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I.I.I.I. 概要概要概要概要    

本調査は、先進諸国において、ＩＴ教育およびＩＴ人材育成にどのように取り組んでいる

のか、現地に赴きヒアリングを行ったものである。訪問国は、ＥＵ最大規模の人口を擁し、

ＩＴクラスターによる産業育成に取り組んでおり、プログラミング教育を含む「Computing」

科目を義務教育課程に導入した英国、そして北欧のバルト三国のひとつで、国家戦略として

ＩＴ導入に取り組むエストニアである。 

訪問時期：2014年 12月 11日（木）～16日（火） 

訪 問 先：［英国］１. Nesta（科学技術芸術基金） 

２. キングスクロス アカデミー 

３. Computing At School (CAS)  

［エストニア］４. e-Estoniaショールーム、学校支援システム eKool 他 

５. Pelgulinna小学校 

６. タリン工科大学、民間ＩＴ企業、国家情報システム庁 

７. 電子政府アカデミー 

訪 問 者： 宮川 努 国際ＩＴ財団理事・学習院大学教授（研究会主査） 

     今村俊一 国際ＩＴ財団理事・フューチャーアーキテクト ディレクター（研究会委員） 

    齋藤奈保 国際ＩＴ財団事務局長 

II.II.II.II. 調査結果のポイント調査結果のポイント調査結果のポイント調査結果のポイント    

［英国］［英国］［英国］［英国］    

英国1では、それまで中央政府に統制されていなかった義務教育段階の公立学校の履修科

目と教育内容を、1988年に初めてナショナルカリキュラムとして規定した。その際、ＩＴ

教育は Information Technologyと呼ばれ、教科横断的に実践されることとなった2。その後

1995年に独立教科となり、2000年に Information Communication Technology (ICT) 3へ

名称変更された4。しかし、ＩＴの進展にともない、教育現場ではWordや Excel、ＩＴ機

器の使い方など技術の強化に傾斜しがちで、生徒のやる気を奪うという批判が起こった。そ

こで昨年新たに「Computing」を科目として導入し、あえて ICT科目の「T」（Technology：

技術）を外し、コンピューティングの考え方（Computational Thinking：アルゴリズムな

ど）を理解し、問題解決できる人材を育てる方向に転換した。授業内容を一律かつ平等にす

ることを前提とする日本と異なり、最低限の指針を提示するほかは、学校・教師の裁量にゆ

                                                
1 本報告書では、イングランドを示すこととする。 
2 後期中等教育(14～16歳)では選択教科であった。田中博之「第 8章イギリスにおける総合学習と情報教育の動向」『総
合的学習のすすめ』1997年 9月, pp.149-160 
3 本報告書では、情報技術を指す場合、科目名などの固有名詞に限り ICT、それ以外の場合はＩＴと呼ぶこととする。 
4 吉田民子「イギリス教育改革の変遷－ナショナルカリキュラムを中心に」『レファレンス』2005年 11月号, pp.99-112。 
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だねている。早いところでは 3歳から、おもちゃを使いプログラミングを学び始める。英国

ならではの自主・自律をよしとする思想が根底にあるが、教材の標準化をしないことは、内

容の陳腐化を避けるという面もある。 

また、財政面で以前のように政府が教師の訓練などの負担ができないという現実もある。

そこで、民間団体である Computing At School（CAS）などを通じて、研修や教材の共有

など、民間企業や大学、教師による支援枠組みが進んでいる。日本でも、プログラミング教

育を担える教師の不足やＩＴ機器の不足が指摘されるが、英国における技術（Technology）

と区別したコンピューティングの考え方重視の方向性や、民間企業の支援・連携は、日本に

おける今後の取り組みにおいて参考になるものと思われる。 

［エストニア］［エストニア］［エストニア］［エストニア］    

北欧のバルト海に面し、人口は 130万人、面積は大分県ほどの小さな国である。1991年

の独立以降、欧州への復帰・統合、経済改革とＩＴ立国化を推進してきた。スカイプなどを

開発したＩＴ先進国で、国民ＩＤの導入で知られる。世界で唯一、国政レベルでの電子投票

を実現している国である。新たに導入された電子居住（e-Residency）では、世界中どこか

らでも、エストニアでの起業（法人登記）が可能になる。自国をネット上に開放し、エスト

ニア経済の担い手を増やす取り組みだ。 

様々な取り組みの基盤となるのが、国民のＩＴリテラシーだが、ＩＴ教育には 90年代か

ら取り組んできた。プログラミング教育は 2012年に初等教育（7歳）に導入しているが、

課外活動も盛んで、自由に遊びながら学ぶことを重視している。学校によっては 10年生な

どの上級生になると「国防」という科目があり、このなかでサバイバル技術などと併せてイ

ンターネットセキュリティ、サイバーディフェンス、ハッキングを学ぶ。タリン工科大学で

は、欧州でも珍しいサイバーセキュリティの修士課程があり、サイバーセキュリティ技術を

始めとする新規事業の産学連携のハブにもなっている。 

ＩＴ立国は国家プロジェクトだが、それを支えるサイバーセキュリティなどのコア技術や、

教育分野の学校支援システムやデジタル教材開発においても、民間企業が重要な役割を担っ

ている。このような官・民・学の密な連携は、インターネット時代の産業育成のモデルとし

て考えられる。 
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III.III.III.III.    訪問記録訪問記録訪問記録訪問記録    

１. Nesta（科学技術芸術基金） イノベーションラボ・デジタル教育チーム         

日 時：2014年 12月 11日（木）14：00～16：00 

対応者：Mr. John Bevan, Senior Programme Manager, Innovation Lab, Nesta 

 イノベーションラボのデジタル教育チームでは、学校教育での

教育活動（Formal Education）とそれ以外の学習活動（Informal 

Education）の双方に取り組んでいる。学校教育については、反

転授業（Flip classroom model）や遠隔学習等、新しいテクノロ

ジーをいかに授業に導入するか、学校外での学習については「デ

ジタルメーカーズ」5というプロジェクトで、デジタルクリエイ

ティビティ、デジタルリテラシーを扱っている。学校外の学習活

動での試験的な取り組みを通じて、逆に何が学校教育にも取り入

れられるか、幼年期のデジタル教育のあり方、キャリア意識との

つながり等をテーマとしている。 

ヨーロッパではコンピュータの知識がないために 100万人の雇用が埋まっていないとい

われており6、ＩＴ人材育成は重要性を増している。デジタル教育が経済効果をもたらすこ

とは既に共通認識だが、経済効果に限らず、社会的な効果もあることに着目している。個々

人の創造性を掻き立てることで、自己表現に幸せを感じたり、オンライン・コミュニケーシ

ョンによって、地元などでのつながりを深めたりすることができる。デジタル教育は単に雇

用を創出するだけでなく、創造性やコミュニケーション能力を通じて、社会に貢献できると

いうことを広く発信してきたい。 

シンクタンク機能においては、教育政策に関する情報収集・調査研究、教育成果に関する

測定基準の開発等を通じて、政策面での働きかけをしている。2011年に発表した報告書「ネ

クストジェン」7において 20の勧告とそれにともなうカリキュラムを提示しており、その中

に今回のカリキュラム改訂があり、実現される形になった。英国王立協会も 2012年に報告

書「シャットダウン・オア・リスタート」8を出しており、議論を呼び起こさせるというこ

とになった。また、BBCでは「メイク・イット・デジタル」を 2015年の教育特集のテー

マとする。Nestaも協力し、初めて全国的にこの問題を投げかける。 

Nestaが他のデジタルクリエイティビティに関わるパートナー団体と共に主眼としてい

るのが、学校教育として何が重要か、についての視野（スコープ）を広げることである。既

存の制度と戦っていくのではなく、機会を作っていくことを考えている。例えば、今までは

                                                
5 http://www.nesta.org.uk/project/digital-makers 
6 参考：http://www.computerweekly.com/news/2240187945/EU-expects-900000-unfilled-IT-jobs-in-2015 
7 http://www.nesta.org.uk/publications/next-gen 
8 https://royalsociety.org/education/policy/computing-in-schools/report/ 
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ＩＴやデジタル規格の原則は、とにかく使う上で「簡単にする」ということであった。これ

