まっている中で、初等・中等教育の学習指導要

領と教育要領の内容・コード表という教科の設計図が LOD 化されている意味は大きい。」と意義が強調

されている。 

 教育データプラス研究会では、今後、構築した「学習指導要領 LOD」をハブとして、「教科書 LOD」や

「多様な資料を活用した教材アーカイブ」、「ジャパンサーチ」をはじめとするデジタルアーカイブ及び

そのメタデータ群、デジタル教科書や電子書籍などとの連携を進める予定としている。 

 

 

 

  

                                                   
1阿児雄之 (東京国立博物館)、有山裕美子 (軽井沢風越学園)、江草由佳 (国立教育政策研究所)、榎本聡 

(日本女子大学)、大井将生 (東京大学)、高久雅生 (筑波大学) 

2 https://jp-cos.github.io/ 
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LODとは 

LODとは、ウェブ上に存在する他のデータと「リンク」されているデータ（リンクトデータ、

Linked Data）であることと、誰でも自由に利用できるように「オープン」なライセンスで公開

されたデータ（オープンデータ）であることを兼ね備えたデータを指します。ウェブの創始者で

あるティム・バーナーズ=リーによると、Linked Data には次のような 4つの原則があります。 

 

1. 事物の名前として URI を用いること 

2. これらの名前を参照できるように、HTTP URI を用いること 

3. URI を参照したときに、RDF や SPARQL のような標準技術を用いて、有用な情報を提供で

きるようにすること 

4. さらに多くの事物を発見できるように、他の URI へのリンクを含むこと 
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活用事例２ NHKによる教育動画メタデータの公開 

NHK が、2022 年 3 月 7 日に NHK for School API の取組を開始した。NHK for School API は、NHK 

for School で公開している動画に関するデータを API で利用者に提供するもので、利用者は登録が必要

ではあるが、原則誰でも利用できるものとなっている。NHK for School API を利用するには API キーが

必要で、各ユーザは API キーを利用して 3000 回/日のリクエストが可能となっている。 

 

現在の公開範囲は、小・中学校の理科と社会科の動画となっており、現在以下の３種類の API を公開

している。 

1. コンテンツリスト API - 学習指導要領コードを指定することで、該当する動画のリストを取得す

ることができる。 

2. コンテンツ詳細 API - 動画 ID を指定することで、該当する番組の詳細情報（学習指導要領コード

を含む）を取得することができる。 

3. キーワード API - キーワード、学年、教科等を指定することで該当する条件の番組リスト（学習

指導要領コードを含む）を取得することができる。 

 

 NHK が NHK for School API を公開した目的や理由については、明示的に公開されてはいないが、実

装している機能からは、 

 教育コンテンツへのアクセシビリティを拡大して、より多くのアクセスを得ることで、コンテンツの

価値を向上させたい 

 組織内部だけでは発想ができない外部情報との組み合わせによって、新たな価値を創出したい 

 との意図があることが推察される。 

 

 NHK のようなメガ・コンテンツホルダーが率先して学習指導要領コードをコンテンツに付与し、公開

するという具体的な事例が出てきたことは、学習指導要領コードの活用を検討・推進する上で大きな一

歩であり、同 API の活用が進むことや、後続事例が続くことを通じて、コンテンツ利用者に大きな価値

がもたらされることが期待される。 

 

NHK for School APIのレスポンス（JSON形式）を視覚的に確認できる機能を用いた例 
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3 学習指導要領コード活用の将来像  

 本事業では、バックキャスティングを採用したため、実証テストに先立って学習指導要領コードを活

用した場合にどのような未来が描き得るのかという、望ましい将来像についての検討を行った。 

望ましい将来像を検討するための手段として、学習指導要領コードに詳しい有識者、EdTech分野の事

業者、現場の教育委員会を対象として、ユースケースヒアリングを行った。 

次に、ヒアリング結果を集約して、「望ましい将来像」及び「具体的な事例イメージ」の設定を行い、

これらの望ましい将来像を実現するための価値の創出イメージを仮定した。 

 

3.1 ユースケースヒアリングの実施 

 学習指導要領コード活用の具体的な望ましい将来像を設定するため、ユースケースヒアリングを実施

した。 

 ユースケースとは、システム工学の分野で使われる技法で、システムの任務やシステム保有者の目標

を、抽象度の高いレベルで記載するものである。システム構築の際の失敗例として代表的な、使われない

もの（ユースケースが存在しないもの）を作ってしまうことを防ぐため、先にユースケースを設定し、そ

れに合わせたシステムの要件の決定とデザインが行われている。 

 政策決定においても、システム工学で使われるユースケースの概念を援用し、政策と実態との乖離を

防ぐために、ユースケース（実現したい望ましい将来像）を設定する方法が用いられることがあり、本事

業でもユースケースヒアリングを行ってユースケースを設定した。 

 

3.1.1 目的 

 同ヒアリングの目的は、学習指導要領コード活用に関する望ましい将来像を設定するため、ユースケ

ースを検討・設定し、具体的な価値の創出イメージについて共有するとともに、学習指導要領コード活用

に関する現在の状況と比較することで、解決すべき課題を洗い出すことである。 

 学習指導要領コード活用の具体的な望ましい将来像の設定 

 解決すべき課題の洗い出し 

 

3.1.2 方法 

 Edtech分野で先進的な取組を行っている民間事業者、学識経験者及び地方自治体を対象として、リモ

ート会議システムを利用してヒアリングを行った。ヒアリング時間は概ね一時間とした。 

 ヒアリングは、本事業の事業概要を説明した後に、学習指導要領コードを最大限に活用した場合にど

のような未来が描けるか、実現にはどのような課題があるか、どのような懸念点が考えられるか等につ

いて、それぞれの見地からフリーディスカッションを行う形式でヒアリングを行った。 
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3.1.3 実施日及び実施対象 

以下の民間事業者及び学識経験者及び地方自治体を対象とした。 

 

実施日  対象機関 

11月 12日  株式会社NHKエデュケーショナル 

11月 16日  東京大学 

11月 18日  株式会社 Libry 

11月 18日  東京書籍株式会社 

11月 19日  学研グループ 

11月 26日  atama plus株式会社 

11月 29日  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

11月 29日  安芸太田町教育委員会 

12月 7日  広尾学園 

 

3.2 教育データプラス研究会ヒアリングの実施 

 ユースケースヒアリングとは別に、学習指導要領コード LODを作成・公開した教育データプラス研究

会を対象に、下記の要領でヒアリングを行った。また、教育データプラス研究会は実証テストにも参加し

て、本事業で開発したツールを試用し、本事業への助言を行った。 

 

ヒアリングテーマ 

 学習指導要領コードによって実現されうる未来像 

 学習指導要領コードのユースケース 

 学習指導要領コードが活用されるエコシステムの在り方 

 学習指導要領コード LOD 開発のいきさつ、背景 

 学習指導要領コード LOD の今後の展開 

 

実施日時 

２０２１年１２月２１日（火）、２０２２年１月１８日（火）、２月１日（火）、３月１８日（金） 

 

ヒアリング対象 （順不同・敬称略） 

阿児雄之 (東京国立博物館)、有山裕美子 (軽井沢風越学園)、江草由佳 (国立教育政策研究所)、榎本聡 (日

本女子大学)、大井将生 (東京大学)、高久雅生 (筑波大学) 
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3.3 学習指導要領コード活用の望ましい将来像 

 

 ユースケースヒアリングをもとに、学習指導要領コードの活用が進むとどのような将来像が描けるの

かを、教員の視点、学習者の視点、事業者の視点及び管理者（教育委員会等）の視点から示したのが上

図である。 

 

教員の視点 

 ユースケースヒアリングでは、カリキュラムマネジメントが容易になるのではないかとの声があっ

た。例えば、学習指導要領コードが付与された年間指導計画や指導案の共有が容易になり、他校や他地域

の実践を参照し易くなるのではないか、年間指導計画や週案等から関連する学習指導要領解説などが呼び

出せるようになり、直接学習指導要領に触れることが容易になるのではないか、学習指導要領との紐づけ

を学習指導要領コードで行うことで教科等横断的な学びの実施がより容易になるのではないかとの声があ

った。 

 

学習者の視点 

 学習指導要領コードを媒介としてコンテンツ同士がつながることにより、個別最適な学びの支援が行

えるのではないかとの声があった。例えば、学習者用デジタル教科書からインターネットに散在する教

育コンテンツを呼び出せるようになるのではないか、学習でつまずいた際に立ち返る地点を示せるように

なるのではないか、必要な学習全体の中で自分がいまどの位置にいるのか視覚的に把握できるようにな

るのではないかとの声があった。 
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管理者（教育委員会等）の視点 

 学習指導要領コードを活用することで、学習状況について、集団ごとによりきめの細かい比較分析が

行えるようになるのではないか、とりわけ、例えば学力テスト等が MEXCBT 上での実施に移行し、個

別の問題に学習指導要領コードが付与された場合には、単元や学習要素ごとに、テスト等を横断する形

で比較分析が可能になるのではないかとの声があった。 

 

事業者の視点 

 学習指導要領コードの活用が進むことにより、事業者が保有する教育コンテンツの価値が向上するの

ではないかとの声があった。例えば、教育コンテンツと教科書の単元が学習指導要領コードで紐づけら

れることによって露出を増やすことにつながり、教育コンテンツの価値が向上するのではないか、博物館

収蔵物の情報や OPAC上の図書情報といったオープンデータに学習指導要領コードが付与されること

で、教育コンテンツから簡便に情報が参照できるようになるのではないか、との声があった。 

 

3.4 望ましい将来像のユースケースの事例イメージ 

 望ましい将来像について、ユースケースの事例イメージを以下に示す。これらの事例イメージは、ユー

スケースヒアリングで得られた一事業者の情報をそのまま記載したものではなく、複数のヒアリング内

容を統合して編集したものである。 

 

3.4.1 事例イメージ 教科等横断的な学びと教科学習とを往還する学びの実現 

現
状 

現状では学習者にとって、STEAMなどの教科等横断的な学習と、教科書等で学ぶ各

教科での学びとの結び付きが見えづらい。 

将
来
像 

実社会の課題などをテーマに教科等横断的な学びを進める中で、教科書・教材等の関

係部分に学習者が容易にアクセスできることなどを通じて、学習者が、実社会の課題を

入口として、各教科の学びとの関係性をより実感しながら学ぶことが可能になると考え

られる。 
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3.4.2 事例イメージ 学習履歴の可視化 

 

現
状 

学校で使用される教材等は独立しているため、教員や学習者自身による、異なる教材

等を横断した一元的な学習状況等の把握が困難。 

将
来
像 

MEXCBT と自治体学力調査など、異なる教材やテストの結果等を、学習指導要領コ

ードで紐づけて総合的に分析することが可能となり、教員が児童生徒一人ひとりについ

て、よりきめ細かい理解を得られるようになると考えられる。 

 

3.4.3 事例イメージ デジタル教科書等による関連コンテンツの参照 

現
状 

各事業者が提供する学習コンテンツが、教科書や教材のどの単元に相当するのかが分

かりづらい。 

将
来
像 

コンテンツホルダーが、自社コンテンツに学習指導要領コードを付与した上で、学習

指導要領コードと対応するコンテンツのURL等を APIで公開することで、デジタル教

科書等から単元に関連するコンテンツを提示することが可能になるのではないか。 
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3.4.4 事例イメージ 学習指導要領解説や評価規準等の簡便な確認 

 

現
状 

現在、学習指導要領解説や評価規準は文科省ウェブページ等で公開されているもの

の、教員が指導計画等を検討する際に、指導計画等と照らし合わせながら確認するには

手間がかかる。 

将
来
像 

教材や指導案等の共有サイト等において、個別のコンテンツに学習指導要領コードが

付与され、対応する指導要領解説や評価規準等に容易にアクセスできる環境ができるこ

とで、教員がカリキュラムマネジメントの一環として指導案等を検討するにあたり、学

習指導要領解説や評価規準等に簡便に立ち返りつつ、改めて指導の趣旨や目的、評価等

について推敲する一助となると考えられる。 

 

3.4.5 事例イメージ 指導計画や指導案に基づく関連教材の参照 

 

現
状 

授業準備にかかる負担を軽減するとともに、関連するコンテンツを効果的・効率的に

活用したい。 

将
来
像 

指導計画（年間指導計画・週案）や指導案の単元情報等から、指導要領コード等をキ

ーとして、授業で活用できる様々なコンテンツのレコメンドを受け、効果的・効率的な

教材の活用につなげることが可能になるのではないか。 
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3.4.6 事例イメージ 全国の学校における年間指導計画等の集約・オープンデータ化 

 

現
状 

各学校では、教員がそれぞれに各教科の指導計画や指導案を作成している。 

将
来
像 

学校・教員が、学習指導要領コードを付与された年間指導計画や指導案等を共有・

検索可能とすることで、他の学校での実践等の横展開などによるカリキュラムマネジメ

ントの改善につなげることができると考えられる。 
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3.5 望ましい将来像を実現するための、学習指導要領コードを通じた価値の創出イメージ 

 

 ユースケースヒアリング等を踏まえて導出した、望ましい将来像を実現させる、学習指導要領コード

を通じて価値を自律的に創出するイメージが上図である。 

 まず、現時点においては、指導要領コードが付与されている学習コンテンツは少なく、活用事例も創出

されていない。このため、学習コンテンツを保有する事業者等にとっては、学習指導要領コードを活用す

ることにより、どのような便益が得られるかについて、具体的なイメージを得ることが難しいため、コー

ドを付与する強い動機付けがなく、結果として、活用事例も創出しづらいものと考えられる。 

このため、まずは、学習指導要領コードの活用により、誰にとって、どのような価値が創出されるかに

ついてのイメージを具体化することが重要である（ユースケースヒアリングよる活用イメージの具体化）。   

その上で、事業者等が学習指導要領コードを付与したいと思える環境を創出するためには、学習指導要

領コードを付与することにより得られる便益が、付与に必要なコストを上回っていることが必要であり、

とりわけ、付与に必要なコストを低減させる工夫が必要と考えられる（学習指導要領コード付与支援シス

テムによる付与コストの低減）。 

最終的には、学習指導要領コード付与支援システムによる付与コストの低減等を通じて、デジタル教科

書やデジタル教材、MEXCBT 問題、指導案等に学習指導要領コードが付与され、相互に連携・活用可能

なコンテンツの量が増加することで、異なる種類のコンテンツを組み合わせて活用するようなサービス

の開発等が促され、具体的な事例が創出されることにより付与の動機付けが強まるという、正の好循環を
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通じて価値が最大化されることが、理想的な姿であると考えられる。他方で、学習指導要領コードを付与

