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＜あらまし＞ 文部科学省が公開した学習指導要領を Linked Open Data（LOD）化した

「学習指導要領 LOD」を作成した．これにより，学習指導要領コードを機械的に処理する

ことや，他の様々なデータと接続することが容易となった．また，教育データ利活用ロード

マップや，ジャパンサーチにおける事例をもとに，教育現場での学習指導要領 LOD の活用

イメージを検討した． 

＜キーワード＞ 学習指導要領 学習指導要領コード LOD 学習指導要領 LOD 
教育データ 教育データ利活用ロードマップ 

1. はじめに 

近年の情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）

の飛躍的な進化により，人や情報などのあら

ゆるものが瞬時に結びつき，相互に影響を及

ぼしあう状況が生まれてきている．また，セ

ンサ技術の高度化やモノのインターネット

（IoT: Internet of Things）が進むことによ

り，膨大な量のデータ（ビッグデータ）が集

積され，これまで把握や対応ができなかった

課題の解決が期待される（内閣府 2016）． 

こうした社会では，多様な主体が速いスピ

ードで相互に影響しあい，一つの出来事が広

範囲かつ複雑に伝播し，先を見通すことが困

難になっている．これはすべての子供たちの

生き方に影響を与える．「何を知っているか」

だけではなく，「何ができるようになるか」と

いう視点を重視し，学習指導要領が改訂され

た（中央教育審議会 2016）． 

その基盤となる ICT 環境を整備するため，

2019 年 12月に GIGA スクール実現推進本部

が設置され，１人１台端末を整備する GIGA

スクール構想として示された．その後の新型

コロナウィルス感染症の蔓延に伴う遠隔授業

に対応するため，計画を前倒しして整備がす

すめられた． 

GIGA スクール構想による，１人１台端末

の整備が話題になるが，統合型校務支援シス

テムによる校務の情報化や，教育ビッグデー

タの活用も大きな課題である（文部科学省

2019）． 

文部科学省は，教育データを効果的に活用

するため，教育データの標準化を進めている．

2020 年 10 月に，学習指導要領の各項目にコ

ードを割り当てた「学習指導要領コード」を

公表した．表１は，文部科学省が示している

「学習指導要領のコード化により想定される
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効果」である（文部科学省 2020）． 

しかし，文部科学省が公開した学習指導要

領コードは Excel 形式及び CSV 形式で，同

時に文部科学省が公開した Excel 形式の「学

習指導要領コードのコード割り当て表」（以下

「コード割り当て表」という）と突き合せな

いとコードの意味が分からないなど，活用に

当たり課題も多い．表１に示したような，様々

な場面で活用するためには，コード割り当て

表や，そのほか学習指導要領に関する基本情

報を含み，Machine Friendly な形式のデータ

が必要である． 

そこで，学習指導要領やその他のデータを

Linked Open Data（LOD）とした「学習指導

要領 LOD」を作成し，その学習への利活用に

向けた検討を行うこととした． 

 