は大変大きな便益があった。しかし、車のボンネットを開けてもオイル交換の仕方が分から

ないようなもので、各企業が製品の仕組みをブラックボックス化してしまっており、ユーザ

ーはその仕組みが分からなくなっている。そこで、仕組みを「理解すること」や「参加する

こと」をもっと簡単にする、といったことを考えている。デジタルに言い換えれば、コード

が分かれば、消したり変えたりすることが自信を持ってできるようになるということである。 

9月から新ナショナルカリキュラムとなり、コンピューティング科目が導入されたが、具

体的な内容や履修時間までは定められていない。学校に任せられており、初等教育（7～11

歳。インファントスクール（5～6歳）も対象だが、多くはジュニアスクールの始まる 7歳

からコンピューティング科目を実施）では、先生が熱心であれば 1週間 4～6時間を充てる

ケースもあるが、熱心でない場合は週に 0～30分ということもある。中等教育（12～16歳）

では GCSE（General Certificate of Secondary Education、中等教育修了一般試験）資格

を習得する。最初の 3年は数学と英語に特に焦点が当たる傾向だが、この GCSEに ICTと

いう科目を選択すれば、その後の 2年間は週に 4時間勉強する形となる。 

学校以外の学習活動では「コードクラブ」9があり、9～11歳を中心にMIT Scratch10, 

Mozilla Webmaker11, Python入門12などに取り組む。週１回程度、時間帯は放課後に校舎

で行われ、かなり構成されたカリキュラムがある。コードクラブは 2年程前から全国に広ま

り、2,000強ある（全学校 2万校のうち 1割にコードクラブがある）。各コードクラブは

10人未満で、規模は小さいが、子供たちは自分で学ぶ。このような子供たちのなかから、

16～18歳の独学の若いプログラマーが出てきている。彼らは「コーダードージョー」13な

ど独学で学んだりしている。ツイッターなどを駆使して自分で情報収集できるような人々に

は知られているが、標準的には知られていない。 

このような若いプログラマーや企業側からは、学校教育がＩＴ人材育成にむしろ害を及ぼ

しているといわれている。すなわち、若い人々はますますプログラミングに興味を持ってい

るのに、学校での学びを経て、逆に関心を失ってしまっているのである。また、現状では学

校教育を経てＩＴ企業に入っても即戦力になり得ない。このような課題をどのように乗り越

えられるか。また、プログラマーのほとんどが男性であり、ジェンダーバランスも最重要課

題である。そういった中での新ナショナルカリキュラムが導入であり、今後が期待される。 

30年前に「BBCマイクロ」14が新しいテクノロジーとして教室に導入されたが、それを

教えられる教師が足りなかった。しかし、当時、地理や数学、体育の教師が生徒達と一緒に

学んでいった。これが非常に大きな価値をもたらした。プログラミング教育では指導者の能

力が取り沙汰されるが、優秀なエンジニアを教師として雇うことより、生徒が成長していく

                                                
9 https://www.codeclub.org.uk/ 
10 http://scratch.mit.edu/ 
11 https://webmaker.org/#!/en-US/home-6 
12 https://www.python.org/ 
13 https://coderdojo.com/ 
14 http://www.bbc.co.uk/frameworks/micro 
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にあたってそれを見守っていくような教育者的な立場が望ましい。教科の専門性の高い人と、

教育者としての能力の高い人があり、教育者として能力の高い人が必要だと思う。 

学校のあり方も多様化している。公立独立学校（アカデミー、フリースクール）が近年増

加している。自治体の管轄下になく、ナショナルカリキュラムもそれらの学校には要件では

ない。同様に、GCSEや国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）15という試験

の制度の適用もまちまちになってきている。また、現在ナショナルカリキュラムに従う学校

は公立公営学校を中心に、全体の 50％という。さらに英国はイングランド、スコットラン

ド、ウェールズ、北アイルランドに分かれ、状況はすべて異なる。ナショナルカリキュラム

にコンピューティングが入っているのはイングランドだけである。教科書等の標準化はしな

いのか、という点については、状況によってはカリキュラムの陳腐化なども考えられる。そ

れよりも、コンピューティング科目の背景となるコンピューテーショナルシンキングや問題

解決という考え方を各学校で理解し、進めることが重要と考えている。 

教育は政治的な課題としても重要視されている。そのために教育政策の達成度とは何か、

非常に問題になる。教育成果の測定方法はやはり試験結果となるが、教育が終了した段階で

どのようなエンプロイアビリティを持っているかという測定方法はまだない。2011年に発

表した報告書「ネクストジェン」（前出）でも言及しているが、Nestaではより広範囲な、

例えばその人の能力、技能、パフォーマンスのアセスメント手法の開発に取り組んでいる。 

なお、現在、英国全体で基本的なオンラインスキルが欠けている人が 1000万人前後とい

われる。若年層より上の世代を対象とする様々な支援組織があるが、「Go ON UK」が最も

知られる。当初は政府の出資によっていたが、現在は大企業が CSRの一環として出資して

いる。オンラインスキルが向上すれば、各社のオンラインユーザーも増え、顧客対応コスト

が削減されるので、ビジネスとしての意味もある。ここでの「個人の基礎オンラインスキル」

（次頁上図）とは、オンライン検索や、オンラインで家族や友人とコミュニケーションを図

ることと、各種サービスにアクセスし、サービスを受け取ることができるか、というレベル

となっている。 

  

                                                
15国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資格）を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置。

現在、認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与等を実施。

（文部科学省ウェブサイトより）http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1307998.htm 
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http://www.go-on.co.uk/opportunity/basic-online-skills/ 

最後に、ＩＴリテラシーとプログラミング教育との位置づけについては、ウェブリテラシ

ーマップ（下図）が参考になる。Mozilla他、様々な企業・団体が作成しているが、ほぼ共

通化されている。どのように自分自身をオンラインの世界で表現していくか、15項目で構

成される。 

 

https://wiki.mozilla.org/Webmaker/WebLiteracyMap 
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２. King’s Cross Academy                                 

日 時：2014年 12月 12日（金）10：30～12：00 

対応者：Mr. Emyr H Fairburn, Headteacher, King's Cross Academy 

英国では従来、すべての科目でＩＴの活用が謳わ

れているほか、独立した ICT科目としても必修で、

情報の見つけ方からワード・エクセルなど個別のス

キルまでが含められていた。しかし今後は、コーデ

ィングやプログラミングの学習が必要と考え、新た

なナショナルカリキュラム（コンピューティング科

目）がスタートした。Fairburn氏（右の写真）は

現在、欧州最大といわれるキングスクロス地域の大

規模開発にともなうアカデミー開設の準備中であ

る（2015年 9月開校予定）。長年にわたり就学前

を含む初等教育、なかでもＩＴ教育を専門に取り組んできた。 

3～5歳では Beebot（下の写真、黄色）16で遊びながらコントロール方法を学び、必要に

応じてデバッグも学ぶ。5歳からは、音声もプログラムできるより複雑な Roamer（下の写

真、グレー）17を取り入れる。論理的思考を伸ばすのが狙いである。6～7歳は、簡単な Scratch

を使い、他校とのコラボレーションができるウェブサイトも活用して、協働でデバッグをし

たりすることができる。例えば、ある種のバグがプログラムの中に入っており、それを

Scratchに書き込むことができる。そうすると、子供たちもこれはしてはいけない、こうい

う風にしなければならない、ということがシェアできる。この段階では、いわゆる自主的な

学習ということで、そこに教師が入ってくるということで

はない。「解読」、ディコーディングについては教師が不

足しており、地元のビジネスの専門家に協力を仰ぐ。また、

ブルームバーグが学校向けのソフトウェアを通じて支援

している。9歳からはHTMLの基礎に進む。教師もHTML

の専門家と一緒にクラスの中で子供たちに教えていくこ

とで、HTMLの能力を高めていく。 

今までは熱意のある教師が中心となりＩＴ教育に取り

組んでいたが、9月に新しいナショナルカリキュラム（コ

ンピューティング）が始まり、クラスの中に少し専門家に

入ってもらう形になっている。専門家を入れることに関し

ては、ロンドンなら可能だが、地方ではなかなか専門家が

見つからない。自治体によって、学校に専門家を派遣して

                                                
16 http://gallery.nen.gov.uk/asset681219_15424-.html 
17 http://gallery.nen.gov.uk/asset78099_15424-.html 
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いるが、一定していない。また、専門家が派遣されるとしても、それは話を聞けるというだ