された様々なコンテンツを組み合わせて活用するためには、それぞれの主体が保有するコンテンツに学

習指導要領コードが付与されていることのみでは不十分であり、外部からコンテンツ情報にアクセスす

る手段を実装することが必要になると考えられる（ユースケースにおける「デジタル教科書等による関

連コンテンツの参照」「指導計画や指導案に基づく関連教材の参照」など）。 

このため、本事業では活用促進方策として、試行的に、APIを通じて、学習指導要領コード付与支援シ

ステムを用いてコードを付与したコンテンツの URL 等のメタデータをデータベースに簡便に登録する

ことができるとともに、同 API を通じて登録されたデータを参照し、関連するデータを呼び出すことの

できる仕組みを開発した（オープンデータAPI及び連携支援サイトによる活用の促進）。 

また、オープンデータとしての学習指導要領コードが、例えば学習指導要領の解説の記載や教科書の単

元情報など、他の情報と組み合わせて活用できるようにすることは、指導要領コードの付与・活用により

得られる便益を向上させることに寄与すると考えられ、この点についても本事業での検討対象とした（学

習指導要領コード及び関連するオープンデータの改善・充実）。 

以上の仮説について、次章以下で具体的に検討する。 
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4 学習指導要領コードを通じた価値の創出に向けての課題 

 学習指導要領コードを中心として自律的に価値を創出するエコシステムが機能するための課題は、3.5

章に記載のとおり、「学習指導要領コード付与の負担軽減に関する課題」と「学習指導要領コード活用の

促進に関する課題」に大別できる。この２つの課題は独立でなく、付与の軽減に関する課題の解決は活用

の促進につながり、活用の促進に関する課題の解決は付与の軽減にもつながる相補的な関係であると考

えられる。 
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4.1 学習指導要領コード付与の負担軽減に関する課題 

4.1.1  課題と原因 

 事業者へのアンケートでも明らかになったように、学習指導要領コード付与に関して「教育コンテンツ

への学習指導要領コード付与が進んでいない」という課題がある。 

その原因について、教育コンテンツへの学習指導要領コード付与には、現状では、学習指導要領の知識

を含む高い専門性が求められる。教育コンテンツそのものへの理解に加えて、コンテンツが学習指導要

領のどこに対応しているのかの知識が必要であるが、学習指導要領の知識をもつ人材は、教育業界に従

事する人材の中でも一部であり、学習指導要領コードが付与されたコンテンツを増大させる上でのボト

ルネックとなっていると考えられる。 

 

4.1.2 解決策と仮説 

「教育コンテンツへの学習指導要領コード付与が進んでいない」という課題に対する解決策の１つが、

「学習指導要領コード付与の負担を低減させること」であると考えられる。コード付与の負担の低減の方

法は様々に考えられるが、大きく「人力によらない方法」と「人力による方法」の２つがあり、それぞれ

にまた例として下に掲げるような様々な方法があるが、今回は「教育コンテンツへの学習指導要領コード

付与を簡便に行える検索支援システムを提供することで、学習指導要領コード付与の負担を低減できる」

という仮説を立て、実証テストを行った。 
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解決方法１ 学習指導要領コード付与支援システムの提供 

現状では、学習指導要領コードの教育コンテンツへの付与を、システムによって行っている事業者は少

なく、手作業で行っているケースが多いと考えられる。また、無償で学習指導要領コードの付与を行える

システムが存在せず、実証テストで提供した場合に多くの参加者を見込むことができることから、この

解決方法を採用した。 

 

解決方法２ 既存の独自事業者コードの一括変換によるコード付与 

 学習指導要領コードによらず、独自のコード体系により、教育コンテンツと学習指導要領とを紐づけ

ている事業者が存在する。これらの企業は、自社の独自コードと学習指導要領コードの変換テーブルを

用意すれば、一件ずつのコード付与に代えて、一括自動変換によるコード付与が実現する。ただし、事業

者が保有する学習デジタルコンテンツと独自のコードをすでに付与している必要があり、またこの手段

は国などの第三者が提供することは困難であることから、この解決方法は採用しなかった。 

 

解決方法３ 学習指導要領コード付与作業の標準化・マニュアル化 

専門人材に頼らないよう作業を効率化するためにはマニュアル化が用いられることが多いが、現在は

コード付与の体系的、標準的な作業が確立されておらず、コード付与に高いコストがかかる原因となっ

ている。ユースケースヒアリングでは、デジタル教材への学習指導要領コードに類するメタデータの付

与にあたり、マニュアル、レビュー体制の整備など、作業の標準化を行うことで、均質かつ簡便なメタデ

ータの付与を実現する可能性についても言及があった。 

学習指導要領コードの付与作業にあたっても、作業の標準化を行うことで費用を低減できる可能性が

あるが、様々な種類のコンテンツに対して汎用的に活用できるマニュアル等の想定が困難であることか

ら、この解決方法は採用しなかった。 

 

解決方法４ コードのディレクトリ構造化による既知の学習指導要領コード付与作業の簡便化 

 教育コンテンツに付与すべき学習指導要領コードが既知の場合には、コードをディレクトリ構造化す

ることで、大項目から小項目にツリー選択などの UI を採用することで、より容易に付与作業を行うこと

ができると考えられる。ただし、この方法は付与すべき学習指導要領コードが未知の場合には対象とな

るコードとの対応付けが難しく、今回は採用しなかった。 
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4.2 学習指導要領コードの活用促進に関する課題 

4.2.1 課題と原因 

 学習指導要領コードが学習者、教員、事業者等のステークホルダに価値を提供するためには、学習指導

要領コードが付与された教育コンテンツが未付与の場合と比較して活用され、何等かの便益を生んでい

ることが必要であるが、現時点では「学習指導要領コードが付与された教育コンテンツの所在を利用者（又

は第三者であるサービス提供者）が知ることができないため、活用につながらない」という課題がある。 

その原因の１つは、学習者、教員、事業者等のコンテンツを利用したい主体が、コンテンツを検索でき

る検索サイトのような方法が存在しないことだと考えられる。 

 

4.2.2 解決策と仮説 

「学習指導要領コードが付与されたコンテンツの所在を利用者が知ることができない」という課題に

対しては、「学習指導要領コードが付与された教育コンテンツの所在に関する情報を提供する手段を用意す

る」ことが解決策の１つとなると考えられる。情報を提供するには、「コンテンツの所在を指し示すメタ

データ」を提供する方法と、「コンテンツのデータそのもの」を提供する方法の２つがあり、それぞれに、

例として下に掲げるような様々な方法が考えられるが、今回は「APIによって、学習指導要領コードを付

与した、統合的なコンテンツのメタデータ情報を提供することで、利用者（又は第三者であるサービス提

供者）が教育コンテンツの所在を知ることができ、活用につながる」という仮説を立て、実証テストを行

った。 
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解決方法１ APIによる学習指導要領コードを付与した統合的なコンテンツのメタデータ情報提供 

学習指導要領コードをリクエストした場合に、当該学習指導要領コードが付与されている教育コンテ

ンツのメタデータ（タイトル、教科、URI など）をレスポンスする API を用意し、また同 API の裏側に

あるデータベースにメタデータ情報を登録することのできるインターフェースを用意することで、コン

テンツ利用者はどのような教育コンテンツがどこにあるかを知ることができるようになると考えられる。

今回はこの解決方法を採用した。 

 

解決方法２ 一覧表による学習指導要領コードを付与したコンテンツのメタデータ情報提供 

 学習指導要領コードを含むメタデータ（タイトル、教科、URI など）のデータベースを公開し、利用者

が当該データベースを参照することでコンテンツの所在を知ることができるという方法が考えられる。

考えられるもっとも素朴な方法であり、開発も容易である。 

ただし、この方法はメタデータが少ない場合は機能し得るものの、メタデータの量が増えた場合に結局

膨大な情報の中から利用者が目的のコンテンツを検索する仕組みが必要になるほか、様々な主体が保有

するメタデータを統合的に検索できるようにするためには、情報を登録するためのインターフェースが

必要となり、仮説１と同様の手間が必要になることから、この解決方法は採用しなかった。 

 

解決方法３ クラウドストレージによるコンテンツデータ自体の提供 

 クラウドストレージに、教育コンテンツのデータ本体を保存しておき、利用者のリクエストに応じて

提供する方法が考えられる。この方法では、教育コンテンツメタデータと本体のデータを分けて管理す

る必要がなく、利用者は確実にコンテンツを見つけることができる。 

ただし、この方法では教育コンテンツのデータの総量分のストレージを確保する必要があるほか、コン

テンツの保有者と保有場所が異なることなど、実現可能性の観点から課題が多いことから、今回は採用

しなかった。 
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5 本事業の実施内容 

 本章では、本事業で構築した２つのシステム「学習指導要領コード付与支援システム」「デジタルコン

テンツ検索支援サイト」に関する要件の検討及び設計・実装と、サーバ基盤及び実装したシステムを使用

して実施した実証テストについて記載する。 

 

5.1 学習指導要領コード付与支援システムについての事前の調査 

学習指導要領コード付与支援システムに関する要件の検討及び設計に際しては、過去の類似の取組と

して、NICER3及び日本教育情報化振興会のワーキンググループである第 1 プロジェクトにおける活動4

を参考とした。その上で、本システムの目的が、学習指導要領コードを用いたデジタルコンテンツ間にお

ける利用連携の実現のための情報の生成であることから、デジタルコンテンツ検索支援サイトへの登録

情報への精査から着手し、登録情報を生成するために必要となるシステム機能への検討を行う手順をと

った。 

 

5.1.1 データ連携における情報への検討 

デジタルコンテンツ検索支援サイトへの登録情報には、学習指導要領コードに加え、コンテンツの識別

情報が必要とされるとの見方から、NICER-LOM を構成する各項目を基に、デジタルコンテンツを横断

的に利活用するために必要と考えられる情報について精査を進めた。NICER-LOM は、教育用コンテン

ツのメタデータの仕様であり、NICER システムは、教員や児童生徒等のコンテンツ利用者が、学年や教

科に加え、教科書の単元名や学習指導要領の分類コード等を指定することでコンテンツの検索を可能と

する仕組みであり、NICER-LOM における情報の網羅性は非常に高いものとされている。 

本事業にて目指す姿の１つは、あるデジタルコンテンツから学習指導要領コードをキーとして他のデ

ジタルコンテンツへの検索を可能にすることであることから、人間の操作による検索ではなく、コンピ

ュータ間におけるマシンリーダブルな検索を可能にすることが NICER システムとの相違と考えた。マ

シンリーダブルな検索機能を実装することで、ある程度人間が目視で情報を確認することが不要となる

が、これは、検索の際に必要とされる情報の制作や管理運用負担の軽減、しいてはコストの抑止にも繋が

り、本事業にて開発するプロトタイプを今後発展させるための重要な観点と言える。 

なお、学習指導要領コード付与支援システムが生成する、デジタルコンテンツ検索支援サイトへの登録

情報は、「NICER-LOM の概要と今後の支援システムの在り方について」（脚注 URL を参考）における

「NICERの主な LOM 項目」からプロトタイプ開発用として下記の表に示す項目を抜粋した。この４項

目の中でもマシンリーダブルな検索において特に重要とされる項目は、学習指導要領コードに相当する

「分類コード」と、デジタルコンテンツへの起動情報である「提供場所」となる。 

  

                                                   
3 参考：NICER-LOM の概要と今後の支援システムの在り方について 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201019-mxt_syoto01-000010535-06.pdf 
4 参考：ICT を活用した学習成果の把握・評価に向けた学習要素の分類等に関する調査研究事業

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/11/13/1410959_001_1_1.pdf 

学習要素リストについて 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201120-mxt_syoto01-000011202-04.pdf 
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NICER-LOMより抜粋した項目 

順番 名前 説明 語彙 例 本事業の項目名 

1 一般 この教育コンテンツの

内容に関する一般的な

情報を記述する。 

  コメント 

1-3 キーワード この教育コンテンツの

内容を表すキーワード

（10 以内） 

 「分数」「たし算」 検索文字列 

3-1-2 提供場所 この教育コンテンツの

提供場所 

URL で記述する。 

 http://www.nicer.go.jp/gak

ushuu/sozai/contents1-

html 

アクセス情報 

8-2-1 分類コード 分類コード 学習指導要領分類

体系に基づく

7,752 コード 

「小学校/算数/第 4 学年

/A/(3)/エ」 

学習指導要領コ

ード 

 

尚、マシンリーダブルな検索機能においても、実用化の際には、上表の４項目以外にもコンテンツの権

利関係等のいくつかのメタデータ項目を必要とする可能性があるが、当該項目については、システムよ

り提供される機能との兼ね合いから取捨可能な場合がある。例えば、学習指導要領コードによるコンテ

ンツ間連携では、事前に、利用者毎に利用ライセンスが付与され、認証・認可機能によってその制御が担

保される環境であれば、ライセンス情報の参照をメタデータより逐次行う必要性はなくなる。このケー

スにおいては、利用者がライセンスを保持しないコンテンツを自動的に連携対象から除外することで、

有償コンテンツを含むスムーズなコンテンツの連系利用が可能となる。 

 