2. 学習指導要領 LOD 

2.1. LOD とは 

1.で述べたように，教育データの利活用を

進めるため，二次利用や商用利用を認める形

での「Open Data 化」が行われている．学習

指導要領コードは Open Data として公開さ

れた．大向（2013）によれば，「データにオー

プンライセンスを付与することは，第三者に

よる情報の利活用を実現するための最低条件

であるといえる．一方，オープンライセンス

が付与されてさえいれば自動的にデータの利

用が活性化されるとは限らない」とされてい

る．データが公開されても，データ構造が異

なっていたり，記法が統一されていなかった

り，編集ができない等再利用が難しい形式で

公開されることもある． 

データの記法については，Linked Data と

いう手法がある．Bizer et al.（2011）による

と，「Linked Data とは，Web を使って，異

なる情報源のデータを意味の付いたリンクを

使って結び付けること」とされている．また，

「技術的に言えば，Linked Data とは，機械

的処理可能で，意味が明示的に定義されてい

て，外部のデータとリンクしリンクされる形

で公開された Web 上のデータのこと」とされ

ている．つまり，Web の仕組みを使い，異な

るデータベースを相互に連係するものである． 

データそのものを二次利用できるようにす

る「Open Data」と，データを機械的に連係

して処理できるようにする「Linked Data」

の両方を兼ね備えたものが「Linked Open 

Data」である． 

 
2.2. 学習指導要領の LOD 化 

1.で述べたように，文部科学省が公開した

学習指導要領コードは，Open Data としての

価値は高いが，必要な情報が不足していたり，

機械的な処理が困難なデータ構造であったり

する． 

表１ 学習指導要領のコード化により想定される効果 

 想定される効果 

各学校 学年間・教科等間を見渡したカリキュラム・マネジメントの推進 

（環境教育，道徳教育，情報活用能力の育成など） 

教育委員会 

教育センター 

①開発した指導資料，副教材のデータベース化 

②教員研修の講座や研修履歴のデータベース化など 

文部科学省 

国立教育政策研究所 

①国で開発した指導資料や教材のデータベース化 

②全国学力・学習状況調査等の問題や指導案例のデータベース化など 

教員養成大学 ①学習指導要領と紐づけた教職科目の設置 

②学習指導要領と紐づけた研究業績の確認など，教職課程認定の簡略化 

博物館・図書館・公文

書館等 

博物館等で整備されているデジタルアーカイブと学習指導要領との紐づ

け 

教科書発行者 

教材会社 

①発行した教科書や副教材（含：デジタル教材）のデータベース化 

②各種指導の参考書や指導資料のデータベース化 など 

出典：文部科学省（2020） 
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まず，必要な情報が不足している点につい

て，学習指導要領コード「8250212300000000」

を例にとって考えてみる．このコードの意味

を理解するためには，まずは別途公開されて

いるコード割り当て表と突き合せる必要があ

る．コード割り当て表によれば，３桁目は教

科を示していることがわかる．３桁目が５で

あるので，「算数／数学」であることがわかる

が，どちらであるかは３桁目だけではわから

ない．２桁目は学校種別を示しており，これ

が２であることから，「小学校」であることが

わかる．しかしながら，学習指導要領コード

とコード割り当て表だけで読み取れるのはこ

こまでである．「算数／数学」と「小学校」の

組み合わせからこのコードが示している教科

は「算数」であると判断するわけであるが，

表２ 学習指導要領 LOD で扱った 

教育要領コード表・学習指導要領コード表とそのバージョン 

図１ 学習指導要領 LOD のグラフ表示 
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そのためには，学習指導要領コードとコード

割り当て表以外の，なんらかの情報からの補

足が必要である． 

次に，機械的な処理が困難なデータ構造で

ある点については，学習指導要領コードが

Excel 形式とそれをもとにした CSV 形式で

の提供であることが大きな要因である．これ

らは Open Data ではあるが，機械的な処理

は容易ではない． 

そこで，これらの問題を解決するために，

公開された学習指導要領コードに必要な情報

を補足して，学習指導要領LODを開発した．

これは，Turtle 形式の RDF（Resource 

Description Framework）データとして公開

している．今回開発した学習指導要領LODは，

表２に示す教育要領コード表，学習指導要領

コード表に対応するものであり，計 18 種類

である． 

図１は，学習指導要領 LOD の RDF の一部

をグラフ化したものである．図中の文字は細

かく読み取ることができないので，イメージ

として捉えていただきたいが，学習指導要領

に関する様々な情報がどのように結びついて

いるかを規定したデータとなっている．非常

に複雑なグラフになっていることからもわか

るように，単純な表形式（Excel 形式や CSV

形式等）では表現できない情報を包含してい

る． 

図２ 学習指導要領 LOD サイトの画面例 
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また，Turtle 形式のデータは Machine 