けで実際に授業全体にプログラミング教育が導入されているわけではない。何よりも、ただ

単に教師が子供たちに教材を与えて遊びなさいということではいけない。教師がその目的を

理解しなればならない。最良の学習方法は、明確な目的を持っているということであり、プ

ログラミングだけが孤立されていると、その目的がはっきりしなくなってしまう。プログラ

ミングは論理的思考を高めるためのもので、コンピューティング科目そのものだけに当ては

めるのではなく、他の教科にも当てはめて考えていこう、というのがもともとのカリキュラ

ムの考え方である。この目的が理解されず、ただ教材を与えて遊ばせるという教え方だと生

かされない。一方、民間企業がオンラインの学習環境を提供しており、環境自体はしっかり

している。しかしその環境は既成のもの且つ、限定された空間であり、加えて自分から何か

してみようということにはならない。言ってみればスプーンで食事を与えられる、といった

形で自分から食べさせるわけではない。ただ学校も専門家ではないので、そういったものに

頼るという問題はある。 

プログラミングとディコーディング（解読）について言えば、まだまだ専門性の高い先生

はいないが、一般的なＩＴに関しては教師の知識も飛躍した。かなり多くの資金が先生の教

育研修に費やされている。例えばカムデン（バラ）では 45の学校があり、学校間で協力し

てインセットデーという、休校日で先生だけ教育研修に使う日がある。この日は、例えばこ

の学校は算数に優れた取り組みをしているとか、あの学校はＩＴの取り組みに優れていると

かということで、その学校に集まって教師間で教えあう。生涯職業能力開発（CPD）の概

念を高く持っている。また前職では、ロンドンの専門学校に教師を派遣し学ばせるというこ

ともしている。特に CPDということで、これは日本から来たと思うが、Lesson Study（授

業研究）があり、教師が独自にグループを作って 4～5人で授業方法を研究し学ぶ。学ぶべ

き必要がある分野、チャレンジングな問題を扱いベストプラクティスを探していく。 

ICT科目は、以前はワードやエクセルをどのようにマスターさせるか、ということが中心

であったが、今はそこから離れ、より日常の生活の中に浸透させる、すなわち重要なのは、

子供たちがそれぞれのソフトウェアを学ぶ必要がある、ということである。子供によっては

家に PCがなく、デジタルデバイドという現状で、ＩＴリテラシーのレベルの高い子と低い

子との格差が広がることが懸念される。前職では、貧困家庭の子供に学校から PCを支給し、

ブロードバンドの接続も行った。インターネットの接続には地元の業者の協力を得たが、非

常に大変な手続きであった。欧州では自宅に PCがあるかなないかが貧困を測定基準になっ

ているため、この境界を克服する環境を作りたかった。 
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VLE（Virtual Learning Environment、ウェブ上で構築される学習環境。学校によって

連絡事項や教材、宿題、作品の掲示、校内限定 SNSなど、上の写真）は、2008年までは政

府が全学校で設置すると取り組んでいたが、それ以後は必ずしもそうではない。前職で VLE

に取り組んだが、例えば、5分間のビデオを上げ、自宅で見てこさせ、学校でそれについて

話し合う（反転授業）。そういう形でＩＴをより身近に理解させる。単にペンに置き換えた

わけではなく、ＩＴを使ってやらなければならない。何を書き込むかで、コミュニケーショ

ンの仕方も学ぶ。学び方の変革をしている。 

この反転授業は 3歳から実施している。このような幼少期には親に代理で書き込んでもら

うため、親の協力が重要である。例えば今、教師から「ゴーディーロック（お話の主人公）

が悲しんでいる。どうしたら助けられるか」の討論をさせているが、上のクラスに生徒が自

ら討論テーマを設定し、他の生徒が答えるということもできる。ビデオなども高学年では自

ら iPadで録画し編集しており、これも学習である。自分で載せていく。小さい子は教師の

助けが必要で、どうやってアップロードするのかも教えていく。このようにログのように記

録していくと、子供たちの成長も見ていくことができる。また、どれだけ学びが進展してい

るのかということも評価できる。また、VLEにより、実際の SNSを使用する前の段階から、

疑似的な SNSを安全な環境で経験することができる。使用上で、生徒たちに不安なことや

脅威に感じることがあれば、ヘルプをクリックできる（下の写真）。 

この環境を導入する上で最も苦労した点は、インターネットのアクセスがなかったこと。

最初はお昼休みや放課後に学校のインターネットを使わせるということをしていたが、それ

が進んで行って、PCを支給するということになった。そして VLEを学校全体に実際に広
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げるのに 3年を要した。1年目は自分のクラスで、自分の生徒を使って実施した。2年は中

間管理職の先生にも使ってもらい、3年目は担任を持っている全ての教師に広めていった。

やはり学び方を変革していくということを信念として推し進めた。 

生徒によって算数に好き嫌いが出るように、ＩＴでも理解度に差がつくのではないか、と

いう点については、自ら指導した生徒が現在 20歳位になっており、経験的な回答になるが、

やはりＩＴを学ぶことの目的とそれがどう関連していくかを理解した生徒は違う。ICTを科

目として教わり、ツールだと理解しなかった生徒は関心が低い。最近のグーグルグラスの登

場について、自分が教えた生徒は関心が高かったが、そうではない生徒はお金の無駄という

ような、ネガティブな感想しかなかった。プログラミングやディコーディングは自分たちで

もでき、そうやって関心を高めていった子はその後ももっと伸びていく。なお、新設校には

聴覚障害の生徒もいる。グーグルグラスなら聞こえた言葉をテキストにすることができるの

で、支援ツールの開発を同じくキングスクロスに新設のグーグル欧州本部と協力し取り組む。 

iPadがよく学校に導入されているが、全く使わないで部屋の隅に置かれたままの残念な

状況もみられる。配布するには、きちんと使えるようにプログラミングをしなければならな

い。我々は体育の授業で体操を iPadで録画し、一緒に比べあっていくように使った。他の

科目でも使えるようにプログラムを開発しなければならない。 

ネット依存は大きな問題である。そこで学校と親とのパートナーシップが重要となる。健

康上の理由から設定した上限時間（スクリーンタイム）を設定し 3歳から守らせている。ま

た、全ての英国の学校は eセーフティポリシーをもち、その便益と危険性、すなわち他人と

のコミュニケーションの仕方、何かをネット上に公開すればもう削除することは出来ないこ

との危険性、礼儀正しいコミュニケーションをとることなどである。これは必ず学校として

持っていなければならず、OfSTED（英国教育水準局 Office for Standards in Education）
18による学校監査要件となっている。eカリキュラムには、ポリシーを元にしてどのように

使えばよいかが書かれている。また、一連の取り組みに欠かせないのは、親の協力である。

親を対象にセミナーを開き、実際にどのように PCでのサイト閲覧制限のかけ方や、ネット

上にどのような危険性があるかを話す。 

  

                                                
18 https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted 
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３. Computing At School (CAS)                                       

日 時：2014年 12月 12日（金）14：00～15：30 

対応者：Prof. Simon Peyton Jones, Chair, Computing At School (CAS) 

CAS19は草の根運動からできた団体で、子供にコン

ピューティングを教える上で、学校での学び方を変

革することを目的としている。当初の立ち上げメン

バーは 4人であったが、現在 16,500人となっている。

その 3分の 2を教師が占める。非常に大きなコミュ

ニティになったことで政策レベルに我々の意見を反

映させることが可能になってきている。今回のカリ

キュラムを決定させるために、自分たちも意見を反

映させている。今回のナショナルカリキュラムにつ

いては、全国的なレビューが 2010年～2013年に行われた。ナショナルカリキュラムには

ICT科目も入っているので、我々はそういった団体として相談をされた。その中で政府も

我々に信頼を寄せてくれた。このプロセスの最後の方には政府も我々を信頼してきたので、

カリキュラム作成委員会20を作ってほしいとのことで、私が実際に委員会に入ってカリキュ

ラムを書いた。将来コンピュータを使うような職に就かない子供でも、基本的なディシプリ

ンとしてコンピューティングを教えていこうとするのが考え方である。 

非常に重要なのは、このコンピューテーショナルシンキングという考え方を重視しており、

テクノロジーを重視しているわけではない。我々の政策的な目的は、ここで合致した。ただ

一番難しい課題というのは、このカリキュラムを実際の授業の現場にそのように実現するか。

過去こういった大きな変化が起きるときは、政府で教師への訓練を提供した。これは中央で

コントロールされるもので、お金がかかるものである。今回はこれをしない。理由は 2つあ

る、1つはいい理由、1つは悪い理由である。悪い理由は、政府に資金が十分にないという

こと、もう 1つのいい理由というのは政府が何かをするとなると、皆自主的に物事をおこな

わなくなる。政府としては、自分たちが何かをするという立場を離れて後ろに一歩下がって

民間企業や大学、教師たち自身にスペースを与え、自主的にどういった教育研修をすればい

いのかを考えてもらうということになった。その意味で、これで統一ということではよくな

い。あとは多様性、創造性、革新性を持って、それぞれでの努力がされている。我々の組織

の 3分の 2を占める教師をサポートしていくうえで、我々唯一の最大の団体である。 

                                                
19 ≪組織概要≫ 学校でコンピューティング教育に関わる全ての人々に、リーダーシップと戦略的なガイダンスを与える

ことをミッションとする。活動内容は、１）ICTやコンピューティングの教師に教材、訓練、ニュースレターや同じよ

うな志を持つ仲間との会合の場を提供することによる支援、２）コンピューティング科目の教師の団体における活動、

３）GCSEにおけるコンピューティング科目の改善、４）王立協会に学校におけるコンピューティング教育の調査を提

供するような国家の政策の提唱。http://www.computingatschool.org.uk/ 
20 ICTの教科に関しては National Association of Advisors for Computers in Education (Naace)や大学、e Skills-UK
（the Sector Skills Council for Business and Information Technology）、Nesta等が参加。 
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学校の自由度が高い一方で、OfSTEDで達成度が監査される。非常に影響力が大きく、