5.1.2 データ連携情報生成の為のロジックの検討 

 前記 5.1.1章における検討の次の課題は、デジタルコンテンツが持つ学習目標や内容をどのように学習

指導要領に紐づけ、そこから学習指導要領コードを導くのかへの検討であった。様々な種類の学習コン

テンツが存在する中、可能な限り多様なコンテンツへの対応を念頭におきながらも、プロトタイプ開発

としては、一定の要件への絞り込みが必要と考えた。ここでは、文部科学省により示された事業イメージ

図を参考に、コンテンツ間における連携の方向をデジタル教材からデジタル教科書等へと据え、例とな

る「織田信長」をキーワードとして学習指導要領コードを導く為の検討を進めた。検索元のコンテンツの

条件としては、織田信長等の一定のテキストが含まれるデジタル教科書や参考書、ドリル等とした上で、

動画コンテンツの場合には、動画からその内容を説明するテキスト情報を自動的に抽出するような要件

については一旦将来としながら、動画への説明ドキュメントがあればそのテキストを活用する想定にて

進めることとした。 

 学習指導要領本文とコンテンツのテキスト情報との比較に際しては、いくつかのテキスト検索の方法

が参考になるものと考えた上で、システムの動作要件についても検討を進め、下記のとおり、プロトタイ

プとして実現性のある検索方法を選択した。 
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学習指導要領コード付与支援システムの動作要件 

環境 検討内容 検討結果 

OS 可能な限り多くに対応することが理想 Windows / macOS / Linux への対応が理想 

アプリケーション種 開発や保守等の観点からひとつのシス

テムでも多くの環境で動作することが

理想 

OS 毎となるネイティブアプリケーションの場合、

その製作や保守には一般的により多くのコストを

必要とすることから、機能、動作的に対応が可能

であれば Web アプリケーションの選択が理想とさ

れる 

動作環境 可能な限り環境を選ばないことが理想 クラウド利用が普及する中においても、本事業に

おいては利用実証が想定されることから、セキュ

リティ等への観点や、ネットワークの有無が利用

制限となることはプロトタイプとして望まれない 

 

テキスト検索の方式への検討 

 検索方式 メリット デメリット 採用 

1 形態素解析 人間が判断する単

語境界での文字抽

出が可能 

・ 辞書の用意とそのメンテナンスが必要 

・ ひらがなやカタカナが多用されている文章を苦手とする 

 

2 N-gram 

（エヌ グラム） 

辞書が不要で処理

は高速 

検索結果にゴミが混じりやすい 〇 

3 ブルームフィルタ 高速、省メモリ 検索結果候補が多く出てしまう傾向がある 

（確実に候補でなないものの除外は適正処理される） 

 

4 AI 将来的にも期待は

最も高い 

・ 相応の動作環境が必要でクラウドサービスの利用が一般的 

・ 事前学習を必要とする上に、その検討や準備にも研究や作業

が伴う 

・ 利用コストが小さくない 

 

 

上記の検討から、本事業においては、プロトタイプとして一般に普及する Windows を選定した上で、

ネットワークを必要とせずローカル環境でも疑似的なサーバ機能を包含することで利用が可能であるこ

とから、クラウド化への将来性を優先して Web アプリケーションタイプを選択した。 

検索方法としては、事前の準備を必要とせず高速処理が期待できることからN-gramが有効と結論付け、

N-gram の採用事例への調査を進めるうち、本事業におけるシステム要件との類似性が見られる経済産

業省の「(7) 産業分類候補生成パッケージ一式5」に注目した。このシステムは、同省がオープンソースと

して公開する IMI6コンポーネントツールのひとつであり、与えられた自由文と日本標準産業分類コード

                                                   
5 参考）https://info.gbiz.go.jp/tools/imi_tools/index.html 

6 IMI (Infrastructure for Multi-layer Interoperability)の略で和訳は「共通語彙基盤」。コンピュータによるデータ交換

への語彙への定義であり、コア語彙（日付、場所、人物、組織など）／ドメイン語彙（防災、医療、財務、観光、交通な

ど）／応用語彙（部署・部門毎など）の３区分にその内容を分ける。 
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リストに含まれる説明文との比較を行うことで該当コードを抽出するツール（ES モジュール7）である

ことから、本事業に求められる要件として、コンテンツのテキストと学習指導要領文との比較から学習

指導要領コードを導く機能への応用有効性に着目し、動作環境にも課題等は見られなかったことから、

一部コードを転用する形で開発を行った。 

 

5.1.3 日本教育情報化振興会 第 1 プロジェクトにおける取組 

日本教育情報化振興会のワーキンググループのひとつである第 1 プロジェクトでは、学習指導要領コ

ードの公開以前に学習要素リストへの研究を進め、その成果を「ICT を活用した学習成果の把握・評価に

向けた学習要素の分類等に関する調査研究事業」としてまとめた経緯があり、本事業と類似性を有する

ことから、先行事例として調査を行った。 

 本事業の実施にて参考とした同事業の成果物より「学習要素」の定義を以下に抜粋する。 

 

第 1 プロジェクトにて制作された「学習要素リスト

について」資料8を参照すると、学習要素とは、学習指

導要領との比較により、学習指導要領の内容を更に細

分化した学びの地図の番地としている。同資料より右

図、および、学習指導要領との対比例を抜粋する。 

 

同プロジェクトでは、この成果をベースとして、

個々の学習要素毎に付与した８桁の英数字からなる

一意情報を「学習要素 ID」とし、さらに、教科書、

教材会社やシステムベンダーの自主的な取組とし

て、デジタル教科書ページから予め内在させた学習

要素 IDをキーとしてデジタル教材にリンクするコン

テンツ間連携のプロトタイプを試作した。プロトタ

イプの概要図を掲載の上、動作の流れを補足する。 

                                                   

参考）https://imi.go.jp/ 

7 JavaScript 言語で記述されたプログラムファイルから別の JavaScript ファイルを読み込む仕組み。 

8 学習要素リストについて）https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201120-mxt_syoto01-000011202-04.pdf 

学習指導要領の学習内容および，教科書の説明内容を単元等学習のまとまりを踏まえながら，学習

内容を，教科書や教材の連携，学習進度の把握，指導計画の作成などの目的のために最適な粒度で

細分化したもの 
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日本教育情報化振興会 第 1プロジェクトにおけるプロトタイプの動作の流れ 

1. デジタル教科書の紙面上には、予め、紙面の内容に相当する学習要素 IDを設置し、利用者が設置箇

所をクリックすることで、学習要素 IDをパラメータとして、学習要素リスト・コンテンツ情報デー

タベースの API へのアクセスが実行される。 

2. 学習要素リスト・コンテンツ情報データベースは、API へのアクセス情報から学習要素 ID を参照

し、これをキーに登録済み情報から学習要素 ID に紐づくすべてのコンテンツのタイトルや URI 等

を抽出する。 

3. 学習要素リスト・コンテンツ情報データベースは、上記 2. の結果をデジタル教科書が動作する端末

のブラウザに教材選択メニューとして表示する。 

4. 学習者が、教材選択メニューより参照したいコンテンツを選択すると、該当のコンテンツがそのURI

情報より起動され、結果、学習要素 IDを利用したデジタル教科書と教材間での連携が実現する。 

 

本事業においては、デジタルコンテンツ検索支援サイトにて保持される情報を、学習指導要領コード付

与支援システムにより生成した上で、API 経由でこれを登録することへの取組となるが、第 1 プロジェ

クトでの試作に際しては、事前に、同様の作業が必要とされたものとのことから、実際の作業方法につい

て調査を行った。 

 第 1プロジェクトの試作作業の内容と対応方法 

 作業内容 実現方法 対応方法、ツール等 

1 学習要素リストの

作成 

プロトタイプとして、小学５年算

数、中学２年理科の一部の単元に

限定し、学習要素リストから学習

要素 IDを抜粋 

・ エクセルを利用 

・ 「ICTを活用した学習成果の把握・

評価に向けた学習要素の分類等に

関する調査研究事業」成果物の学

習要素リストから抜粋 
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 作業内容 実現方法 対応方法、ツール等 

2 デジタル教科書ペ

ージへの学習要素

ID情報の設置 

デジタル教科書の一部のページ内

に学習要素 ID をパラメータとす

る検索 API のURIを設置 

URI の設置は、デジタル教科書の外

部 Web リンク設置機能9を利用し、

個々に手作業で対応 

3 API 開発 

（サーバアプリケ

ーション、データ

ベースの開発） 

デジタル教材の個々の提供者が、

学習要素 IDごとに、デジタル教材

への起動 URI を纏めた上で CSV

ファイルとして作成 

・ コンテンツ提供者はエクセルを利

用 

・ API 開発者は、受領した CSV ファ

イルから手作業でデータベースを

作成 

 

関係者へのヒアリングを通じ、上記作業については、プロトタイプ故に範囲を教科書の極一部の単元に

限定したことからさほど負担無く対応出来たものの、本格的な普及を前提とする場合には何かしらの補

助が無い事には難しいとの意見が得られた。ここでの課題は２つあり、１つは、上記表 #3 作業の CSV

ファイルの制作やその後のメンテンナンスへの対応、もうひとつは、#2 作業に相当するデジタルコンテ

ンツへのURI情報の設置作業となる。これらを多数のコンテンツに対し、短い期間にて行うことを検討

すると、コンテンツが網羅する学習内容次第ではあるものの、相応の労力を伴うことが予想される。参考

までに、デジタル教材の提供者が #3作業で作成した CSV ファイルの内容の一部について、情報の秘匿

化を施した上で以下に例として示す。 

 

pid 学習要素 ID コンテンツタイトル コンテンツの URI 

26 GQGF0D 電流回路 https://japet1xxx.xx.jp/contents/rika/m-t2ri311001.mp4 

26 IPWGX3 電流と電圧 https://japet1xxx.xx.jp/contents/rika/m-t2ri312001mp4 

26 5QDK7R 電流と電圧 https://japet1xxx.xx.jp/contents/rika/m-t2ri312002mp4 

26 S0LH8D 電圧と電流の関係 https://japet1xxx.xx.jp/contents/rika/m-t2ri313001.mp4 

26 3T0G75 電気のエネルギー https://japet1xxx.xx.jp/contents/rika/m-t2ri314001.mp4 

26 CELL6R 静電気の性質と電流の正体 https://japet1xxx.xx.jp/contents/rika/m-t2ri321001.mp4 

※ pidは、デジタル教材提供者を一意に示す情報 

 

 上記の CSV ファイルの内容は、本事業におけるデジタルコンテンツ検索支援サイトへの登録情報に相

当するものとなるが、これに類する情報を簡便に生成することを目的として本事業にて開発を行ったコ

ード付与支援システムによって同作業への低減は期待される。#2 作業については今後の更なる検討が望

まれるものの、これについても、コード付与支援システムでは以降に説明する機能にて負担の緩和を目

指している。学習指導要領コードを活用したデジタルコンテンツ間での利用連携を実現するには、コン

テンツ間の連携機能の他に、各々のコンテンツに対して機能の実装が求められるが、これを下記の表に

示した上で、#2 作業への負担低減を目的とした実装内容を説明する。 

                                                   
9 現存するすべてのデジタル教科書が外部への Web リンク情報設置機能を標準的に搭載しているわけではなく、この機

能を既に持つデジタル教科書を利用することでプロトタイプは準備された。 
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 コンテンツ間連携実現に向け、各々のコンテンツに要求される機能 
 

コード付与支援システム機能 連携 APIの保持情報 APIに求められる機能 コンテンツへの要求機能 

1 コンテンツの内容毎に該当す

る学習指導要領コードを定義

する 

• 学習指導要領コー

ド 

• 学習指導要領コー

ド毎のコンテンツ

起動情報（URI） 

コンテンツから受け渡

された学習指導要領コ

ードから他の対応コン

テンツの検索をおこな

う 

コンテンツ内の学習指導

要領コードが定義された

場所が選択されたら、該

当学習指導要領コードを

連携 API に渡す（※ア） 

2 学習指導要領コード毎にコン

テンツの起動情報（URI）を

定義する 

学習指導要領コードに

該当するコンテンツの

起動情報（URI）を抽

出する 

連携 API の検索結果より

選択されたコンテンツ

は、その起動情報（URI）

が示すコンテンツ内容を

表示する（※イ） 

 

上記 ※アの機能が「第 1 プロジェクトの試作作業の内容と対応方法」表の #2 作業への課題となる。

尚、上記表の※イについては、個々のデジタルコンテンツによる対応を必要とする故に、別途、今後の検

討を要するものと考えられる。 

 

指導要領コードに対応する矩形領域を示すメタデータの生成 

システム利用上の条件を伴うが、上記（※ア）への対応においては、学習指導要領コードが定義される

コンテンツ内のテキスト情報に対し、テキストを取り囲む矩形領域を自動的に算出した上で、矩形の位

置や縦横サイズの座標情報をファイルとして出力する機能をコード付与支援システムに実装した。出力

された情報は、デジタルコンテンツの画面上で利用者が選択した際の判定用として利用されることを想

定したものであり、各々のコンテンツがこの判定情報を利用し、連携 API へのアクセスを可能にするこ

とでコンテンツ間による連携は実現される。 

 

＜コード付与支援システムの利用条件＞ 

1. 予め PDFファイルで用意したコンテンツ画面をコード付与支援システムで読み込み利用 

2. PDF上のテキスト部分をドラッグ操作にて選択し、学習指導要領コードの検索対象として設定 

 

出力される情報は以下となる。 

・ 出力先：    コード付与支援システム格納パス下の logフォルダ内 

・ ファイル名：  cordinate.csv 

・ ファイル内容： 項目毎のカンマ区切り CSV形式 

コンテンツ ID 学習指導要領コード アクセス情報 コメント 検索文字列 座標 X 座標 Y 幅 高さ 

・ 出力方法：   上記利用条件にてコード付与支援システムの登録ボタン押下にて出力される 

 

座標 X 情報より前の情報は、デジタルコンテンツ検索支援サイトへの登録情報としてコード付与支援

システムからエクスポートされる output.csvの内容と同一であり、座標 X以降で記述される矩形領域の
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内容がどの学習指導要領コードに相当するのかへの判断を可能とする。 

