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Society 5.0
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出典：Society 5.0 - 科学技術政策 - 内閣府https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度
に融合させたシステムにより、
経済発展と社会的課題の解決
を両立する、
人間中心の社会（Society）



2



3

医療のSociety5.0を
教育のSociety5.0に
置き換えてみる

継続的な学習

クラス単位の画一的な教育

進歩するEdTech

個別化

出典：Society 5.0のヘルスケア| 経団連 |KeidanrenSDGs、
https://www.keidanrensdgs.com/healthcare-in-society-5-0-jp
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出典：Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会、新たな時代を豊かに生きる力の育成に関する省内タスクフォース、
” Society 5.0 に向けた人材育成 ～社会が変わる、学びが変わる～”、平成30年6月5日



Society 5.0 における学校
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一斉一律の授業スタイルの限界から抜け出し、
読解力等の基盤的学力を確実に習得させつつ、
個人の進度や能力、関心に応じた学びの場となる
ことが可能となる。
また、同一学年での学習に加えて、学習履歴や
学習到達度、学習課題に応じた異年齢・異学年
集団での協働学習も広げていくことができるだろう。

出典：Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会、新たな時代を豊かに生きる力の育成に関する省内タスクフォース、
” Society 5.0 に向けた人材育成 ～社会が変わる、学びが変わる～”、平成30年6月5日



7



8

Digital Badges

Caliper

QTI

LTI
OneRoster



パネルディスカッション

学習技術標準による学習教育データの活用事例

eラーニングアワード
2019フォーラム

IMS Japanトラック

9:50 Digital Badges, OneRoster, Caliper, LTI, QTI
10:05 モデレータ質問に対するパネルディスカッション
10:15 会場を交えたパネルディスカッション
10:40 終了



パネルディスカッション
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Digital Badges 秦隆博（デジタル・ナレッジ）
OneRoster 久保美那子（IMS認定 訓練/実装支援管理士）
Caliper 李 在範（IMS認定 訓練/実装支援管理士）
LTI 田中頼人（サイバー大学）
QTI 永井正一（インフォザイン）
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標準概要

Digital Badges: IMS Open Badges Ver. 2.0

人材育成との関連と課題

システム事例
• オープンバッジとは、バッジをデザインしたPNG/SVG画

像に、学習成果に関する標準化されたメタデータを
JSON-LD形式で埋め込むための仕様。

• メタデータには、誰がバッジを獲得し、誰がそれを発行
し、どんな学習成果を達成したかについてJSON-LD形
式で記述されているので、そのLINKを辿ることでメタ
データの内容を検証することができる。

• 検証可能な学習成果データが標準化されることにより、
従来より学習成果データを蓄積しているLMSやSISだけ
でなく、HRDや人材採用システム、人材バンクなどのシ

ステムと連携することにより、人材の最適化・流動化を
促進する。

• バッジという視覚化された知識・スキルに基づいたプロ
フェッショナルを示すことにより、スキル向上などの動機
が向上し、学習する組織の評価を的確に実施すること
ができる。

SVG

PNG
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生徒情報システム（SIS）と学習系システム・アプリ間で、

• クラス名簿（Roster）
• 授業の教材や課題（Resources）
• 成績情報（Gradebook Results）

を共有するための技術標準。
CSVファイルでのバッチ処理、REST APIでのリアルタイム処
理の2通りの方法が提供される。

OneRoster

システム間における「名簿」と「成績」の管理

• ICT環境の整備をすすめるに当たり、複数のアプリが個々
に「名簿」を所有・管理するのは運用上に課題がある。

• 「学びのポートフォリオ」は、複数のシステム・アプリ
を用いて行われた「学習成果物」を統一的に扱割れるこ
とが望ましい。

• 複数のシステムで「スタディ・ログ」を統一的に扱うた
めには、システム間での名簿（ID）が統一されているこ
とが望ましい。

• 小中学校のネットワーク・システム構成例
• 校務系ネットワーク内の教育委員会や職員室にある名簿情
報を、学習系ネットワーク内にある学習アプリ・システム
へ渡し、共通運用する。

• 学習系システム・アプリで学んだ結果（教材情報、成績）
を、校務系システムへ戻し、学習成績へ反映する。

• 学習管理システム（LMS）や学びのポートフォリオをどこ
に置くのかは、今後の検討課題（？）

学習系NW校務系NW 校務情報系NW
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標準概要

• IMS GLOBALが策定を進める学習の
測定方法の標準

• 標準学習履歴の仕様
• 学習履歴の相互運用性確立

Caliper

人材育成との関連と課題
• 学習履歴データの標準化による活動事例は
増えている。

• 目的により分析・評価が違う観点を持つ。
• 標準学習履歴データは個人情報も含めるケー
スもあり、保管場所と公開・非公開の基準な
どを国内現状に合わせて策定する必要がある。

システム事例

• NetLearning社の構成の一部
• 蓄積されたデータはダッシュボードで確認・
参照可能

• 学習履歴の個別可視化実現
• 相互運用として学習履歴データは他プラット
フォーム・サービスでそのまま利用可能

先生・管理者
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標準概要

LTI (Learning Tools Interoperability)

人材育成との関連と課題

システム事例
• LMSと外部のツールを連携させるための技術標準。
• LMS側を Platform (旧 ToolConsumer) 外部ツール
側を Tool (旧 ToolProvider) と呼ぶ。

• Platform から起動された Tool は、学習者からは
Platform の一部のように見える。

• 文部科学省の「Society 5.0 に向けた人材育成
～社会が変わる、学びが変わる～」に「エコシステム
を創造するプラットフォーム・ビジネス」への言及がある。

• 自律的なエコシステムを持続させるためには、システム
間の相互運用性が重要。

Platform

Tool

国内海外
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アセスメントやアンケートなどに関して問題の
作成システム，問題バンク，CBT実施エンジン等
の間で相互運用性を確保するための技術標準。
QTI3.0
・アダプティブテスト
・APIPの統合
・アクセシビリティをさらに向上

QTI (Question and Test Interoperability)

ラーニングの結果を判定する部分がアセスメン
トでありQTIを利用することで，QTI対応システ
ム間での相互運用が可能になる。
結果の集計，テストの共有など，ベンダーロッ
クインから解放される。

システム事例
• フランス，イタリアを中心として，オンライン方式での学力調査
で活用されている。今後，各国で作成した問題を共有するこ
とを検討している。

• OECD PISA調査も同様にQTI（PCI)を採用しており，K-12
においては，調査等でQTIを利用することは主流となっている。

• 日本では，全国学力・学習状況調査（話すこと）調査に
おいて約100万人に対して，一斉テストを行った際に利用さ
れた。



パネリストへの質問
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日本IMS協会に参加する意義？



SLIDOによる会場参加型セッション
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https://app.sli.do/event/gbbqklm8

WiFi
solacity01
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