学校はよい評価が得られるよう努力をする。監査は 3年に一度だが、評価のよくない学校に

は監査がさらに頻繁に入る。評価項目としては、全国レベルでは 6学年目、キーステージ 2

の終了時に SATSという全国共通試験、もう 1つは 12学年目、キーステージ 4の終了時に

GCSEがある。これらについて、OfSTEDが学校毎に報告書を作成し、公表される。GCSE

やその上の Aレベルというテストに関しては ICT科目の見方、考え方が入っている。とこ

ろがそれ以前の SATSに関してはアセスメントが非常に遅れており、小学校での強調点は

算数と英語で、それ以外は関係ないという見方になっている。 

ICT科目は、今はコンピューティング教育と言われるようになり、テクノロジーという言

葉は排除された。コンピューティング教育は、数学や英語や理科と同様に学ぶべきものと位

置づけられる。例えば理科で言うと物理や生物、化学がある。同時にコンピューティング教

育に関しても、インフォメーションやコンピュテーションの世界がある。コンピュテーショ

ンとはアルゴリズムということになり、問題解決に使われる。例えば電話帳で名前を探そう

としたときに、最初から見ていくのか、それとも半分その頭文字のページの後にあると半分

から探すというのは特にアルゴリズムと意識せずに行っていること。これがアイデアという

こと。アイデアからアルゴリズムが出て、それから先にテクノロジーがある。 

自然のものと自然でないものになるが、自然の細胞をコンピュータで DNAを見ていくと

か、虫の細部の動きをコンピュータで見ていくことでどう動くかわかっていく。本当にこれ

は大きな変化だと思う。以前、コンピューティングは男の子たちがやるものであり、暗室で

大きなスクリーンを見てそこで学ぶ感じだったと思う。今では特別な教科ということでなく

て、基本的な教科ということで皆が学ばなければならない、そして学ぶことでほかのことも

理解できるという考え方である。この考え方を持ち帰って頂きたい。英国王室協会の報告書

（前出）では、私が今述べたことを論拠に基づき詳しく書かれている。 

以前のカリキュラムはコンピュータをどのように使うかということで、どんな教師も ICT

科目を教えることが出来、特別な専門性がないと駄目ということではなくなった。また試験

が無く、課題を出され、駄目なら再提出すればいいので何度もやりとりをし、熱心でない生

徒もいい点が取れる状態であった。結局いい点数を出せて学校の点が上がるので、なるべく

多くの生徒に ICT科目を取ってもらう。そうすると先生の負担がさらに多くなる。そのう

ちに、ICT科目は歴史とか算数を学ぶために必要なテクノロジーということで、コンピュー

ティングという概念が薄くなってしまっていた。学校のマネジメントシステムもＩＴを使っ

ているので、ICT科目の先生がそこでも働く必要が出て負担がかかると同時に、ステータス

としても低いままであった。そのため、コンピュータサイエンスの学位を取っても、ICT科

目の先生になりたがらない。 

もともと 30年前は ICT科目に理想的な考え方があったが、技術的な進歩が進んで理想と

乖離してきた。それが教育の目的に混乱をきたすようになってきた。それを今回の新しいカ

リキュラムではもともとの理想的な考え方に戻して、どうしてコンピュータが作られたのか
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といった原則に帰る。その使い方ではない。ここで重要なことは、他の科目、地理でも歴史

でもいいが、iPad等のテクノロジーを使って学ぶということと、コンピューティングを区

別することである。コンピューティングをテクノロジーに強化されたラーニングと同じであ

ると間違えると、致命的な混乱になる。 

これを理解するために、ソーティングに関するゲームをしているビデオがある（下の写

真・左上）。テクノロジーはないがアイデアがある。もう 1つの例で、ルールに従って話す

ことで文書作成をする教材がある（下の写真・右下）。一般の人も分かりやすい。CS for fun

にテクノロジーを使わずにコンピューティングをするいい例がある21。 

この議論において、英国は他国よりずっと先に進んでいる。イスラエルでは上級のセカン

ダリー（中高等学校を半分に分けた上級の方）が学んでいるし、エストニアでもプログラミ

ングを始めたと聞いている。しかしどこまでしているのかは分からない。ニュージーランド

も改正をしているがこれも対象が上級のセカンダリーになるということ。英国だけが小学校

も含めてこういうことをやっている唯一の国である。 

  

                                                
21 http://www.cs4fn.org/ 
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４. e-Estonia（eKool（イー・スクール）・Astra (Avita Publishing)）                         

日 時：2014年 12月 15日（月）9：00～11：00 

対応者： Ms. Siret Schutting, Managing Director of e-Estonia Showroom/Enterprise Estonia 

Ms. Pille Parikas, CEO at eKool 

Mr. Antti Rammo, Head of Development of Electronic Study Materials, Avita Publishing 

eeee----EstoniaEstoniaEstoniaEstonia22 

エストニアでＩＴが先進的と言われているが、技術よりも利活用が重要だ。環境面では、

学校と政府機関で全てコンピュータを導入している。環境も重要だが、例えば教師が黒板に

チョークで板書するのと、タブレットなどの端末機器に文字を書いていくのでは、削減され

た時間は分からない。どのように使っていくかによってその効果は表れる。民間だと、97％

のビジネスアクティビティがオンラインで行われている。起業した際の法人登記や納税もオ

ンラインでできるし、納税もできる。80％の家庭に PCでのインターネットのアクセスがあ

る。市民生活でも全ての行政手続きがオンラインで可能で、98％がオンラインバンクを使

っている（ただその中には銀行に赴いて、銀行のインターネット端末で振込をする人も含ま

れる）。北欧の人々が信じている社会権の一つとして、全ての人々がインターネットを使え

なければならないという概念がある。 

エストニアが輸出したいのはシステムではなく概念であり、デジタル社会を世界に広げる

ことが我々の使命だと思っている。それには 5つの最重要事項がある。その一つが「Smart 

Solutions（ソリューション）」であり、もとは「Clever Ideas（アイデア）」である。代

表的な例は、スカイプ社とトランスファーワイズ社。トランスファーワイズ社は海外送金の

手数料に対する不満から立ち上がった。共に小さな不便なことを見つけることで生まれたイ

ノベーションである2324。また、物事をシンプルにするのが大切（Streamlined Execution）。

民間と同様に役所も小さくして、小さな政府を作っていく。そして「Sustainability（持続

可能性）」。このショールームも森のデザインになっているが、自然を大切にしていくこと。

そして「Respect for the old, yearn for the new（お年寄りを大切にすること）」。デジタ

ル社会化というと、システムや機械に目が行きがちだが、例えば、おじいちゃんおばあちゃ

んが森にキノコ狩りに出かけたとき、そのキノコが安全かどうかデジタルツールによって簡

単にわかること。実は命に関わること、ということの裏返しでもある。エストニアは、WHO

によると、都市部が世界で最も空気がきれいな場所。その中を 4Gや LTEなど様々な電波

が飛び、4Gのカバー率は 96％。空気汚染はないが、Wi-Fiが張り巡らされている。 

                                                
22 エストニアの国家の ICTソリューションのショールーム。エストニアエンタープライズにより運営。2009年の開設以

降多くの来訪者を受け入れている。 
23 トランスファーワイズ社は、Skypeやオンライン決済サービス「ペイパル（PayPal）」の立ち上げに携わった 2人の

エストニア人ＩＴ専門家により 2011年設立。記事元：http://www.afpbb.com/articles/-/3008675 
24 2015年 1月報道によると、新たに 5800万 USドルの投資を受け、世界展開を図る。

http://estonianworld.com/business/estonian-founded-money-transfer-firm-transferwise-receives-58m-investment/ 
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物事が変化するスピードは速い。一説には、言語は国のパワーといわれ、その言葉を話す