尚、矩形を示す座標 X, 座標 Y（X, Y 共に矩形左上位置），幅，高さの各値は、PDF ファイルとしたコ

ンテンツ画面の横、縦のサイズへの割合（%）値となり、たとえば、X値は PDF の幅値を 100とした場

合の左隅からの距離で、Y 値は、同様に、高さ値を 100 とした場合の上隅からの距離を示す。幅, 高さも

同様に PDF の幅，高さからの割合値となる。 

cordinate.csvの扱いについては、CSV形式のままでもプログラムからの汎用的な利用が可能であるが、

例えば、適宜 JSON形式等に変換することで HTML5等においてはいっそう融合性を増した活用が可能

になると考えられる。 
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5.2 デジタルコンテンツ検索支援サイト構築結果報告 

本事業の仮説「API によって、学習指導要領コードを付与した、統合的なコンテンツのメタデータ情報

を提供することで、利用者（又は第三者であるサービス提供者）が教育コンテンツの所在を知ることがで

き、活用につながる」（4.2.2 章）の検証を行うため、学習指導要領コードをリクエストした場合に、当該

学習指導要領コードが付与されている教育コンテンツのメタデータをレスポンスする API の試行開発を

行った。 

具体的に行った作業及び基本方針は以下のとおりである。 

① コード付与支援システムで出力される CSV ファイルを登録する登録 API 機能と CSV ファイル

を選択する UI 画面を実装した。 

② 検索 API機能の実装と検索結果を確認するためのUI画面を実装した。 

③ 技術規格は、相互運用が可能な広く使用されている標準規格の採用を基本方針とした。 

 

① 登録 API機能と UI画面の実装 

コード付与支援システムはデータベースを利用しないスタンドアロンのシステムであり、コード付与

した結果は CSV ファイルで出力される。出力された CSV ファイルをデジタルコンテンツ検索支援

サイトのデータベースに登録をするため、データ登録用の API機能と、取り込む CSVファイルを選

択する UI 画面を実装した。 

 

② 検索 API機能と UI画面の実装 

検索 API 機能は登録 API 機能で登録されたデータの学習指導要領コードを対象に検索を行うことが

できるように実装した。キーワード検索では学習指導要領テキストとマッチングさせ、合致した学習

指導要領コードを持つ登録データを検索するように実装をした。 

UI 画面では、学校種別・教科・学年・段階による絞込検索とキーワード検索及び学習指導要領コー

ドの前方一致検索を実装した。この UI により、登録 API 機能により適切にデータが登録されている

かを、ユーザが確認できる仕組みとした。 

 

検索結果にはコンテンツ情報の登録があれば、その情報とコード付与支援システムで入力した内容を、

なければコード付与支援システムで入力した内容のみ表示している。  

UI画面の検索項目
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③ 採用した技術規格について。 

広く使用されている標準規格を採用することを基本方針とした。言語は Java、ASP.net、PHP等が考

えられるが、最も広く採用されている Javaを、データベースは PostgreSQL、MySQL、Oracle等が

考えられるが、無料で使用でき大規模ベータベースでも使用された実績を考慮して PostgreSQLを使

用して実装を行った。フレームワークは Web アプリケーションの開発で広く利用されている Spring 

Web MVCを利用し、セキュリティ強化の観点から Spring Security を使用した。 

その他、採用した技術の一覧は次の通り。 

機能 採用した技術の名称 

言語 Java Development Kit 11.0.13 

フレームワーク Spring Web MVC 5.3.10 

Web サーバ Apache/2.4.51 

Web コンテナ Apache Tomcat 9.0.54 

データベース Aurora-PostgreSQL 12.4 

ログ出力 Apache Log4j SLF4J 2.17.1 

プロジェクト管理ツール Apache Maven 3.8.4 

セキュリティ対策 Spring Security 5.5.3 

 

本事業では、統合的なメタデータの検索機能を有する API機能の実装を目的としており、開発した登

録 API 機能と検索 API 機能を検証するために、CSV ファイルを登録する UI 画面と、登録したデー

タを検索する UI 画面が必要となるが、事業者が UI 画面を独自で実装し API 機能のみ活用すること

を考え、API 機能と UI画面を分離できるように実装を行った。 

機能 プロジェクト名 

API 機能 icon-core-api 

フレームワーク icon-core-web 

Web サーバ icon-core-common 
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5.3 AWSによるサーバ構築 

デジタルコンテンツ検索支援サイトの実証テストを行うため、サーバ構築を行った。サーバはクラウド

コンピューティングサービスとオンプレミスが考えられるが、公開期間が短いこと及びコストを考慮し

て、クラウドコンピューティングサービスを選択した。クラウドコンピューティングサービスについて

は Microsoft 社の Azure と比較検討を行った結果、世界的な市場占有率が一番高く、サービス提供実績

と情報量が豊富な Amazon Web Services（以下、AWS）を採用した。 

 

① 構成 

AWSの構成は下記とした。 

 

 

機能 機能の概要 

WAF ウェブの脆弱性を利用した一般的な攻撃や不正なプログラムから、ウェブアプ

リケーションを保護するファイアウォール 

CloudFront キャッシュを利用してウェブコンテンツの配信を高速化 

Bastion 外部侵入のリスクの低減、運用負荷の軽減のための踏み台サーバ 

ALB トラフィックを分散させるためのロードバランサー 

Web Web サーバ 

Amazon Aurora データベース 

 

  

CloudFront

WAF

ALB

Amazon Aurora

利用者 Bastion Web

AWS Cloud
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② 脆弱性対策 

脆弱性対策として、AWS で対応可能なもの、アプリケーション（デジタルコンテンツ検索支援サイ

ト）で対応可能なものの調査を行った。AWS またはアプリケーションのどちらか、もしくは両方で

全ての脆弱性に対応していることを確認した。調査結果は以下の通り。 

 脆弱性内容 AWSで対応 
アプリケーシ

ョンで対応 

1 SQL インジェクション脆弱性 〇 〇 

2 OS コマンドインジェクション脆弱性 〇 × 

3 ディレクトリトラバーサル脆弱性 〇 × 

4 セッション管理の脆弱性 〇 〇 

5 アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性 〇 〇 

6 クロスサイトスクリプティング脆弱性 〇 〇 

7 クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性 × 〇 

8 クリックジャッキング脆弱性 × 〇 

9 メールヘッダインジェクション脆弱性 〇 × 

10 HTTP ヘッダインジェクション脆弱性 〇 × 

11 eval インジェクション脆弱性 〇 × 

12 レースコンディション脆弱性 〇 × 

13 バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性 〇 × 

 

上記表以外に以下の脆弱性対策を実施した。 

 最新セキュリティパッチの適用 

 アクセスログの確認 

 非公開 URL の利用 

 アクセス可能な IP アドレスを制限 

 システムが稼働する時間を制限 
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5.4 実証テストの実施 

 開発した学習指導要領コード付与支援システム及びデジタルコンテンツ検索支援サイトを、公募した

教育コンテンツを保有する事業者に実際に使用してもらい、教育現場で利用される教育コンテンツに関

し、それぞれの立場から、どのようなニーズがあるか、システムが正しく機能するか、どのような改善点

があるか等を、アンケート調査・ヒアリング調査を通じて確認した。 

 

5.4.1 実証テストの目的 

実証テストは、パブリッククラウド上に構築したシステムが、事業者が保有する実際の教育コンテンツ

で正しく動作するか確認すること、および、事業者から意見、改善点を聴取することを目的として実施し

た。 

 

5.4.2 実証テストのスケジュール 

 

1. 資料配布 ICT CONNECT２１加盟事業者に、実施要領、参加申し込み用紙、アンケート（未定稿）

を送付して参加を呼び掛け、公募を行った。 

2. 参加の受付 参加受付を、専用サイトにて受け付けた。 

3. 説明会の開催 本事業について、学習指導要領コード付与についての将来像及び本事業で構築した

システム・ツールについての説明会を開催した。 

4. コード付与支援システムの配布 参加申し込み事業者を対象に、コード付与支援システムを配布し

た。 

5. 事前情報のご提出 IP アドレス等、システムを利用するための事前情報を受領した。 

6. 実証テスト ツールを利用して、デジタルコンテンツへの学習指導要領コード付与を実施頂いた。 

7. アンケートのご提出 アンケートへ記入頂き受領した。 

 

5.4.3 実証テストの実施方法 

 実証テストの実施方法は、「別紙 4 実証テスト実施要領」を参照。 

  

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

件名 ★公募 ★実証テスト開始

1.資料配布

2.参加の受付

3.説明会の開催

4. コード付与支援ツール
配布

5.事前情報のご提出

6.実証テスト

7.アンケートのご提出

2022年3月2022年1月 2022年2月
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5.4.4 参加事業者一覧 

 当初、ICT CONNECT２１加盟事業者に限って公募を行っていたが、対象事業者を見直し、別途一般

社団法人教科書協会10に協力を依頼して教科書出版社からも公募を行った。 

  事業者名 事業内容 

1 一般社団法人信州教育出版社 
教育学術講演・講習会の補助事業、学校教育・家庭教育・社会

教育の研究調査・発表事業等 

2 光村図書出版株式会社 
小・中・高等学校用の検定教科書等出版物の編集・発行、学習

用ソフトウェアの企画・制作 

３ 株式会社アーテック オリジナル開発教材や知育商品の販売 

4 高知県教育委員会 高知県の教育委員会 

5 株式会社 COMPASS 学習コンテンツの制作・配信 

6 富士通 Japan株式会社 
自治体、医療・教育機関、民需分野のサービス提供 

DXビジネスの推進 

7 株式会社文理 
小・中学生・高校生用の学習参考書・問題集・塾専用教材等の

出版・販売 

8 
株式会社文理（MEXCBT コンソーシア

ム） 

小・中学生・高校生用の学習参考書・問題集・塾専用教材等の

出版・販売 

9 株式会社ベネッセコーポレーション 通信教育「進研ゼミ」、模擬試験、雑誌等 

10 ラインズ株式会社 家庭学習の支援、教育支援サービスの提供 

11 株式会社内田洋行 環境構築関連事業、ICT 関連事業 

12 株式会社教育同人社 小中学校の授業で使用される教材の開発出版 

13 株式会社新学社 幼児から中学生までの学習教材の出版、一般書の出版 

14 株式会社 Z 会 通信教育、出版、教室、ICT・映像、アセスメント事業 

15 株式会社文溪堂 
図書教材、教材教具、ICT ソリューション、児童図書・一般

書籍の製作販売 

16 光村教育図書株式会社 指導用教材・児童生徒用教材等の販売 

17 株式会社リクルート 日本国内の人材・販促事業及びグローバル斡旋・販促事業 

 

 また、実証推進メンバーの３社にも、先行実証に引き続き実証テストに協力をいただいた。 

 事業者名 事業内容 

18 東京書籍株式会社 教科書・指導用指導書の編集・発行、教材の企画・開発等 

19 株式会社NHKエデュケーショナル 
デジタル・映像コンテンツ制作、教材制作、イベント企画制

作等 

20 学研グループ 
教室・塾事業、出版コンテンツ（児童書・学習参考書、辞典・

事典、一般書・専門書）事業等 

                                                   
10教科書発行者が協力して、文部科学省と連携して、教科書の質的向上と教科書発行事業の合理化に関

する調査・研究を行う協会。 http://www.textbook.or.jp/ 
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6 事業の成果、認識した課題及び今後の検討項目 

 初めに、本事業の成果として、構築した２つのシステム「学習指導要領コード付与支援システム」及び

「デジタルコンテンツ検索支援サイト」について実施し実証テスト概略及びアンケートで収集した項目

について記載する。 

 次に、今後の検討項目として、「３ 学習指導要領コード活用の将来像」で提示した望ましい将来像を実

現するために、今後検討が必要となると考えられる課題について記載する。 

 最後に、本事業で得られた示唆として、本事業を通じて教育コンテンツ事業者、学識経験者、現場の教

育委員会及び教育データ利活用を実践する研究者からのアンケート・ヒアリングを通して得られた示唆

と提言を記載する。 

 

6.1 本事業の成果と実証テストで認識した課題 

6.1.1 学習指導要領コード付与支援システムの成果 

本事業の仮説「教育コンテンツへの学習指導要領コード付与を簡便に行える検索支援システムを提供

することで、学習指導要領コード付与の負担を低減できる」（4.1.2 章）については、実際の教育コンテン

ツを有する事業者の協力のもと、システムを使用することで手作業と比較して、一定程度簡便かつ効率的

に学習指導要領コード付与を行えることが実証テストを通じて確認できた。 

他方で、アンケート結果において、今回用意したコード付与支援システム以外の方法の可能性も検討す

べきことや、コード付与支援システムの検索アルゴリズムや UI に大幅な改善の余地があることも明らか

になった。 

 アンケートを行った主な項目は以下のとおりであり、次頁以降で、事業者に実施したアンケート結果

と考察を記載する。 

 

（学習指導要領コードの付与に関する、事業者の取組状況） 

 現時点での、学習指導要領コードを自社コンテンツに付与するための取組状況 

 どのようなきっかけ・要因があれば、コード付与を行うインセンティブになるか 

 コードを付与することにより自社にとってどのような便益を期待しているか 

 

（コード付与支援システムでのコード付与の正確性の評価） 

 コード付与支援システムで、正しくコード付与を行うことができたか 

 その他、正確性を損なった理由 

 

（コード付与支援システムの現時点での必要性の評価） 

 御社にとってコード付与支援システムの必要性はどの程度か 

 付与支援システムの利用について現時点で想定できない理由 

 

（学習指導要領コードの付与促進に必要な取組） 

 コード付与支援システムにより付与の負担を軽減すること以外で、国に期待する取組 

 その他、学習指導要領コードの付与促進に関して気づいた点 
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学習指導要領コード付与支援システムでの登録件数 

本実証テストで学習指導要領コード付与支援システムを用いてコード付与が行われた件数は、以下の通

り。 

カテゴリ 学年 国語 算数 理科 社会 外国語 生活 総計 

教科書 

第１学年及び第２学年 2 22 

   

2 26 

第３学年及び第４学年 1 20 4 28 

  

53 

第５学年及び第６学年 6 1 4 

   

11 
 

9 43 8 28 

 

2 90 

教材 

第１学年及び第２学年 46 67 6 

   

119 

第３学年及び第４学年 53 84 56 29 37 

 

259 

第５学年及び第６学年 48 70 56 54 121 

 

349 

第１学年～第３学年 

 