Friendly であるが，Human Friendly ではな

いため，内容を確認できる Web サイトも公開

した（https://w3id.org/jp-cos/）．図２はこの

サイトの画面例（先に例示した学習指導要領

コード「8250212300000000」のもの）であ

る． 

本稿では，この学習指導要領 LOD の学習

への利活用について検討することとしている

ため，技術的な詳細については割愛する．技

術的な詳細は，別途報告予定である．また，

学習指導要領 LOD の概要については，６月

に実施のアート・ドキュメンテーション学会

年次大会でも報告する．なお，学習指導要領

LOD は，LOD の技術普及の促進を目指した

Open Data のコンテストである「Linked 

Open Data チャレンジ Japan」にて，2021

年度の最優秀賞及びプラチナスポンサー賞を

受賞した．概要は，Linked Open Data チャ

レンジ Japan のシンポジウムでも報告して

いる（Linked Open Data Consortium 2022）． 

 

 

 

 

3. 学習指導要領 LOD の活用イメージ 

3.1. 教育データ利活用ロードマップとの関

係 

図３は，デジタル庁ほか（2022）が「教育

データ利活用ロードマップ」中で示した，教

育データの蓄積と流通の将来イメージである． 

図３中では「学習指導要領コード」（赤枠で

表示）はデータ欄の「教材」とだけ結び付い

ているように見える．しかし，一方では表１

に示した活用が検討されており，それを考慮

に入れると，図３中のデータ欄の「時間割・

学習計画」「学習履歴」「テスト履歴」「指導案」

等にも活用が波及すると想定される． 

様々なデータと結び付けることを考えると，

データとデータの関係を記述できる Linked 

Data であることが重要になってくる．今回，

学習指導要領 LOD を開発したことにより，

学習指導要領以外の様々なデータと学習指導

要領を関連付けることが容易になったと言え

る． 

しかし表１も図３も，あくまでも「将来イ

メージ」であり，現在は実現に向けて様々な

検討が進められているところである． 

 

 

図３ 教育データの蓄積と流通の将来イメージ（赤枠は筆者による） 

出典：デジタル庁ほか（2022） 
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3.2. ジャパンサーチにおける活用事例 

国立国会図書館にて運用されているデジタ

ルアーカイブの検索サイト「ジャパンサーチ」

にて，学習指導要領 LOD が適用された．図

４は，その事例を示している． 

ジャパンサーチでは，ジャパンサーチ自体

の検索・閲覧インタフェースのほか，検索用

の API も公開している．なお，今回の適用は

API についてのものであり，ジャパンサーチ

自体の検索・閲覧インタフェースにて利用で

きるようになっているわけではないことに注

意が必要である． 

ジャパンサーチでは，例えば博物館資料に

対して，「古墳時代」の「土器」と言ったキー

ワードを付与している．このキーワードは，

当然ながら，古墳時代の資料を調べたい，土

器を調べたい，と言った要望に応えるために

付与しているものである． 

ジャパンサーチが付与しているキーワード

と，学習指導要領コードが LOD によって結

び付けられ，学習指導要領の項目とキーワー

ドが関連付けられた．このことが，学校現場

図４ ジャパンサーチにおける活用事例 

出典：国立国会図書館（2022） 
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にどのような影響を及ぼすかを考えてみる． 

子供たちにとっては，発展的な学習への活

用が容易になることが考えられる．学習指導

要領 LOD を適用することにより，例えば「土

器」というキーワードから，学習指導要領

LOD を介して同じ学習指導要領コード

（8220263211000000）に包含されている「貝

塚」というキーワードが付与された資料も検

索できるようになる．「土器」をキーワードと

した検索だけでは見つけられなかった資料に

触れることができるようになり，学びの拡が

りを期待できる． 

教師にとっては，授業準備や教材開発の助

けになることが考えられる．これまでは，「古

墳」「土器」などを個別に指定しなくては資料

を見つけることができなかったが，学習指導

要領コード（8220263211000000）に包含され

ているすべてのキーワードに関連した資料を

まとめて検索することも可能となる． 

 