人口がパワーとすると、エストニアには恐らく将来的にもそのパワーがない。ただしデジタ

ルという意味で考えると、将来的には 2030年のデジタル社会を実現しようと各国は動いて

いるが、エストニアはスピードが加速度的に上がっているので、今まさに実現している。今、

IDカードが将来の鍵を握ると言われている。何故かというと、世界各国で使われている ID

カードを一つに統合したような形のものだが、本人の認証を行う、署名を行う、パスポート

の代わりになる等、全ての機能がこの中に入っている。 

中でも一番重要な部分が ID番号。何故重要かというと、名前は同姓同名があるが、番号

は個人の固有のものになる。番号の意味は、「何世紀に生まれたか」「生まれ年」「誕生日」

「どこの地域で生まれたか、地域の中で何番目に生まれたか」という形で構成されている。

結婚や改名などとしても、番号自身は一生変わらない。一番重要なことは、カードそのもの

に情報を入れないこと。これを落としても何の支障もない。何故かというとこの中には「認

証用の証明書」「デジタル署名用の証明書」の 2つしか入っておらず、暗証番号は頭の中に

あるのでこれを落としても何も困ることはない。 

モバイル IDとして、携帯電話の SIMカードに IDカードと同じものが格納されるから、

当初のプラスチックのカードはあまり使わない。署名、証明ではなく、それらにコンタクト

するものが格納されている。そのプラットフォームは X-Roadと呼ばれており、物理的なイ

ンフラがあるわけではなく、各データベースが交流していく概念である。データベースその

ものを集中化させないことで、様々な攻撃を受けても、影響なく動くことができる。アダプ

ターサーバーとセキュリティーサーバーの 2つの階層があり、セキュリティーサーバー同士

は、中に入っていくための監視をしているのではなく、どこかのデータベースがこちらのデ

ータを必要とするとき、権限があるかを確認し処理要求（クエリ）をする。直接データベー

スの中に入ることを許可するわけではない。 

これらが法律に基づいて履行され

ること、データの所有者が政府でも

企業でもなく、あなた自身であるこ

とを法律で規定することが重要であ

る。市民ポータル25（右）では、例え

ば国民健康保険データに政府はアク

セスできるが、民間の保険会社はで

きない。但し、警察官や医者など閲

覧する権利がある場合でも、あなた

のデータにアクセスされることは怖

いと思う。このような場合、リアル

タイムで見られるかは別にして、透

                                                
25 https://www.eesti.ee/ 
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明性は常に確保されねばならない。どのデータを政府が見られるか、そして誰がいつ何のた

めにあなたのデータにアクセスをしたのかというのも 2005年から分かるようになっている。

本人が疑問に思ったときには問い合わせることが出来、24時間以内の回答が求められる。

もし回答がない、または回答に納得いかなかった場合は、データ保護監査機関（Data 

Protection Inspectorate）26に申し出ることができる。なお、健康情報は非常にプライバシ

ーの高いデータとして、他のポータルからアクセスすることは出来ない。病院の予約は先程

のポータルからも可能だが、自分に関するログを過去に遡って見ることができる。シューマ

ッハの個人情報が漏れてしまった事件は知られているが、カルテが紙だったので誰がそれを

見たかがトレースできない。同様な事件がエストニアでも起きたことがあり、前首相の健康

情報が漏洩した。履歴により 50人の医者がアクセスしていたのが分かり、かつ全く関係の

ない目的に対して閲覧していたのが分かって彼らはその時点で医師免許を失った。エストニ

アにもいくつかインターネットを通じてできないサービスがあるが、その中に結婚がある。 

サービス内容例だが、皆さんの国でも将来的に提供されると思う。約 3億回のトランザク

ションが行われている。人口わずか 130万のところで 3億回はかなり使われている。署名

に関しては約 2億回で、1つの署名あたり 1分と 1ユーロの削減ができるといわれている。

但し、自然環境への影響等も含めた全ての経済効果としての 1ユーロである。この指標に基

づくと、1年あたり 2週間分の労働時間を削減していることになる、これは GDP換算する

と 2％の影響という統計が出ている。 

e-Vote（電子投票）では、1回の選挙で 105か国から投票がされた。他国にいる人は一番

近い大使館に行って投票しなければならないということになっているが、電子投票の場合は

それぞれの場所からどこからでも投票されている。世界の懸け橋ということを目指している。

投票システムは極めてシンプル。どこからでも簡単な形で投票できる。iVotingというアプ

リをダウンロードして、プラスチックの IDカードかモバイル IDどちらで認証するかを選

択、認証用の暗証番号を入力する。署名用の暗証番号によって投票用の「封筒」に署名をす

る。期間中では本人は何回でも投票を変更することができる。 

e-Residency（電子居住）を今月から開始した。誰でも、どこに住んでいても IDカード

を申し込むことによって、居住の許可は出ないがエストニアの電子サービスを無料で享受で

きる。例えば欧州に進出したい企業は通常、その国に行って登記をして様々な手続きをしな

いといけないが、この IDカードがあればエストニアに一度も来ることなく登記、取締役会、

稟議、株主総会全ての手続きができる。これを通じて電子居住人口を増やすことを目指す。

電子居住が 7億人などになった場合、エストニアにサーバーが集中しているとリスクが高く

なる。そこで、すでに実用化しているが、データエンバシーという構想がある。エストニア

は多くの国に支配されてきた。領土がなかった間もエストニア人であり続けてきた。データ

エンバシー構想では、二国間条約により外交特権に近いものを与えてデータを共有する。そ

の管理自体は所有権を持つ国がする。データベースが実際においてある第三国でも、そのデ

                                                
26 http://www.aki.ee/en/inspectorate 
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ータを使うことはできないし、管理をすることは出来ない。世界中に分散させることによっ

て、集中したところの攻撃を受けにくくなるということもあるが、領土を直接侵攻する意味

をなくすこともできる。エストニア人はたとえ自国の領土を侵されたとしても、電子納税は

止めないだろう。 

eKooleKooleKooleKool（イー・スクール）（イー・スクール）（イー・スクール）（イー・スクール）    

eKoolは小中学校を対象とし

て、子供、両親、生徒、教師、地

方自治体等がコミュニケーショ

ンできるツールである。重要なの

は、学校にサーバーを置かなけれ

ばならないとか、独自のソフトウ

ェアを持たなければならない、と

いうことがないということ。エス

トニアでは学校を管理している

のは地方自治体となるので、学校

で現実にどのような教育が行わ

れているのや進捗状況を知る必要があり、エストニアの 85％の小中学校が利用している（上

の写真：eKoolのコンセプトイメージ）。学校からの報告において、例えば教師人数、授業

実施状況、成績の統計データも出せる。これらを活用した、両親が学校を選ぶ際にそのため

の手助けとなるようなサイトもある。 

eKoolが導入される前は、沢山の書類と事務処理を要した。入学時など、一部の人気校に

申込が殺到し、両親が早朝から列を作ったこともある。導入後はオンラインで行われるので

改善された。両親のコンピュータにアプリケーションをインストールし、第三希望校まで登

録する。するとアプリケーションが自動で通学距離を計算し、学校側がそれに基づいて入学

許可を決定する。兄弟を同じ学校に通わせたり、早生まれの子には通学距離の近いところに

通わせたり、人間的な配慮を講じる際は、手作業で行う。システムが全てを統括するわけで

はないが、助けにはなっている。 

生徒は eKoolを通じて、宿題、試験結果の履歴や学習進捗、教師からの連絡事項も確認で

きる。学校と教師は、出欠管理、成績管理、宿題管理、両親とのコミュニケーションに利用

できる。両親は、子供の学習内容や試験結果、宿題をチェックすることができる。子供が欠

席する際の連絡もここでする。その日に何を教えたかも分かるので、子供に復習を促すこと

もできる。 

Astra (Avita Publishing)Astra (Avita Publishing)Astra (Avita Publishing)Astra (Avita Publishing)    

eKoolと重複する部分はあるが、特徴としては宿題が何か確認できるだけではなく、宿題

そのものが教材として入っている（次頁の写真：左上・Rammo氏、右下・ユーザー画面イ
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メージ）。特に機器を選ばないし、インターネットで提出できるので、宿題を翌日学校に持

っていく必要もない。教師は、どの生徒がどの宿題を提出したかや、教材、担任クラス一覧

などを見ることができる。評価は点数を付けることもできるし、他の評価方法、相対的な評

価方法を選択することもできる。教師がグレードを付けると、生徒と両親がそれを見ること

ができる。評価方法について不満がある場合、生徒側が抗議する権利はあるが、システム上

ではなく校長や学部長宛ての手続きとなる。したがって、システムがあることにより親との

やりとりが増え、教師の負担が増すようなことはない。 

システムに含まれる教材も、教科書出版会社として重要なコンテンツ。インターネットに

接続されていることもあり、かなりインタラクティブで、外部からの画像や、動画のほか、

教師が準備した教材や文章を載せることも可能である。このように、一番面白い試みなのが、

教科書はあるがそれを教師が加工できる点にある。加工内容は、基本的には教師の責任で、

監査をするような形にはしていない。校長が確認したりはしている。27 

  