6 

    

6 

第３学年～第６学年 

  

1 4 

  

5 
 

147 227 119 87 158 

 

738 

動画 

第１学年及び第２学年 

     

18 18 

第３学年及び第４学年 

 

2 

    

2 

第５学年及び第６学年 

  

36 6 

  

42 
  

2 36 6 

 

18 62 

(不明)11 

第１学年及び第２学年 

 

12 

    

12 

第３学年及び第４学年 1 16 6 1 

  

24 

第５学年及び第６学年 10 10 2 1 

  

23 
 

11 38 8 2 

  

59 

総計 

 

167 310 171 123 158 20 949 

  

 実証テストに参加した事業者が、実際に登録した件数は以上の通りで、教科書および教材については

各教科、各学年バランス良く実証テストに参加があり、学年や教科の偏りのない意見が寄せられた。 

 一方で、動画については登録件数は少なかったが、これは動画コンテンツ自体を保有している事業者

が少なく、また今回構築したコード付与支援システムがテキストを念頭に開発されたものであったこと

が原因であると考えられる。 

  

                                                   
11 カテゴリの入力がなかったコンテンツの件数。 
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学習指導要領コードの付与に関する、事業者の取組状況 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

自由回答のうち、主な回答は以下の通り 

 

 

 学習指導要領コード自体は、教育コンテンツの事業者に広く関心を持たれているが、自社コンテンツ

への付与については進んでいない、二の足を踏んでいる現状が明らかとなった。（ただし、関心の高い

事業者が実証テストに手を挙げていることに留意が必要。） 

 コンテンツへのコード付与が進まない原因については、アンケートから、具体的な活用事例がなく、

コード付与する具体的なメリットが見えていないこと、学習指導要領コードを含む内容情報に関する教

育データの標準化の全体像や見通しが判明するまでは、データベースやコンテンツに付与すべきメタデ

ータ項目の設計ができないと各社が考えていること等が挙げられると考えられる。  

2.1 現時点での、学習指導要領コードを自社コンテンツに付与するための取組状況(N=16) 

① 学習指導要領コードに関する情報収集をしていない 

② 学習指導要領コードに関する情報収集を開始した 

③ 学習指導要領コードに関する情報を内部で共有している 

④ 自社コンテンツに対して具体的に付与の検討を始めている 

⑤ 自社コンテンツに対して付与する意思決定をすでに行った 

 

情報収集を

していない

13%

情報収集を

開始した

34%
情報を内部で

共有している

33%

付与の検討を

始めている

13%

付与する意思決定

をすでに行った

7%

2.1-1 どのようなきっかけ・要因があれば、コード付与を行うインセンティブになるか。（主な回答） 

 教育現場における活用例など、具体的な事例が出てくること。 

 運用が可能な教育データ標準が発表されること。 

 コード付与で検索率が上がり、教材採択が増えること。 

 学習 e ポータルを用いた学習指導要領コードによるデジタル教科書等との連携ができること。 

2.1-2 コードを付与することにより自社にとってどのような便益を期待しているか。（主な回答） 

 デジタル教科書のページから該当する自社ドリル問題への誘導。 

 コンテンツの販売にコード対応の有無が影響することが利益、不利益のポイントになる。 

 学習 e ポータルで、スタディ・ログを収集しデータ活用による個別最適な学びを実現できること。 

 教科書会社が付与するなら教材会社としては対応することになると考える。 

学習指導要領コードについて何らかの

情報収集を開始した事業者は 87%で、事

業者全体で関心が高い。 

一方で、自社コンテンツへの付与につ

いては、検討に至っていない事業者が

80%であり、学習指導要領コードは事業

者にとって関心事ではあるものの、コン

テンツへの付与は進んでいない状況であ

ると考えられる。 
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コード付与支援システムでのコード付与の正確性の評価 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 

 今回の付与支援システムでコード付与の正確性を損なった主な原因は「検索アルゴリズムの要因」「学

習指導要領の語彙の要因」「機能や考慮不足の要因」の３つに大別できると考えられる。 

 「検索アルゴリズムの要因」については、「“大地のつくり”と入れると、“土地のつくり”も“人体のつく

り”も出てくる」のように、検索アルゴリズムに Nグラムを採用したことに起因するもので、他にも「一

文字では検索できない」といった不具合があるとの声が寄せられた。検索アルゴリズムについては、6.1.2

章で詳細な検討を加える。 

 「学習指導要領の語彙の要因」については、「学習指導要領と同じ言葉でないとヒットしない」のよう

に、学習指導要領に使われている語彙が、教科書や教材で使われている語彙とずれていることに起因す

るものである。 

 「機能や考慮不足の要因」については、「絞り込める機能が欲しい」「検索方法が一般的ではない」とい

ったもので、一般的なシステムと同じようにバグ修正や機能追加で対応可能であると考えられる。 

4.2 コード付与支援システムで、正しくコード付与を行うことができたか。(N＝16) 

① 今回提供の付与支援システムで、正確にコード付与を行うことができた 

② 検索でコードが大量にヒットしすぎて、正確性を損なった 

③ 検索でコードがヒットせず、検索ワードを試行する必要があるなど正確性を損なった 

④ その他、以下の理由で正確性を損なった 

 

4.2 その他、正確性を損なった理由（主な回答） 

 大量にヒットした場合に、絞り込めるような機能がない。（複数社） 

 例えば「大地のつくり」と入れると、「土地のつくり」も「人体のつくり」も出てくるように、絞

り込みが不十分。 

 正しいコードかそうでないかは最終的に人的判断になる。 

 学年をまたぐコードが多くあるが、学年を指定しても、他の学年もヒットしていた。 

 学習指導要領と同じ言葉でないとヒットしないので、学習指導要領を参照しながらの作業になる。 

 PDF テキスト選択時、国語の縦書き使用はやりにくい。 

 検索方法が一般的なWEB検索とは操作方法が違うため混乱した（アンド検索ができない等）。 

正確にコード付与を行うことがで

きたとの回答は 12.5%（２件）で、

それ以外は大量にヒットする、全

くヒットしない、その他何らかの

形で正確性を損なうとの回答で

あった。当該機能はコード付与支

援システムの根幹機能であり、抜

本的な改善が必要であると考えら

れる。 
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コード付与支援システムの現時点での必要性の評価 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 

 アンケートの結果、事業者にとって今回のコード付与支援システムは必ずしも使い勝手の良いもので

はなかったが、「付与支援システムは使わない想定」とした事業者は 20%と少なく、コンテンツを保有する

事業者における、付与支援システムに対する一定のニーズが示唆された。 

また、「想定できない」（27%）とした事業者によるアンケートの回答を仔細に見ると、「現状での付与

支援システムでは難しい」「付与支援システムの精度が不足しているため、使いたいが使えない」との声

があり、今回の付与支援システムの精度や使い勝手を改良することで、付与支援システムを活用する事

業者数の増加を見込むことができるものと考えられる。 

  

4.3 御社にとってコード付与支援システムの必要性はどの程度か。(N＝16) 

① 自社のすべてのコンテンツについて、付与支援システムは使わない想定 

② 自社の大部分のコンテンツについて付与支援システムは使わず、一部は付与支援システムで行う想定 

③ 自社のコンテンツの大部分は付与支援システムで行う想定 

④ 自社のコンテンツの全てを付与支援システムで行う想定 

⑤ 以下の理由により、想定できない 

 

付与支援システム

は使わない想定

20%

一部は付与支援シス

テムで行う想定

33%

大部分は付与

支援システム

で行う想定

13%

全てを付与支援シス

テムで行う想定

7%
想定できない

27%

付与支援システムの利用について現時点で想定できない理由（主な回答） 

 まだコード付与にかかわる課題や活用方法がわからないため、現時点では必要性についての有無

の回答に至らない。（複数社） 

 現状の付与支援システムでは実装は厳しい。また、教科間の精度の違いや、作業者のスキルに左

右されることが多すぎる。（複数社） 

 付与することが自社の方針として決定された際に、付与支援システムによりコード付与が省パワ

ー省コストでできるのであれば、使用したい。 

コード付与支援システムを全く

使わない想定の事業者は 20%

で、一部～全部使う想定の事業

者が 53%に上ることが明らかに

なった。 

また、想定できないとした事業

者が 27%あるが、理由を仔細に

見ると、付与支援システム自体

の精度が悪いため想定できない

との回答が多く、精度の向上に

よりより多くの事業者による活

用が期待される。 
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学習指導要領コードの付与促進に必要な取組 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 国に期待する取組に関する回答は、コード付与の面よりも、コード活用の面に集中しており、コード付

与の面での期待は、学習指導要領コードの設計に関すること、助成金に関することに限られる。具体的に

は、学習指導要領コードの粒度について粗すぎてコンテンツ間の密な連携ができない、と考える事業者

が多いことが示唆された。 

 コード活用面についての期待が回答として多かったことは、コードの付与と活用は表裏一体で、活用

事例がでてこないと付与が進まないという本事業の仮説を裏付けている。コード活用面についての成果

は 6.1.3章で述べるが、寄せられた期待は事業者に対するインセンティブ（助成金など）に関することが

多い。 

  

2.3 コード付与支援システムにより付与の負担を軽減すること以外で、国に期待する取組（主な回

答） 

 学習指導要領コードの粒度を、より細かくすることが必要と考える。（複数社） 

 コード付与対応に対する助成金。 

 コードを利活用する具体的なメリットとビジョンの提示。（複数社） 

 コード付与したコンテンツが活用されるプラットフォームの構築を期待。 

 教員の授業準備時間短縮に向けた検索ツールの充実と有料コンテンツの購入に向けて各学校・各

教員の裁量で教材が選べる予算。 

 教材採用の意思決定者が使いやすい統合的なカタログサイトの普及。 

 スタディ・ログの標準的な項目として、学習指導要領コードが盛り込まれること。 

2.4 その他、学習指導要領コードの付与促進に関して気づいた点（主な回答） 

 著作物や、社外コンテンツ（第三者の web ページなど）と紐づける場合、著作権の処理などビジ

ネス面をどのように対応していくかのイメージが浮かばない。 

 コンテンツの連携について、技術的な連携のイメージができていても、ビジネス的な連携のイメ

ージが持てない状況だと考える。 

 有償コンテンツを販売している会社に対するインセンティブ設計がなされないと公開は進まな

いのではないか。 

 ユーザ目線での、もう少しわかりやすいマニュアルの整備が必要と考える。 

 教科書側の子コード、孫コードにあたる独自のコードの整備が必要。それに準拠したコンテンツ

をリンクできるため。 
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学習指導要領コード付与支援システムの実証テスト成果の小括 

 

 

  

 学習指導要領コードの認知度は教育コンテンツ事業者の中で高く、情報収集を開始した事業者は

87%と広く関心を持たれている。（ただし、関心の高い事業者が実証テストに応募していること

に留意が必要。） 

 一方で、学習指導要領コードの自社コンテンツへの付与の意思決定を行った事業者は 7％と、進

んでいない。その背景として、アンケート調査からは、具体的な活用事例が見えてないこと、学

習指導要領コードを含む教育データ標準の全体像が見えていないこと、コード付与の具体的なメ

リットが見えてないこと等が原因であることが示唆された。 

 コード付与支援システム自体の必要性は、コード付与をシステムで行わないとした事業者が20%

である一方、一部～全部使う想定の事業者が 53%に上ることが明らかになった。多くの事業者が

コード付与にシステムを使うことを考えており、必要性が示唆された。また、想定できないとし

た事業者も理由を精度と正確性の不十分さあげており、システムを改良することでより多くの事

業者が必要だと考える可能性が示唆された。 

 今回構築したコード付与支援システムは、付与（検索）の正確性の改善が必要である。正確性を

損なった主な要因として、検索アルゴリズムの要因、学習指導要領の語彙の要因、機能や考慮不

足の要因が考えられる。 

 コード付与の促進にあたり、システム構築以外で、国が事業者から期待されていることとして、

コード付与面では学習指導要領コードそのものの設計、とりわけ粒度をより細かくすることが必

要であるとの声が多く寄せられた。 
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6.1.2 学習指導要領コード付与支援システムの課題 

実証テストでのアンケート結果及び実証推進メンバーからの意見を基に整理した、本事業において構

築した学習指導要領コード付与支援システムの課題は下記の通りである。 

 

学習指導要領コードの検索結果の精度向上（アルゴリズムの課題） 

教材を基に検索するテキストを入力して対応する学習指導要領コードを検索した結果、多くの学習指

導要領コードが候補として表示される、または目的の学習指導要領コードが表示されない、といった問

題が発生した。 

その理由として、今回の学習指導要領コードの検索に経済産業省の「産業分類候補生成パッケージ」を

使用しており、このパッケージが N-gram を使用しており、２文字の並び毎にインデックスを作成して

学習指導要領テキストを検索しているため、長い文章の場合は目的以外の文章にもヒットしてしまう、

１文字の検索が出来ないという現象の原因となった。この課題を解決するため、検索方法について他の

手法を再検討することが必要であると考えられる。 

 

学習指導要領コードの検索結果の精度向上（語彙の課題） 

今回の仕様では、学習指導要領にないキーワードで検索を行った場合に学習指導要領コードが検索さ

れないが、学習指導要領になくても通常使われるキーワードで検索できないと不十分であるケースが見

られた。例えば、「足し算」については学習指導要領では「加法」というキーワードで記載されているた

め、「足し算」で検索してもヒットしないが、一般的な教材においては「足し算」と記載されていること

も多く、一般的な語彙でヒットしないと誰でも使えるシステムにはならない。 

この課題を解決する方法としては、例えば検索したキーワードとコンテンツに紐づけた学習指導要領

コードを覚えておく AI の仕組みがあれば、簡便なコード付与につながると考えられる。例えば、学習指

導要領にない「マイナス」や「-」で検索した結果を「加法及び減法の意味について理解し、それらが用

いられる場合について知ること。(8250213121100000)」と結び付けて登録しておけば、次回の検索から

は「マイナス」や「-」で学習指導要領コードを紐づけることができる。デジタルコンテンツ検索支援サ

イトも含め、将来的な検索方法として検討が必要であると考えられる。 

 