4. 今後の課題と展望 

4.1. 教科書単元 LOD の開発 

本稿では，学習指導要領コードを基にした

「学習指導要領 LOD」の開発について述べた．

初等中等教育の学習に関連するLODとして，

すでに「教科書 LOD」が公開されている（江

草・高久 2018）．今後は，この２つの LOD を

結びつける「教科書単元 LOD」を開発するこ

とが課題である． 

教科書単元LODを開発することによって，

教科書 LOD－教科書単元 LOD－学習指導要

領 LOD の３つの LOD を結びつけることが

できる．このメリットは非常に大きく，様々

な場面での活用が可能となる． 

例として，学習に活用できる教材を検索で

きるシステムについて考えてみる． 

児童生徒や教員にとっては，便利なユーザ

インタフェースを実現することができる．自

身が使用している教科書を（教科書 LOD か

ら）選び，そこに示された単元名を（教科書

単元 LOD から）選ぶと，関連する教材を（学

習指導要領 LOD をもとに）検索することが

できるようになる． 

このような仕組みを実現するためには，従

来はあらかじめ教科書ごとに教材を分類して

おく必要があった．しかし，３つの LOD を

結びつけることにより，教科書会社や教材制

作会社等のコンテンツホルダは，自社の教材

に学習指導要領コードを付与しておくだけで，

すべての教科書（単元）に対応した検索を実

現することができるようになる． 

教科書単元 LOD は，文部科学省が公開し

ている教科書編修趣意書を基に開発を進め，

本年中に公開する予定である．その前段とな

る「教科書単元と学習指導要領を対照させた

データ」（CSV 形式）は，既に国立教育政策

研 究 所 教 育 研 究 情 報 デ ー タ ベ ー ス

（https://erid.nier.go.jp/）にて公開済みであ

る．また，「教科書単元と学習指導要領を対照

させたデータ」を用いて，学習に活用できる

教材を検索できる仕組みが実現できることは，

すでに報告済みである（阿児ほか 2021）． 

 
4.2. コンテンツホルダの支援 

学習指導要領や教科書の単元から教材を検

索するためには，教材自体に学習指導要領コ

ードが付与される必要がある．コンテンツホ

ルダが学習指導要領の内容や構造に精通して

いるとは限らず，教材に学習指導要領コード

を付与するための支援も重要である．文部科

学省は「オンライン学習システムの全国展開，

先端技術・教育データの利活用促進事業（学

習指導要領コードの利活用に関する調査研究

事業）」を実施しており，この中で学習指導要

領コード付与支援ツールの開発及び実証実験

も行われている．これはあくまでも「学習指

導要領コード」を付与するものであるが，こ

れに「学習指導要領 LOD」を関連付けること

により，表１や図３で示されたような活用が

期待できる． 

 
4.3. コンテンツの有機的連携 

多くのコンテンツに学習指導要領コードが

付与されるようになると，コンテンツホルダ

の枠を超えた検索も可能となる． 

例えば，NHK for School では，学習指導要

領コードを指定することで動画のリストを取

得することができる「コンテンツリスト API」

を公開している（日本放送協会 2022）．また，

先に述べたように，ジャパンサーチにおいて
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も一部の資料に学習指導要領コードが結び付

けられている．現在は，独立したシステムと

なっているが，これらを連携させることによ

り，学習指導要領の内容に適した NHK for 

School の動画とジャパンサーチの資料をま

とめて検索する，ということも可能となる． 

また，4.1.で述べた「教科書単元 LOD」を

活用することにより，教科書の単元に適した

様々な資料を提示することも可能となる． 

しかし，このような環境を実現するために

は，課題も多い。集約型システム（各コンテ

ンツホルダから資料情報を集めて運用するシ

ステム）では，集約のためのコストが問題と

なる．4.2.で紹介した「学習指導要領付与支

援ツール」で教材に学習指導要領コードを付

与すると同時に集約型システムにも情報を登

録するなどの工夫が必要だろう．また，分散

型システム（各コンテンツホルダが資料情報

を提供，運用するシステム）の場合，API に

一定の共通仕様を定める必要がある．例えば

学習指導要領コードは，NHK for School API

では，”cscode”，ジャパンサーチの SPARQL 

API では”identifier”，として保有している．

少なくとも，学習指導要領コードを指定する

パラメータ名が統一されないと，分散型シス

テムの実現は困難であろう． 
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