                                                
27 Basic Schools and Upper Secondary Schools Act（2014）により、教科書のデジタル化およびインタラクティブなソリ

ューションを可能とする環境が求められる。https://www.hm.ee/en/activities/digital-focus/hariduspilv-education-cloud 
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５. Pelgulinna 小学校                                   

日 時：2014年 12月 16日（火）9：30～11：00 

対応者：Ms. Birgy Lorenz, Development manager (ICT), Teacher, Pelgulinna Gymnasium 

プログラミング教育導入の背景：1996～1999 年に「タイガーリープ(虎の飛躍)プロジェク

ト」にて全ての学校にインターネット接続。2002 年に eKool 導入。2012 年に公立小学校で

初等教育の 1年目からアプリ開発を教えるカリキュラムがスタート。 

課外活動では、放課後にプログラミング等を学ぶグループをマイクロソフトの賛助で立ち上

げた（Smartlab プロジェクト） 

エストニアの小学校の多くではマインドストームを用い、1年

生から遊びながらプログラミングを学ぶことができる。アクティ

ビティグループは希望者が自由に参加し、個別に活動している。

義務教育には含まれないが、今後全校で教える政府方針である。

マイクロソフトのキネクト28で、どういう風にゲームをプログラ

ミングするかを子供に少しずつ紹介している。 

当校は 1～12学年（7～18歳）、930名の生徒が在籍している。

元々美術に力を入れており、子供の創造性を伸ばす教育に取り組

んでいる。コンピュータについては、小学 1～3年生はコンピュ

ータの基本的な使い方、そしてタブレットや携帯電話の使い方を

勉強している。4～9年生はもっと複雑になり、WakeApp開発や

ビデオのプログラムを勉強している。また 4～9年生は、選択科目として美術とＩＴに分か

れる。10～12年生は、プログラミングだけでなく経済、

情報学、国防の問題を含めて教える。我が国は人口が少

なく軍隊はそれほど大きくない。隣はロシアなのでいつ

も侵入される危機がある。したがって国防は基本中の基

本で、国のプログラムとして重視されてきたのだが、す

べての学校でこういったことをしているわけではない。

猟の技など、森の中でのサバイバル術も含むので、男子

学生にとってはとても魅力的のようだ。 

コンピュータグラフィクス、ウェブ開発、インターネ

ットセキュリティとともに、サイバーディフェンス、ハ

ッキングの問題を紹介する。国のサイバーディフェンス

リーグのメンバーで、当校で教えている人がいる。私も

ハッキングができ、皆に説明ができる。サイバーセキュ

                                                
28 http://www.xbox.com/ja-JP/kinect 
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リティをどのように教えるかというと、モラルの

問題にも関係する法律上の制限もあるので全てを

教えることは出来ないが、教育のために提供され

たサーバーの脆弱性をみつけるという形ではでき

る。戦うということは、ディフェンス（防御）だ

けでは戦えない。敵の攻撃の仕方を理解していな

いといけない。NATOではサイバーディフェンス

ゲームもやっている。エストニアのチームは攻撃

の仕方が分かっているので、攻撃の役回りだ。 

生徒たちには、ゲーム開発が魅力的のようだ。真面目なことばかりでなくて、パーティも

開く。学校中でWi-Fiが使え、どこでもアクセスできる。全てのクラスにプロジェクター

が設備されており、先生たちはカメラを持っているので、22のログで放送している。また、

人気のあるのはロボティックスという大会だ。自分のロボットが、例えば相撲ができるとか、

靴下をどれくらいうまく拾えるかとか、様々なロボットを作り、半分遊びながら勉強してい

る。イルベス大統領も常に注目しているが、子供が自分でアクティブに作成するのが望まし

く、そういう環境を提供したい。生徒の 97％はスマホを持っているので、既に持っている

ものをうまく利用したいと思う。 

現在、ＩＴの授業は 1週間に 1時間だけだが、できるだけ他の教科でもこの知識を生か

したいと思っている。小学校 1～3年生は自分のタブレットがない場合、タブレットを支給

している。4～9年生は自分のタブレットかラップトップを持

ち込む必要がある。情報モラルについても、規則が全て壁に掲

示してある。ネットいじめも意識して対策をしている。インタ

ーネットを通しても相手を大切にするのが重要と教えている。

従来、子供よりも教師の方がＩＴの知識が少なく、逆に子供に

教えられてきた。最近はバランスが取れ、先生も子供が何をや

っているか理解するようになり、子供に技術用語を使って教え

るようになった。 

eセーフティをどのように教えるか。壁に顔写真が並べて掲

示してあり、顔写真から人物を類推させる（左の写真）。例え

ば、この人はジャンパ－を着ているのでスポーツマンに見える

が、エストニアのＩＴ業界のリーダーで、90年代にエストニ

ア人にコンピュータを紹介した。では、このネクタイの男性は

誰か。実は動物園園長で、動物の様子をインターネットで見ら

れるようにした。ではこの親切そうに見える少年はどうか。も

しこんな子の Skypeアカウントから連絡されたら、返事をす

るか。この少年は、実は 17歳で 17人を学校で殺した。写真

だけでは想像がつかないが、子供にもそういうことを教える必
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要がある。 

ネットいじめについても、先生がソーシャルネットに参加し、子供がどういうことをやっ

ているかを監視している。監視しているだけでなく、市役所の専門家、警察のＥセーフティ

の専門家と相談しながら活動している。もし問題が起こった場合は、心理学的な問題があっ

たときは専門家や両親と相談しながら解決する。今最も問題なのは、子供はインターネット

でとてもアクティブになっている一方で、親はほとんど活動しておらず、子供が何をしてい

るかを理解していない。従ってこういうことを近い将来変えていきたい。社会省のスマート

ペアレントというプログラムがあり親を支援するプログラムが始まっているが、財源問題も

あり、普及していない。 

スマホ依存の問題については、テレビでも一緒のことで、自分の頭で考えずに受動的に視

聴しているなら悪い影響を与えていると思う。自分でいろいろ作ったり、新しいアプリケー

ションを作成したりしているならば、全く異なる。 

学校支援システムでは、eKool（前出）も使っているが、eスタジオも使っている。それ

はファイル交換や、メール機能も入っている。また政府が提供するシステムであれば、全て

の学校の情報が得られ、学校の違いなどを比べることができる。但し、技術の導入にはコモ

ンセンスが必要となる。たまにはタブレットやパソコンを使わず紙とペンを使えばいい。技

術が複雑すぎるとか、時間がかかり過ぎる場合は、利便性が減るのでやめた方がいい。 

    

  

（Lorenz先生）         （学校風景：クリスマスバザー） 
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６. タリン工科大学（Cybernetica、Guardtime）・国家情報システム庁（RIA）                          

日 時：2014年 12月 15日（月）13：30～15：30／（RIA）16日（火）13：00～14：30 

対応者：(TUT) Ms. Tea Varrak, Vice-Rector of Tallinn University of Technology 

Prof. Olaf Maennel,  Professor of Cyber Security at Tallinn University of Technology他 

(RIA) Mr. Jaan Priisalu, Director General, Estonian Information System Authority 

エストニア唯一の工科大学である当学は設立 100年、

学生数 13,000人、うち 10％は留学生（80か国以上）、

職員の 10％も外国出身である。市街地から少し離れた

ところにあり、森の中にある大学ということで、欧州一

学校施設・環境の整った学校に昨年選ばれた。8つの学

部があることにより、「テクニカルエンジニアリング」

「サイエンス」「社会科学」の 3本柱を揃えている。全

コースの 30％は英語で行われ、4つの修士課程が含まれ

る。産学の連携が盛んで、年間を通じて企業との契約が

300程あるので、ほぼ毎日新しい契約を結んでいる。ラ

ボ施設MEKTORY（右の写真、Varrak副学長）は学生・

教員・企業の協働を目的に設立された。三菱自動車と協

力し電気自動車の走行実験をしたが、つい 2週間前、同

社と再契約をした。日本の経済産業省とも協働し、電気

自動車を欧州で販売できるかを検討している。会津大学とも eサービス、eソリューション

に関するプロジェクト契約をした。施設には多数のラボがあり、自由に見学することができ

る。学生のスタートアップ支援もしている。国内では 7歳からの子供を対象としたプロジェ

クトもあり、昨年は 7,000人の子供たちがMEKTORYを訪れ、エストニア全土で人気であ

る。 

サイバーセキュリティ学科では、サイバ

ーセキュリティ修士課程と学術研究およ

び技術研究に取り組んでいる（右の写真、

Maennel教授）。現在の学生数は 200人

で、毎年 80～200人の生徒を受け入れるよ

う計画している。学科自体は小さいが、期

待は大きく、資金も集まっており、今後は

大学、民間企業、各機関とのコラボレーシ

ョンを増やしていきたい。CCDCOE

（NATO Cooperative Cyber Defense 

Centre of Excellence、NATOサイバー防
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衛センター）29がタリンにある。本学からの卒業生（Ph.D.）や博士課程在学中の学生がか