同一コンテンツに対する複数のメタ情報の登録についての考慮 

複数の情報を持つコンテンツメタ情報の登録が出来ないとの指摘があった。例えば、小学校であり中学

校でもあるコンテンツや、社会であり理科でもあるコンテンツがある場合、今回の仕組みでは登録がで

きない。 

実証テストではコンテンツメタ情報の登録をエクセルで行いCSVファイルとして保存したためこのよ

うな情報を取り扱うことが出来なかったが、データベースを利用し、親子のレコードを持つことでこの

課題の解決を図ることが可能であると考えられる。 
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学習指導要領コード付与作業の進捗把握の機能追加 

多くのコンテンツメタ情報に連続して学習指導要領コードを付与する場合に、どのコンテンツメタ情

報まで学習指導要領コードを付与したか進捗が分からなくなるとの意見があった。 

この課題を解決する方法としては、例えば、コンテンツメタ情報に学習指導要領コードが付与されてい

るかどうかが一目でわかるような表示方法の検討が必要だと考えられる。 

 

学習指導要領コード付与支援システムのインストールの容易化 

コード付与支援システムのインストールについて、実証テスト参加者からの問い合わせが多かった。イ

ンストールに躓く理由として、学習指導要領コードの検索に利用している経済産業省の「産業分類候補

生成パッケージ」を動かすために、JavaScriptの実効環境であるNode.jsのインストールも併せて必要と

なるが、このインストールがうまくいかず、Node.js からコード付与支援システムに必要なモジュールが

作成されない事案が見受けられた。また、モジュールが使用するポートが他のソフトウェアで使用され

ている事案もあり、Node.js を採用したメリット以上のデメリットがあったと評価できる。 

この課題の解決にあたっては、システムの構築にあたり、構築段階のみならず、アプリケーションのイ

ンストールやエンドユーザの使用が容易であるかまで考慮して、アルゴリズムの選択やシステムの設計

を行うことが必要であると考えられる。 

 

学習指導要領コード付与支援システムに関する課題の小括 

 

  

④複数の学校・学年・教科に渡るデータ階層化のイメージ

親レコード 子レコード

コンテンツID 会社 種別 コンテンツID 学校 学年 教科

92JcPZvq SSC 動画 92JcPZvq 小学校 6学年 社会

92JcPZvq 中学校 1学年 社会

92JcPZvq 小学校 6学年 理科

 学習指導要領コード付与支援システムの課題は、制度や他のシステムに依存する課題が少なく、

検索アルゴリズムの精度の課題、インストール方法などの実装における課題、UI に関する課題

など機能面の課題であることが特徴。 

 法的な制度や、他のシステムの検討が不要であり、短期的に解決できる課題が多いと考えられる。 
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6.1.3 デジタルコンテンツ検索支援サイトの成果 

これまでのアンケート結果からも示唆されるように、学習指導要領コードが学習者、教員、事業者等の

ステークホルダに価値を提供するためには、様々な学習コンテンツに学習指導要領コードが付与される

ことが望ましいと考えられるが、付与を進めるためには具体的な活用事例のイメージや、付与に対する

メリットが事業者に認識される必要がある。しかしながら、現時点では活用のイメージが十分に関係者

の間で共有されておらず、その技術的な課題としては、「学習指導要領コードが付与された教育コンテン

ツの所在を利用者（又は第三者であるサービス提供者）が知ることができないため、活用につながらない」

ことが考えられる。 

この課題の解決方法を検討するため、今回は「APIによって、学習指導要領コードを付与したコンテン

ツのメタデータ情報を提供することで、利用者（又は第三者であるサービス提供者）が教育コンテンツの

所在を知ることができる」という仮説を立て、実証テストを行った。 

実証テストに用いるため、学習指導要領コードをリクエストした場合に、当該学習指導要領コードが付

与されている教育コンテンツのメタデータをレスポンスする API の試行開発を行った。 

 

具体的に行った作業及び基本方針は以下のとおり。 

① コード付与支援システムで出力される CSVファイルを登録する登録 API機能と CSVファイルを選

択する UI 画面を実装した。 

② 検索 API機能の実装と検索結果を確認するためのUI画面を実装した。 

③ 技術規格は、相互運用が可能な広く使用されている標準規格の採用を基本方針とした。 

 

実証テストの結果、実際の教育コンテンツから生成したコンテンツメタ情報の登録を行い、その情報を

APIによって呼び出せることを確認した。 

 アンケートを行った主な項目は以下のとおりであり、次々頁以降で、事業者に実施したアンケート結

果と考察を記載する。 

 

（学習指導要領コードの教育コンテンツオープンデータ APIへの登録に関する、事業者の受け止め） 

 事業者として、将来どのような条件が整えば教育コンテンツオープンデータ API からデータベース

に、コンテンツのデータを登録したいと考えるか、及び回答の理由 

 

（教育コンテンツオープンデータ APIの活用形態に関する、事業者の期待度） 

 以下に示した活用形態について、将来的にどの活用形態が広がっていくと期待されるか、及び回答の

理由 

①  非公開の内部用 API によるコンテンツ保有者ごとの個別契約書による活用 

②  民間の他社が公開した API の活用（公開された API への相乗り） 

③  （国が用意する）教育コンテンツオープンデータ API の活用 

 

 

 



 

50 

 

（教育コンテンツオープンデータ APIを整備する中で必要な取組） 

 ②「民間の他社が公開した API の活用（公開された API への相乗り）」を進めていくうえで必要な

方策についての考え 

 教育コンテンツオープンデータ API を整備する中で／整備すること以外に、国に期待する取組 

 

（学習指導要領コードを活用することで実現できるユースケース） 

 学習指導要領コードを活用することで、将来的にどのようなユースケースが生まれる余地があると

考えられるか 

 

（オープンデータAPIに登録するメタデータ情報の種類） 

 オープンデータ API で登録する「協調領域」としての情報は、「コンテンツの URI」「学習指導要領

コード」に加えてどのような情報とすべきか 

 

（その他） 

 その他、コード活用の促進に関して気づきの点 
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学習指導要領コードの教育コンテンツオープンデータ APIへの登録に関する、事業者の受け止め 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 

アンケートの結果より、コンテンツ情報の API への登録が進む条件として、「教育データ標準など技術

的な規格の確定」「登録のメリットが目に見える形で明らかになる」の２点が示唆された。 

教育データ標準を待つ理由は、データベース等の技術的な設計の前提として必要と想定していること

が考えられる。また、認証及び法的課題は、APIの実装にあたって特に留意が必要な課題である。 

 

5.1 事業者として、将来どのような条件が整えば教育コンテンツオープンデータ APIからデータベ

ースに、コンテンツのデータを登録したいと考えるか（N＝16） 

① 登録は行わない（内部的に保有するコンテンツのみで、Webでの流通はしない。） 

② 大部分の事業者が登録し、未登録状態の不利が明らかになった場合 

③ 他の事業者の登録がある程度進んだ場合 

④ データ標準が作成されるなど規格が確定した場合 

⑤ アーリーアダプタとして、すぐにでも登録したい 

 

登録は行わない

7%

未登録状態の

不利が明らか

になった場合

33%

他の事業者の登録が

ある程度進んだ場合

20%

規格が確定

した場合

40%

すぐにでも

登録したい

0%

回答の理由（主な回答） 

【登録は行わない】 

 保有コンテンツは基本有償であるため。 

【大部分の事業者が登録して未登録状態の不利が明らかになった場合】 

 本システムが広く活用されるようにならないと、データ登録のメリットがない。（複数社） 

【他の事業者の登録がある程度進んだ場合】 

 自社にとって何らかの利益・便益につながるのかどうかによる。 

【データ標準が作成されるなど規格が確定した場合】 

 （技術標準に関する）ある程度の規格や枠組みがはっきりしないと、コンテンツの登録についての議

論ができない。 

【その他、寄せられた課題】 

 Web での URL を提供したとしても、コンテンツは認証コードが必要な場所での運用で、外部からの

アクセスは拒否するため、認証問題がクリアされない場合は連携できない。 

 不特定多数の目に留まる際の契約は結んでいないため、著作権に係るコンテンツは提供できない。普

及段階に入るには、データの標準化のみならず、法的処理（特に著作権）についての規約や著作権者

の一定の理解が必要。 

登録は行わないとした事業者は７％である一方、す

ぐにでも登録したい事業者は０％であり、条件がそ

ろえば登録をする事業者がほとんどであるとの結果

となった。 

現時点では、活用に関するメリットがまだ見いだせ

ておらず、様子見の事業者が多いと考えられる。 
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教育コンテンツオープンデータ APIの活用形態に関する、事業者の期待度 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 

 将来的な教育コンテンツオープンデータ API については、国が用意したほうが望ましいと考える事業

者が多かった。その理由は、自由競争による規格の乱立に陥るよりも、国が主導して標準規格を策定した

ほうがトータルでのコストを削減できること、民間主導の API 規格が、学校設置者（自治体）がサービ

ス導入するにあたっての隘路になるのではないかという考えがあることが示唆された。 

  

5.2 以下に示した活用形態について、将来的にどの活用形態が広がっていくと期待されるか、期待

度を教えてください。（期待度 高５～１低）（N=16） 

① 非公開の内部用 APIによるコンテンツ保有者ごとの個別契約書による活用 

② 民間の他社が公開した APIの活用（公開された APIへの相乗り） 

③ （国が用意する）教育コンテンツオープンデータ APIの活用 

 

回答の理由（主な回答） 

【国が用意する APIに期待するとした理由】 

 各社バラバラなものより、国で標準化したものの方が活用は広がっていくと思われる。 

 コンテンツ保有者が非公開（内部用に）に利用することはあまり想定できない。国提供の利用者

が多く見込まれるところに、API 利用も進むのではないか。 

 オープンな API については、国が主導しなければ、競争領域の分野に入っていろんなものが乱立

してしまう可能性がある。 

 自治体によっては（公的に）認められたものしか許可しない所も多いため信頼できるものでない

と活用されないのではないか。 

【民間が用意する APIに期待するとした理由】 

 自社の利益やコンテンツの質を高めることにつながると想定したから。 

期待度が高い＝５、低い＝

１でスケール回答の平均が

左の図である。 

教育コンテンツオープンデ

ータ API の設置者は、民間

ではなく国が望ましいとい

うとの回答が多かった。 
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教育コンテンツオープンデータ APIを整備する中で必要な取組 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 教育コンテンツオープンデータ API の具体的イメージが、必ずしも各事業者で揃っていないと思われ

る中での回答であるが、概ね「教育データの標準化（内容情報部分）」「法的環境の整備（個人情報保護、

コンテンツの著作権）」を望んでいること等が示唆された。 

 

  

5.2-1 ②「民間の他社が公開した API の活用（公開された API への相乗り）」を進めていくうえで

必要な方策についての考え（主な回答） 

 連携のためには（内容情報に関する）教育データの標準化が必要だと考える。（複数社） 

 標準化データは、ゆとりをもたせるが、あまり緩すぎないものが望ましい。 

 連携のためには学習指導要領そのものもデジタルフレンドリーな形にする必要がある。 

 カリキュラムマネジメントに役立てるため、校務支援システムと連携させて「授業準備（検索）

→授業活用→学習履歴蓄積→校務」のサイクルの中で活用できる仕組みが必要と考える。 

5.2-2 教育コンテンツオープンデータ APIを整備する中で／整備すること以外に、国に期待する取

組（主な回答） 

 次期学習指導要領改訂時における、コード化した活用を見据えた学習指導要領の作成。 

 データ分析を視野に入れる場合、学習者コードや教員コードとの連携について検討が必要。 

 個人情報の保護 

 自治体ごとのセキュリティポリシーの統一 

 教育コンテンツはタダで手に入るものではなく、誰かが労力を割いて作成しているものであり、

それに対する正当な価値を広く認識して頂けるような仕組みを望む。（国費負担で作成されたコ

ンテンツを全国で共有するしくみができること自体は良い） 

 著作権に対する一定の理解が必要。 
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学習指導要領コードを活用することで実現できるユースケース 

事業者からのアンケートの回答は以下の通り。 

 

 「教員の負荷軽減」「教材の選択肢の拡大とそれに伴う個別最適化」「指導要領とのつながりの可視化」

など、ユースケースのイメージについての回答からは、3.4 章「望ましい将来像のユースケース」と似た

ものを各事業者がイメージしており、３章での将来像が的外れなものではなく、教育コンテンツを保有

する各事業者との間で共有できるものであることが示唆された。 

 また、教科書と教材との学習指導要領コードを介した連携について、アンケートの回答からは、教材事

業者は、デジタル教科書から教材コンテンツへのユーザ流入をインセンティブとして捉えていることが

示唆された。一方、教科書は相応の費用をかけて民間事業者において制作され、著作物としての性格を有

していることから、教科書とコンテンツとの間の連携の実装にあたっては、教科書発行者が有する権利

との関係にも留意が必要と考えられる。 

  

5.3 学習指導要領コードを活用することで、将来的にどのようなユースケースが生まれる余地があ

ると考えられるか（主な回答） 

【教員の視点】 

 現場の教員がこのシステムを活用できることが重要と考える。 

 教員の負荷軽減が可能になると考える。 

 指導要領コードが検索して実用的な範囲でコンテンツがヒットする粒度になったという想定で、

かつ、良質なコンテンツ提供者が相応の国費による補償のもとでコンテンツを提供したとすれ

ば、児童・生徒、指導者にとって、コンテンツへのアクセス、活用がしやすくなり、教育の質の向

上につながる。 

【学習者の視点】 

 デジタル教科書等との連携で、教科書紙面において指導要領とのつながりがわかれば、学習者の

学びをより深める価値がある。 

 教育現場（学習者および指導者）に、様々な教材コンテンツが利用できる環境が整うことに、とて

も大きな価値がある。 

 学習者が興味を持ったことを深堀りするために使えれば素晴らしい。 

 ある学習者が学習したデータを自らの意思で違うプロダクトに連携することができ、自分にあっ

た学習サービスを自由に選択することが出来るようになる。 

 地域収入の格差なく、どの児童も同じように質の高い教材を使って学習できる。 

 自らコンテンツを検索できるため、今以上に良質のコンテンツを探しやすくなると思う。先生の

やる気やスキルに左右されるため、ある種のデメリットもあると思う。 

【事業者の視点】 

 現状わかる範囲のイメージだと、コンテンツ提供事業者にとっては、価値を見出しにくい 
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オープンデータ APIに登録するメタデータ情報の種類について 