なりの頻度で CCDCOEと協働している。サイバーセキュリティ学科があるのはバルト３国

北欧地域含めて非常にまれである。その他の大学からの協力要請もあり、バルト 3国の大学

から教授法の協力を仰がれる。それ以上に離れている国に対しては遠隔授業を行っており、

インドやオーストラリアの大学とそのようなことを行っている。これは実験的な授業だが、

エストニア人はインターネットの人と言われているので、いかに物理的な距離を縮めること

ができるか、利活用できるかに良い結果が出ることを期待している。重要視しているのは、

サイバーセキュリティに関する技術的な研究、サイバー上の詐欺に対する研究、法的枠組み

の研究、そしてマネジメント、すなわちサイバー攻撃が起きたときの危機管理、指揮系統で

ある。どのように生徒たち及びこれからの若い人たちを指導していくかも重要で、指揮系統

や様々なシチュエーションを考える概念の部分を含めたいわゆる机上の演習、もう 1つが技

術的な演習がある。これは NATOで行われているロックシールド、国際的なサイバーディ

フェンス演習としては世界最大のものとなる。現在は通常のインターネット上のセキュリテ

ィに関する研究チームも発足し、ニクソン社という検知の会社と検知能力を高める共同研究

に入っている。その他にも一般的なネットワーク技術に関して色々な企業と協力関係を築き

たい。国際的な関係としては CCDCOE、フィンランド政府、オーストラリアのアデレード

大学、ケンブリッジ大学、ニクソン社等あるが将来的には日本とも協力したい。 

（（（（CyberneticaCyberneticaCyberneticaCybernetica））））30303030    

エストニア科学アカデミーを母体として 1997年に設立され、X-Roadの中核技術を作っ

ている。チームとしては 1993年に編成されており、20年以上が経過している。現在では電

子政府の構築、電子署名や認証、電子投票も手掛ける。暗号化の最新技術のプロダクト化の

研究もしている。別事業では灯台やブイを利用した物理的な海洋セキュリティ技術を港湾当

局や沿岸警備隊に提供している。事務所はタリンとタルトゥにあり、共に大学近くにある。

大学で講義を行うことにより学生との関係性を強めて、就職してもらう狙いもある。社員数

は 100名強。昨年実績は、売上は約 700万ユーロ。利益は 100万ユーロである。X-roadの

運用開始以来 12年間、妨害が成功したという事例はないが、次世代サーバーの実験を 2年

前から行っており、来年からの本格運用を予定している。同様にフィンランド政府が X-Road

を採用する。成功すれば X-Roadで繋がり、目標であったクロスボーダーの連携が始まる。

北欧を中心とした欧州諸国で注目されている。既にアゼルバイジャンでも採用、ナミビアで

は実験中である。電子投票では、今後、スマートマティック社31という世界最大の電子投票

を提供企業と提携する。 

    (Guardtime)(Guardtime)(Guardtime)(Guardtime)    32323232    

                                                
29 http://ccdcoe.org/ 
30 http://cyber.ee/ 
31 http://www.smartmatic.com/ 
32 http://guardtime.com/ 
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暗号化技術を基に 2007年にタリンで創業し、従業員数は約 70名（約 3分の 1が PHD

保有者）。特許技術がかなりあり、現在では 3,500万ユーロの収入となっている。以前はベ

ンチャーキャピタルも入っていたが、外部の株保有者は 2名33のみで、あとは従業員による

保有となっている。コア技術は KSI (Keyless Signature Infrastructure)で、大規模なデー

タでもリアルタイムで認証ができる。エストニア政府のほか、米国政府、中国政府も顧客で

ある。民間企業では、エリクソン社、ヒューレッドパッカード社等が採用している。KSI

は、データの外側に壁を作る。そのデータが重要なほど、壁は厚くならなければならない。

ただその壁が本当に有効か分からない。そこで GPSのようなものを搭載し、データのやり

とりのスナップショットを撮り、定期的に確認する。そこに、時間、証明内容、改ざんされ

ていないことに対する 3つの署名を行う。第 3者の認証を得ることなく、それ自体で判断

することができる。また、KSIは理論上、量子コンピュータを用いても解読に時間が追い付

かず、この点がガバナンスにとって重要である。 

国家情報システム庁（国家情報システム庁（国家情報システム庁（国家情報システム庁（RIARIARIARIA））））34343434    

エストニア政府の情報システムとそのセキュリティ、公開鍵基

盤（Public Key Infrastructure PKI）、EU構造基金の履行等を

管轄している（写真：Priisalu長官）。エストニアで電子政府が

実現できた最大の理由は、人員不足で元々バックアップ要員もい

ない。そこでバックアップを想定せずに作ろうと最初から努力し、

データ交換システム X-Road、市民ポータル（前出）を作った。

10年後はプロキシ―サーバーで情報が交換され、このようなポ

ータルが不要になる見込みがある。そうなると、様々な書類も交

換するシステム（Document Exchange Center）が必要であるこ

とが分かったため、その開発にも取り組んでいる。ＩＴインフラ

を通した新しいサービスの開発・法律整備等の支援も行う。隣国がロシアであるため、当然

セキュリティが大きな問題になった。サイバーセキュリティの緊急事態には、コンピュータ

緊急対応チーム（Computer Emergency Response Team 、CERT）が最初に対応する。事

件後の分析や将来の対策は次の段階で、国家重要情報インフラ保護局（CIIP、Critical 

Information Infrastructure Protection）で判断している。エストニアでは全てのＩＴプロ

セスには、ISKE（Three-level IT baseline security system ISKE）という政府基準がある。 

EU構造基金により、情報社会の意識啓発プログラムと資金提供のプログラムを行ってい

る。意識啓発プログラムでは、年間 70のイベントが行われ、うち 3分の 1は一般市民のセ

キュリティに関する知識を増やすための内容を提供している。一方的に教えるだけではなく、

様々なコミュニティが作られている。資金提供プログラムでは、一般国民向け且つサービス

内容が国民にとって重要と判断されれば資金が全額提供される。 

                                                
33 Sir. Li Ka-shing（Founder and Chairman, Horizons Ventures Ltd.）と伊藤穰一氏（実業家・MITメディアラボ所長） 
34 https://www.ria.ee/en/ 
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７. 電子政府アカデミー                                

日 時：2014年 12月 16日（火）15：00～17：00 

対応者：Dr. Arvo Ott, PhD, Executive Director, e-Governance Academy 

Ms. Liia Hanni, Program Director, e-Governance Academy（元社会問題相） 

組織の名前は「アカデミー」だが、学術団

体ではなく非営利・非政府組織である（写真、

Ott氏（左）とHanni氏（右））。学術関係

では、タリン工科大学の電子政府の修士課程

の講義支援や電子政府に焦点を当てたリサー

チも行っているが、主に開発途上国を中心と

した電子政府導入のコンサルティング等にプ

ロジェクトベースで取り組む。技術的な指導

はパレスチナ、ナミビア、キルギスタンにお

いて終了しており、今後やモーリシャスやブ

ータンにおいて行う。世界中にパートナーがおり、日本では東京大学と協働している。 

エストニアは面積も人口規模も小さいため、電子政府の概念構築や技術導入は簡単であっ

たと思われがちだが、実際は国の規模に関係ない。エストニアの電子政府を成功に導いたの

は、民間企業の優秀な技術とイノベーションであったと思う。最も複雑になるのは、政治・

行政の決断や導入のための関係構築といえる。条件は国によって違うかもしれないが、我々

の経験を基に他国にアドバイスをすることができる。日本は技術に長けた企業が多いと思う

が、どんなに高い技術を持っていてもそれをどのように利活用されているかが重要であり、

その部分では苦労されているように思う。 

コンサルティング事業のプロセスとしては、まず受入国における体制や期間はどうか、相

手方と話す。1週間程度、相手国から来てもらい、様々な議論を行った後に、今度はこちら

から人を派遣して、調査をするほか、セミナーを開いて知識移転から始める。知識移転を深

めた上で最終的には技術移転ということになる。当方の体制としては、大抵 5～6名の専門

家の他、プロジェクトマネジメントを担当する役所や、技術的な知識が必要な場合は民間企

業を引き連れていく。受入国の体制では、電子政府構築メンバーとして行政から大抵 10～

15名程度がキーパーソンとして含まれる。 

しかし、エストニアで素晴らしく稼働している電子政府のシステムが、そのまま他の国で

機能するかと言えばそうではない。各国における様々な行政事情に合わせなければならない

ため、フィジビリティースタディの段階を設けている。電子政府の概念には 2つの要素があ

り、1つはサービスの電子化と、もう 1つが電子民主主義である。電子化が行われることに

よって市民が行政に距離が近くなり、それにより、どのような形で国民が政治や行政に参加

していくものの概念が必要になる。したがって、電子政府アカデミーの提供プログラムは、
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一般的に電子政府と呼ばれる中央政府の電子化、地方政府の電子化とは別のものとなる。す

なわち、電子民主主義にもとづく教育や、サイバーセキュリティが含まれる。様々なサービ

スや色々な普及啓蒙活動も進めている。 

電子政府の導入にあたり、関心事項となっているのが、組織、法的枠組み、財政、技術で

ある。財政や技術は実は大きな問題ではなく、組織や法的枠組みが特に複雑となる。長年、

電子政府の構築に携わっていたが、技術の専門であるにもかかわらず、8割方は組織の問題

と法的枠組みの問題を扱ってきた。要件としては、政治的に安定していることが最重要で、

次にそれを率いる人達のリーダーシップ、政治的な意思が大切になる。技術的なことの優先

順位は最後。電子政府のサービスはこのような形で提供されなければならず、市民にワンス

トップで受けられることが大切である。例えば、X-Road（前出）はその基本的なアーキテ

クチャーであり、12年使われている。コスト削減のほか、集中化しないことでリスクを回

避できるというメリットもある。当初は、導入に抵抗もあり、2000～2001年のパイロット

期間時点では 2省庁しか参加しなかった。技術者が各役所を回り、導入理由を技術的かつ論

理的に説明していき、理解を得て克服した。 

ブータンでは、電子政府のシステムはインド企業が作っていたが、保守費にかなりの金額

かかかり、ベンダーロックインが行われていた。そこで、データベースの所有権や保守の意

思決定権は政府にないといけない、とアドバイスした。その国の電子政府がどうあるべきか

の概念を聞いて、既に構築されたものを含めて検証し、法的枠組みの上での検証を行う。最

後に、技術が正しく履行されているか、民間企業を交えて検証する。 

国民 IDに関しては、モバイル IDとカードがあり、もともとカードから始まったが、も

し今始めるとしたらモバイル IDから始める。サービスは常にシンプルな、使える形で提供

されなければならない。その前提である限り、「使えないのではないか」という心配はする

必要がない。ただ、モバイル IDで懸念されるのはセキュリティの問題で、人々は携帯を電

話として使っていて、それが本当に自分の全ての情報について操作できるものという認識が

ない。銀行カードのように決して他人に暗証番号を見せないとか、そういった意識が足りな

い。そこをどのように説得するか。 

電子政府について、どのようなサービスを政府が提供するか、市民はどのようなサービス

を享受できるかということが中心的に議論されているが、重要なのは、逆の流れ。すなわち

市民が行政、政治にどのような影響を与えられるかということである。重要なのは、市民が

「作り上げられた技術」をどのように使っていくか。使い方の 1つとして、草の根運動のよ

うなものが非常にやりやすくなる。政治サイドにとってもインターネットは重要な意味を持

つメディアになる。実現するためには、情報公開法や、知る権利を守る法律を作って遵守し

ていくことが大切である 

エストニアでは広報活動が積極的に行われている。できる限りの情報を公開することが大

切で、個人情報や国の秘匿事項以外は全て公開すべきと考えている。そこから進むとオープ

ンデータに行きつく。オープンデータは無料で開放されなければならず、それらを私企業等
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が有効に活用していく面で政府が支援しなければならない。しかしエストニアでもオープン

データは課題になっている。いくつかの政府機関は、それ自身の価値を高めるためかは不明

だが、料金を徴収している。それはあってはならない姿勢であり、そのためにデータ保護監

査機関（前出）がある。現在起きていることについて監査をするほか、新サービスや、新手

法による情報交換が行われる上で、今後どのように情報が守られていかなければならないか

の研究をしている。 

一方、市民ポータル（前出）では、

本人の情報や、どのようなデータを

政府が保有しているかを市民自身で

監督することも重要なことである。

e-参加ポータル（2006年導入

の”Today I Decide”35の後、現在は

Osale.ee）36では、議会の透明性の確

保にも取り組み、各議員が何に賛成

反対、議論の動向が全て公開される。

議会のウェブサイト37（写真）からも

議員本人のソーシャルメディアへの

リンクがある。 

政府は、国民が法案に対してどんなことを望んでいるか、どんな意見を持っているかをイ

ンタラクティブに集めることができる。これは前段階における情報開示のように簡単なもの

ではなく、様々なメカニズムやフレームワークがあり、全てに配慮しなければならない。電

子政府でも国毎に差異があると述べたが、電子民主主義の方がさらに状況は異なる。市民が

政治や行政に参加しやすいよう e-参加ポータル（前出）が設けられたが、市民はまだまだ満

足していない。ウェブ上にコメントは残せるが、反映されているかは未知数だからだ。市民

はいまだに望まぬ法案が可決されるとデモをする。このようなことを避けるためには互いの

考える民主主義の違いを理解しなければならない。 

市民はどんどん変化している。以前は選挙でしか参加できなかったが、（ネットを通じて）

毎日参加できるようになり、政治的決断に対する環境も変わってくる。環境の急速な変化は

エストニアだけの問題ではない。そのための政府間の協力の枠組みとしてオープンガバメン

トパートナーシップ38を組んでいる。社会環境の変化の研究とその協議の場であるが、日本

は参加していない。国際的な基準を設けることも 1つの役割だが、それ以上に国内の市民社

会と政治の関わりが変わっていくことを皆で論議する必要がある。社会環境が急変している

ので、このような取り組みの必要性を強く感じている。エストニア政府のアクションプラン

                                                
35 現在は、EUプロジェクト「TID+」として展開。参考：http://tidplus.net/project/ 
36 https://www.osale.ee/ 
37 http://www.riigikogu.ee/ 
38 2011年発足。現在 65ヶ国で構成。http://www.opengovpartnership.org/ 
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では、市民参加型の政治的決断として公的資金使途の透明性の向上については、既に精度を

高めている。今後数年で実現したいのが、市民の政治的決断に対する「参加」をどのように

していくかのワンストップショップである。現在は技術的な環境が進んでいるし、既存の利

用されているチャネルも活用している。 

警察も Facebookで交通規制等の情報を公開している。大統領も Facebookやツイッター

を通じて情報を発信している。この利点は政策のコンサルテーションが市民の側からもでき

るということ。エストニア人はより良い民主主義に対して欲求があり、近年クラウドソーシ

ング民主主義39が出てきた。現与党が前政権の時代に、政党に対する寄付金の出所が分から

ない問題があり、それを追求するようなことが行われた。市民に広くから解決方法を求める

ということでこのようなものを設けた。政党の透明性の程度や、他の党と比べて透明性に関

してどうかという情報を公開している。これらは、実は大統領がパトロンになっていて、大

統領はここで話されている内容を議論されている実際の議会に持ち込む。基本はインターネ

ットを通じて集められるが、手紙で送ることもでき、すでに 1万件のアイデアが提案されて

いる。多くのプロセスを踏むが、それが実際に持ち込まれる記念日もある。最終的には 20

以上の意見が議会に提案された。 

一番重要なのは民主主義に対する意識を改革すること。常に参加していくのが当たり前だ

というような意識に変えていかなければならない。産業革命と同じように、民主主義の革命

がこのインターネットにより出てくる。懸念はあるが、トータルではいい方向に進んでいく

と思う。まだ、こうあるべきだと発信している段階だが、政府とともに市民にもそういった

意志を持たす必要があり、その後に民主主義が変わってくる。今は信頼の醸成が冷え切って

いる状況にある。それは対話がなされていないということ。市民は政治家を批判することし

かしない。コミュニケーションが始まれば、どの方向に進むかが自分の感覚で分かるように

なる。単純にどんな情報を載せたらすぐに関心を持つといったことではない。対話をどのよ

うに導くか。一人一人の市民が、どうふるまわなければならないか。それが結果的に政治や

政府を変えられないとしても意識を高めておくことが大切だ。 
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