事業者からの主な回答は以下の通り。 

 

  

その他、コード活用の促進に関して 

事業者からの主な回答は以下の通り。 

 

 

デジタルコンテンツ検索支援サイトの実証テスト成果の小括 

 

 

5.4 オープンデータ APIで登録する「協調領域」としての情報は、「コンテンツの URI」「学習指導

要領コード」に加えてどのような情報とすべきか（主な回答） 

 単元名、学校種、学年、教科、教材の種類（プリント・テスト等）などの基本的な情報が必要と考

える。 

 コンテンツの種類（動画、ドリル、静止画など）が必要と考える。 

 コンテンツの性質（教材、エンターテインメント、展示物など）が必要と考える。 

 メタデータ情報は、必須項目と推奨項目を分けて整理・公表されることが望ましい。 

 指導要領コードの粒度を細かくするか、検索のための「タグ」が必要だと考える。(複数社) 

 将来的な利便性の向上のため、コンテンツに紐づく評価の観点が設定されることが望ましい。 

5.5 その他、コード活用の促進に関してお気づきの点（主な回答） 

 次期指導要領改訂の際には、新学習指導要領コードを迅速に公開してほしい。 

 次期学習指導要領を、コード化を見すえて作成することが活用の促進につながると考える。 

 分析対象のテスト等への学習指導要領コードの入力が必須化されないと分析に堪えないのでは

ないか。また、踏み込んだ分析をするには指導要領コードより細かい粒度で管理する必要がある。 

 実際の教育コンテンツから生成したコンテンツメタ情報の登録を行い、その情報を API によっ

て呼び出せることが確認された。 

 ３章で設定した将来像について、コンテンツ事業者の持つユースケースイメージと概ね同じであ

り、事例イメージはコンテンツ事業者で共有できるものであることが示唆された。 

 教育コンテンツオープンデータ API があれば、すぐにでも登録を行いたいと考える事業者は現

状ではいないものの、登録しないとした事業者も 7%と少ない。コンテンツ情報の APIへの登録

が進む条件は、「（内容情報に関する）教育データの標準化など規格の確定」「登録のメリットが目

に見える形で明らかになる」の２点である。 

 API を用意する主体は、規格の乱立を防ぐことと、自治体が認めやすいであろうことから、民間

よりも国に期待する声が多かった。 

 API の整備以外で期待されている施策は「教育データの標準化（学習指導要領コードが含まれる

内容情報だけではなく、主体情報等も含む）」「法的環境に関する整理（個人情報保護、著作権）」

である。 
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6.1.4 デジタルコンテンツ検索支援サイトの課題 

実証テストでのアンケート結果および実証推進メンバーからの意見を基に整理した、本事業において

構築したデジタルコンテンツ検索支援サイトの課題は下記の通りである。 

 

APIの必要性についての再整理 

 API の整備を国に期待する声が多かった一方で、有償コンテンツであるため登録を検討しない等、基

本的な前提として、API の活用がコンテンツ保有事業者のビジネスにどのようにつながるのかが明らか

ではないため、登録や活用を含めた具体的な検討が進まないといった実態も示唆された。 

本事業では、学習指導要領コードが活用を促進する方策として、国が、民間事業者によりデータの登

録・活用ができる API を整備するという手段が有効である、との仮説を立てて実証を行ったが、実際に

API を活用して実装できるユースケースがどのようなものであるかを含め、学習指導要領コードの活用

が広がっていくエコシステムの在り方について、引き続き検討が必要であることが示唆された。 

 

データを閲覧・登録できるユーザの範囲と認証の在り方の見直し 

本事業では登録したユーザのみがデジタルコンテンツ検索支援サイトを利用してデータを閲覧できる

ように実装したが、今後の検討にあたっては、閲覧については広いユーザに認める仕様とすることが望

ましい。ただし、有償コンテンツなどアクセスに制限の必要なデータとの関係は別途検討が必要である。 

データの登録に関しては、無制限に許した場合に有象無象の利用価値の低いコンテンツや不適切なコ

ンテンツが登録される可能性があるため、データ登録できるユーザを事前に承認するなど、制限の方法

を検討すること等が必要であると考えられる。 

 

サムネイルやタイトル等の自動取得の検討 

今回構築したシステムの計画段階では、URL を参照してサムネイルやタイトルを自動で取得する方法

を検討したが、実証推進メンバーへの事前聞き取りで、認証が必要なコンテンツや有償のコンテンツが

多いことが判明したため今回は採用しなかった。このため、サムネイルやタイトルを事前情報として受

け取り、運営側が登録するという作業が生じた。 

しかし、本番のシステムではサムネイルやタイトルを運営側が登録するという手間をかけることは想

定できないため、自動で取得できる方法を用意することが考えられる。 

 

同一のコンテンツに対しての検索結果の見直し 

同一コンテンツで複数ページに学習指導要領コードを付与した場合、検索支援サイト上では、全てのペ

ージが検索結果として表示される仕様としたが、下図のように同じ検索結果が連続して検索結果として

表示され、求めているコンテンツに辿り着くための選択がかえって困難になるという現象が生じた。 

例えば、学習指導要領コードを同じまたは類似(例えば８桁目まで同じ)とするコンテンツや、URL が

同じコンテンツは先頭ページのみ検索対象とするよう変更する等の機能について検討が必要と考える。 

ただし、検索結果を必ずしも人間が見るとは限らず、ロボットが API を呼び出す場合は、この機能は

不要となるため、全てのデータを返却するか、絞り込んだデータのみを返却するかを選択できるよう API

側で実装することが適切だと考える。 
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デジタルコンテンツ検索支援サイトの課題の小括 

 

 

  

連続するコンテンツが検索結果として表示される例

 実際に API を活用して実装できるユースケースがどのようなものであるかを含め、学習指導要

領コードの活用が広がっていくエコシステムの在り方について、引き続き検討が必要。 

 デジタルコンテンツ検索支援サイトの課題は、認証の課題、API の設置者の課題、著作権をはじ

めとする法的課題など、制度や他のシステムに依存する課題も多い。 
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6.1.5 国等によるオープンデータセットの充実について 

 オープンデータとしての学習指導要領コードが、例えば学習指導要領の解説の記載や教科書の単元情

報など、他の情報と組み合わせて活用できるようにすることにより、指導要領コードの付与・活用により

得られる便益を向上させることに寄与するとの仮説に対し、コンテンツ保有事業者に対してアンケート

を行った。 

 アンケートを行った主な項目は以下のとおりであり、次頁以降で、事業者に実施したアンケート結果

と考察を記載する。 

 

（事業者から整備・公開のニーズが高い、国が保有するデータセット） 

 今後、国が整備・公開するオープンデータセットとして、例えばどのような項目に事業者からのニー

ズが高いと考えられるか、及びその理由 

① 学習指導要領コードに対応する、学習指導要領解説の該当箇所の URL 

② 学習指導要領コードに対応する、学習指導要領解説の該当箇所の固有名詞を抽出したキーワ

ード 

③ 学習指導要領コードに対応する、「各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力」（「知識

及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」） 

④ 学習指導要領コードに対応する、「内容のまとまりごとの評価基準」 

⑤ その他 

 

 今後、民間事業者等により整備・公開する可能性が考えられる情報の例として、例えば以下のような

項目が考えられるが、どのような項目に事業者からのニーズが高いと考えられるか、及びその理由  

① 学習指導要領コードと各教科書の単元名の対応表 

② 学習指導要領コードと各教科書のページ情報との対応表 

③ 学習指導要領の要素同士の順序・関係性を示す地図 

④ その他 
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事業者から整備・公開のニーズが高い、国が保有するデータセット 

事業者からのアンケートの回答及びヒアリングでの意見は以下の通り。 

 

 

 国が保有するデータを活用したオープンデータセットの充実については、考慮すべき負の側面は見当た

らず、一定のニーズが認められることから、活用に際してのユースケースを念頭に置きつつ、オープンデ

ータ化の取組を進めることが考えられる。 

6.1 今後、国が整備・公開するデータセットとして、例えばどのような項目に事業者からのニーズ

が高いと考えられるか。理由とともに教えてください。(N＝16) 

① 学習指導要領コードに対応する、学習指導要領解説の該当箇所の URL 

② 学習指導要領コードに対応する、学習指導要領解説の該当箇所の固有名詞を抽出したキーワード 

③ 学習指導要領コードに対応する、「各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力」（「知識及

び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」） 

④ 学習指導要領コードに対応する、「内容のまとまりごとの評価基準」 

⑤ その他 

 

6%

44%

56%

44%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

内容のまとまりごとの評価基準

各教科等の指導を通して

育成を目指す資質・能力

固有名詞を抽出したキーワード

学習指導要領解説の該当箇所のURL

回答の理由（主な回答） 

 「各教科書の指導を通して育成を目指す資質・能力」が一番判断に迷うところで、明確になるよう

なものになれば活用のニーズが高まる。 

 コンテンツの学習指導要領への対応状態をあらためて確認できるので、②、③の機能があると再

確認できてよい。 

 教材コンテンツのアイデア創出につながると考える。 

 ③は、既存情報を学習指導要領コードに付加するのみで、負荷はそれほどでもないと考えるが、

公開された場合は大変助かるため、是非やってほしい。 

 ②のキーワードは、公開されるに越したことはないが、本当に欲しいのは教科書にある言葉をキ

ーワードとして付加してもらうことである。 
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前頁の国が保有するデータセットと比較して、民間事業者、とりわけ教科書出版社が保有しているデー

タセットのオープン化のニーズは、国が保有するデータよりも高い。特に、各教科書情報と学習指導要領

コードとの対応表については、8割前後と極めて高いニーズが示唆された。 

現状では単元名と学習指導要領、ページ情報と学習指導要領の対応は教科書検定の際に各社が作成し

た「編集趣意書」を、文部科学省のホームページ上で PDFにて公開している。この情報を、より機械可読

性を増した形で公開することは可能であると考えられる。 

  

6.2 今後、民間事業者等により整備・公開する可能性が考えられる情報の例として、例えば以下の

ような項目が考えられますが、どのような項目に事業者からのニーズが高いと考えられますか。理由

とともに教えてください。（N＝16） 

① 学習指導要領コードと各教科書の単元名の対応表 

② 学習指導要領コードと各教科書のページ情報との対応表 

③ 学習指導要領の要素同士の順序・関係性を示す地図 

④ その他 

 

25%

50%

81%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他

学習指導要領の要素同士の

順序・関係性を示す地図

学習指導要領コードと各教科書の

ページ情報との対応表

学習指導要領コードと各教科書の

単元名の対応表

主な回答理由は以下の通り 

 ②、③は二つとも重要で、現状ではこの部分を調べるのに多くの時間をかけている。 

 コンテンツを利用するためのポータルは教科書なので、①、②は必要。また、③は競争領域とする

のが良いと考える。 

 教科書会社の情報のオープンデータ化は大変ありがたい。③は要素の粒度が細かいほど良いと考

える。 

 （「その他」の回答）実際の学校での指導に対応するためには教科書の内容に即した指導要領コ

ードの詳細化が必要。 

 （「その他」の回答）教科書検定の際に提出されている情報を公開してほしい。 
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国等が用意するオープンデータセットについての小括 

 

  

 国より民間が保有するデータセットのほうが、事業者からのニーズが高い 

 国が保有するデータセットのうち、特にオープンデータ化のニーズが高いのは「学習指導要領コ

ードに対応する、「各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力」」「学習指導要領コードに

対応する、学習指導要領解説の該当箇所の固有名詞を抽出したキーワード」「学習指導要領コー

ドに対応する、「内容のまとまりごとの評価基準」」の３項目。 

 国が保有するデータを活用したオープンデータセットの充実については、考慮すべき負の側面は

見当たらず、一定のニーズが認められることから、活用に際してのユースケースを念頭に置きつ

つ、オープンデータ化の取組を進めることが考えられる。 

 民間が保有するデータセットのうち、特にオープンデータ化のニーズが高いのは「学習指導要領

コードと各教科書のページ情報との対応表」、「学習指導要領コードと各教科書の単元名の対応

表」の２項目。 

 今回、明示的にアンケート項目とはしなかったものの、教科書検定の際に教科書会社から文部科

学省に提出されている資料について、オープンデータ化により大きな付加価値を生むものがある

と考えられ、検討する価値があると考えられる。 
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6.2 本事業から示唆された短期的な検討項目と中長期的な検討項目の区別 

 実証テストを通じて、学習指導要領コード付与支援システムに関する課題については、技術的な課題

が中心であり、システム単体での短期的な検討が可能であることが示唆された。 

一方で、教育コンテンツオープンデータ APIに関する課題については、ユースケースの整理をはじめ、

認証、APIの設置者、著作権に関する整理など、包括的・中長期な検討が必要であると考えられる。 

これを踏まえ、教育コンテンツオープンデータ API の構築を前提としない「短期検討項目」と、構築

を前提とした「中長期検討項目」とに区別した場合の、実現可能なユースケースとの関係性について考察

する。 

 

望ましい将来像のユースケース事例イメージと教育コンテンツオープンデータ APIの要否 

ユースケース API 説明 

学習履歴の可視化 不要 学習 e ポータルから参照するテストやドリルに学習指導要領

コードの付与が必要だが API のような仕組みは不要。 

教科等横断的な学びと教科学

習とを往還する学びの実現 

必 要 /

不要 

教科書や教材から社会に散在する STEAM 教材を呼び出す際

には、API が必要となる。一方で、STEAM 教材から教科書の

該当箇所を呼び出す際には、API のような仕組みは不要。 

デジタル教科書等による関連

コンテンツの参照 

必要 デジタル教科書から社会に散在する多種多様なコンテンツを

呼び出すには、API が必要となる。 

学習指導要領解説等の簡便な

確認 

不要 教育コンテンツ側から指導要領や解説のような限られた資料

を呼び出しは、API のような仕組みは不要 

指導計画や指導案に基づく関

連教材の参照 

必要 指導計画や指導案に紐づけられた学習指導要領コードから多

種多様なコンテンツを呼び出すためには、API が必要となる 

全国の学校における年間指導

計画等の集約・オープンデー

タ化 

不要 API は不要。 

以上のとおり、教育コンテンツオープンデータ API の構築を前提としない場合でもユースケース６つ

のうち３～４つについて実現が可能であると考えられ、今後の検討項目については、APIの構築を必要と

しない項目を短期、必要な項目を中長期の検討項目として分類することが考えられる。 

なお、中長期の検討項目とは、短期項目の検討後でなければ検討を開始できないというものではなく、

結論を得るために、ステークホルダとの調整を含む多角的な検討が必要であると考えられるため、検討

期間が相対的に長く必要であることを意味している。 
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望ましい将来像を実現するための短期と中長期の区分のイメージ 
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6.3 短期的な検討項目として考えられる今後の取組 

本事業の結果を踏まえた今後の短期的な検討項目として、学習指導要領コード付与支援システムの設

計についての今後の検討項目、学習指導要領コード付与支援システム以外の手法についての検討、及び

国等によるオープンデータの充実について記載する。 

 

6.3.1 学習指導要領コード付与支援システムの設計についての今後の検討項目 

アンケート結果から、コード付与の負担軽減に対するニーズは高く、学習指導要領コード付与支援シス

テムについてもニーズが示唆された。ただし、今回の実証テストで構築したコード付与支援システムで

は、既に述べた複数の課題が明らかになっており、学習指導要領コードの正確かつ簡便な付与という目

的を十分実現するため、今後、下記の観点で検討を加える必要があると考えられる。 

 

アルゴリズムの再検討 

 今回は、テキスト検索の方式として、N-gramを採用した。その結果、期待どおりレスポンスが良いと

いう意見が得られた一方で、検索結果の精度が低いとの声が多数寄せられた。次年度以降は、他のテキス

ト検索の方式について、検討を加える必要がある。 

仮にN-gramを採用する場合は、以下のような項目を検討する必要がある。 

 N をいくつにするかの検討が必要である。今回構築したコード付与支援システムでは N＝２の

bigram を採用したが、漢字一文字の学習指導要領コードを検索できない等の課題があった。 

 大量の意味のないヒットを除去して、ユーザが検索しやすいような調整が必要である。 

形態素解析については、フリーで利用可能な日本語の形態素解析エンジンが多数公開されており、これ

らは営利・非営利問わず広く使われており、検討する価値がある。 

AI については、前提として機械学習用の膨大なデータセット（インプットとしての教育コンテンツデ

ータとアウトプットとしての学習指導要領コードのセット）が必要であると考えられるが、現在そのよ

うな教師データは存在しないため、実装にはこれらの用意が必要となるが、将来的には精度が最も期待

できる方法である。 

これらの選択肢を、費用面、実装の難易度、将来性を調査して絞り込み、簡易なシステムを構築して実

証実験を行い、望ましい検索結果が得られたアルゴリズムを採用することが望ましいと考えられる。 

 

実装方法の再検討 

 今回はスタンドアロンでのコード付与支援システムの構築を行った。Node.js を利用して疑似的なサー

バ環境をクライアント側に構築し、web アプリとして実装を行ったが、クライアント側のアプリのイン

ストールが煩雑となり、インストール段階での問い合わせが多く発生する原因となった。 

 アンケートにもインストールを不要とする、web アプリでの提供を望む声があったように、よりユー

ザに分かりやすい実装方法を検討する必要があると考えられる。 
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画面のデザイン及び操作性に関する UIの再検討 

今回のコード付与支援システムの画面のデザイン及び操作性に関する事業者からのアンケートの回答は

以下の通り。 

良い＝5 点、まぁまぁ良い＝４点、普通＝３点、あま

りよくない＝２点、悪い＝１点として、事業者からの

回答を数値化し、平均した結果が左の表である。 

 レスポンスについては普通（＝３点）をやや上回っ

たものの、それ以外の操作性、画面の見やすさについ

ては普通を下回る評価となった。 

 

 

 

 アンケート結果から、UIについて以下のような方向での検討が必要だと考える。 

 検索結果の表示画面の大型化（検索結果画面が小さすぎて、目的のものが選べない） 

 検索結果の絞り込み機能（大量の検索結果がでた場合に、絞り込む機能がないため選択が難しい） 

 

6.3.2 学習指導要領コード付与支援システム以外の手法についての検討 

学習指導要領コードの検索方法の再検討 

アンケートにおいて、教育の現場において、学習指導要領を検索するには学習指導要領コードの第８桁

～第 15 桁_細目による絞込検索機能があると良い、との意見があった。例えば、学校・学年・教科（科

目）を絞り込んだ後、細目の 8 桁目、9桁目と上位の桁数から絞り込んでいく検索機能（下のイメージ図

参照）があれば、学習指導要領コードに精通していない人であっても目的のコンテンツに辿り着き易い。

学習指導要領コードは階層化された設計がなされており、デジタルコンテンツ検索支援サイトも含め、

今後の検索方法として検討する余地があると考えられる。 

 

 

 また、検索結果が多すぎる場合に選択が難しいため、絞り込みの機能が欲しいとの意見も多く寄せら

れた。例えば、検索を主としつつ、検索結果について絞り込む機能を追加することも考えられる。  

絞込検索のイメージ

学校 学年 教科 8桁目 9桁目 10桁目

小学校

⇒

４年生

⇒

社会

⇒

２　内　容

⇒

ア　次のような知識及

び技能を身に付けるこ

と。

⇒

(ｲ) 地図帳や各種の資

料で調べ，白地図な

どにまとめること。

検索

検索結果(学習指導要領コード)

8220243112000000



 

66 

 

6.3.3 国等によるオープンデータの充実についての検討 

 今回のアンケート調査によって、教科書と学習指導要領との関係性についてのデータに係るオープン

データ化については、特に高いニーズがあることが示唆された。また、既に国が保有している関連データ

のオープン化は、教育 DX の推進の流れとも整合的であり、積極的に推進すべきものと考えられる。 

 学習指導要領コードと関連する国の保有するデータ、及び学習指導要領コードと教科書単元等との対

応関係を、横串を差す形でオープンデータ化した場合の価値の創出イメージは以下の通りで、このよう

な例に留まらず、学習指導要領コードをとりまく様々なデータをオープンデータとして充実し、データ

を相互に連携可能とすることで、様々な主体に対する多様な価値の創出につながることが期待される。 

 

 

国等によるオープンデータの充実に関しては、下記の観点で検討を加える必要があるものと考えられる。 

 

国が保有するデータセットのオープン化 

 国が保有する、学習指導要領コードに関係するデータセットのうち、学習指導要領コードに対応する、

「各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力」（「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、

「学びに向かう力、人間性等」）について、ニーズが高いことがアンケート調査で示唆された。この情報

については、既に学習指導要領に記載があるもので、大きな負担なく付加が可能であると考えられる。 

また、アンケート項目には挙げていないものの、ヒアリングでは、学習指導要領コードの中で使われて

いる項目（「学校種別」「学年」など）についての定義データを整備することにより、より学習指導要領コ

ードの活用の幅がひろがるのではないかとの意見があった。 
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民間が保有するデータセットのオープン化 

 民間事業者が保有するデータセットのうち、とりわけ教科書（単元、ページ）と学習指導要領コードと

の対応表について、ニーズが高いことが示唆された。 

 これらのデータの中には、既に教科書検定の手続の中で事業者が文部科学省に提出することとされて

いる「編修趣意書」に含まれ、既に PDFの形で公表されているデータもあり、このような項目について

は、比較的公開が容易なものも含まれると考えられる。 

 また、ヒアリングでは、教科書検定の際に「教科書教科用図書検定規則実施細則」に基づいて提出を求

めている附則・別記・別紙様式のうち、例えば「用語・記号リスト」や「生物重要用語リスト」のように、

公開することで価値を生むものがあるのではないかとの意見があった。 

 

オープンデータセットの形式 

 現在学習指導要領コードについては、エクセル及び csv 形式で公開している。データ形式については、

ヒアリングにおいて、機械可読性としてはより望ましい形式があるものの、幅広く活用されるには多く

の主体が活用できる汎用的な形式である必要性が認められることから、現状のエクセル及び csv が望ま

しいという意見があった。 

 一方で、例えば半角と全角が混在している、文章の体裁を整えるためにスペースが使われているなど、

データを利用する際にデータクリーニングを施す手間がかかっているため、更新の際にはこれらに配慮

して公開することが望ましいとの意見があった。 

 

オープンデータのデータカタログサイトへの登録 

ヒアリングでは、既存のオープンデータである学習指導要領コードをはじめとして、これから整備する

オープンデータセットを含めて政府のデータカタログサイトである「data.go.jp12」への登録を行うこと

で、データを利活用しようとする様々な主体が、見つけ易くなるとの意見があった。また、「github」は

本来プログラムコードを共有、管理するサイトだが、オープンデータの公開場所としても活用されてお

り、例えば国土地理院13が活用している例がある。 

オープンデータのデータカタログサイト等への登録は、データを活用する側の探知可能性を広げ、かつ

データを公開する側の管理コストの低減につながるものと考えられる。例えば、まずは公表しているデ

ータセットの主要なデータカタログサイトへの登録を行い、新たに整備するオープンデータについても

適時登録を行っていくなど、公開場所については今後検討の余地があると考えられる。 

  

                                                   
12 http://www.data.go.jp/ 
13 https://github.com/gsi-cyberjapan 
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オープンイノベーションを促す取組の実施 

教育データプラス研究会による学習指導要領コード LOD化の取組のように、国がオープンデータとし

て整備したデータを活用し、民間領域や学術領域、シビックテック等の領域で、学習指導要領コードの二

次利用が促進されることが期待される。 

ヒアリングでは、このような利活用事例の創出に向け、例えば、LODチャレンジやアーバンデータチ

ャレンジのような、オープンデータを活用して課題解決を行う取組と文部科学省が連携することで（例

えば賞や部門の設定など）、全く新しい視点から、これまで想像していなかった活用事例の創出が期待で

きるのではないかとの意見があった。 

 

6.4 中長期的な検討項目として考えられる今後の取組 

本事業の結果を踏まえた今後の中長期的な検討項目として、教育コンテンツオープンデータ API につい

ての検討項目を記載する。 

 

6.4.1 教育コンテンツオープンデータ API についての検討 

教育コンテンツオープンデータ APIの利用のされ方の観点からの検討 

 APIの必要性及び設置者を誰にするか（国か民間か）という課題については、エンドトゥエンドで、ど

のようにデータが流通し、活用されるのかの実装まで想定する観点からの検討が必要であると考えられ、

引き続き、具体的なユースケースを念頭に置きつつ、適切なエコシステムの在り方について検討を進め

る必要があると考えられる。 

 その際、2.2 章で紹介したとおり、既に NHK for School API の公開など、国以外の主体によるコンテ

ンツデータの公開に関する取組が実装されてきている状況があり、同 API 等の活用のされ方や課題など

の状況を踏まえつつ、教育コンテンツの価値がエンドユーザ、とりわけ教師や学習者にとって最大化さ

れるための方策について、引き続き検討を進めていくことが望まれる。 
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LODチャレンジ （Linked Open Dataチャレンジ）とは 
 

「オープンデータのコミュニティを醸成し、応募作品をコンテスト形式で評価し合いながら、オ

ープンデータ活用のベストプラクティスを探ることで、日本の新しい未来を創造する」ことを目的

に、開催されているイベント。コンテストは、2011 年度から LOD チャレンジ実行委員会が主催し

て毎年開催されています。 

応募できる部門は、データ作成部門とデータ活用部門に分かれており、過去の応募作品はインタ

ーネット上に公開されています。 

   

 

 

 

 

 

 

データ活用部門の応募作品一例 

データ作成部門の応募作品一例 

#LINK

#lang ja

#attribution_name 松村愛唯

#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja

#file_name kagoshima_statues

#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8938i

#property 人物 名称 所在地 電話番号 見学可能時間 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lathttp://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long

#object_type_xsd string string string string string float float

#property_context 	Assertion 	Assertion 	Assertion 	Assertion 	Assertion 	Assertion 	Assertion

1 大久保利通 大久保利通銅像 鹿児島県鹿児島市西千石町１099-216-1366 24時間営業 31.58717 130.547119

2 黒田清隆 樺山、黒田、大いに語る碑 鹿児島県鹿児島市西千石町１７−３099-227-1962 24時間営業 31.588957 130.551033

3 五代友厚 五代友厚銅像 鹿児島県鹿児島市泉町５- 24時間営業 31.594 130.558502

4 小松帯刀 小松帯刀銅像 鹿児島県鹿児島市山下町５−３- 24時間営業 31.594648 130.554642

5 西郷隆盛 西郷隆盛銅像 鹿児島県鹿児島市城山町４−３６099-298-5111 24時間営業 31.59549 130.553909

6 坂本龍馬 龍馬、お龍と薩摩でひと休み碑鹿児島県鹿児島市大黒町１−３- 24時間営業 31.591404 130.55748

7 島津忠義 島津忠義銅像 鹿児島県鹿児島市照国町１９−５- 24時間営業 31.595306 130.551651

8 島津斉彬 島津斉彬銅像 鹿児島県鹿児島市照国町１９−２２099-222-1820 24時間営業 31.59425 130.551651

9 島津久光 島津久光銅像 鹿児島県鹿児島市照国町１９−２０- 24時間営業 31.594395 130.551743

10 天璋院篤姫 天璋院篤姫銅像 鹿児島県鹿児島市城山町７099-222-5100 24時間営業 31.598776 130.554581

11 東郷平八郎 東郷平八郎銅像 鹿児島県鹿児島市清水町３２- - 31.606419 130.568863

12 平田靱負 平田靱負銅像 鹿児島県鹿児島市平之町６−４−２０099-227-1962 24時間営業 31.591221 130.545456


