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Abstract
It is widely speaking that the Internet will change whole educational settings.
However it is not true. There might be something to be remained after the introduction
of Internet into the school and something terrible might be waiting for the society such
as “digital divide”. It is also possible that the introduction of Internet PC into the school
increases disparities between excellent students and inferior students.
The author reviews the effects of introduction of information technology into school,
especially the introduction of Internet PC. First the author starts this paper with
reviewing brief historical backgound of information technologies in Japan (Information
Superhighway, Virtual Agency, and “Information A, B, C”). Next the author reviews
important tools for education, such as web-browsing, search engines, Mailing Lists,
Web-based Bulletine Board System, filtering software, and so on. Some new aspects of
digital divide in Japan and necessity of authoring tool for the teachers are discussed in
the final section.
Keywords: information technology, Internet PC, digital divide, authoring tool

１. 歴史的経緯
はじめに簡単な歴史的背景について述べ，次に，何が重要な概念であるか概観する。教
育の情報化については，以下の 3 つのキーワードを押さえれば大まかな流れを理解するこ
とができる。それは，
（1）情報スーパーハイウェイ，（2）文部省の報告書『情報化の進展
に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議』，（3）
「情報 A・B・C」の学校現場への導入である。

1.1 情報スーパーハイウェイ（Information Superhighway）
この計画が一番はじめに公にされたのは，1992 年の大統領選挙の公約であった。この時
期に，クリントン大統領は情報通信の重要性を強く認識したゴア副大統領を迎えて，情報
スーパーハイウェイの実現を公約として掲げて選挙戦を戦ったということは，その先見性
の高さについて目を見張るものがある。たとえば，そもそも WWW というものは，ティム・
バーナス＝リーが CERN の研究スタッフだった 1989 年頃に提唱しはじめた技術である。つ
まり，この計画が立案されたのは実質的に WWW がまだ存在しなかった時期であり，もちろ
ん，Netscape や Internet Explorer といったソフトは影も形もなかった。日本では，非常
に使い勝手の悪い Windows3.0 が出回っていた頃であり，翌年になって，使い勝手が大幅に
改善された MS‑Windows の 3.1 がようやくリリースされた。この時期の情報通信といえば，
Nifty を代表とするパーソナルコンピュータをベースとした BBS（Bulletine Board System）
が一般的なものであり，いわゆるインターネットと呼ばれる TCP/IP 接続に基づく情報通信
網を利用した活動は，ポピュラーだったとはとてもいえない。そもそも，ソフトウェア自
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体も高価であったが，それを走らせるパーソナルコンピュータが 50 万円台で売られていた
ので，コンピュータを利用している人口自体がかなり少なかったといえよう。
さて，このような状況の中で，クリントン大統領がどのような政策を公約として掲げて
いったのであろうか。その骨子を短くまとめると，
『全てのアメリカ国民が，いつでもどこ
でも情報にアクセスし相互通信ができる NII（National Information Infrastructure）を
構築する』となるであろう。この NII を構築するためには，
『ネットワーク以外にも，ソフ
トウエア，データベース，そして，コンピュータ以外にも，人工衛星，テレビや電話，ス
キャナー，カメラなど様々な情報機器を整備し，そして，専門家を育成し，アメリカ国民
の情報リテラシの底上げを行う』ことが必要であるという具体的な施策の説明へと続く。
つまり，近未来の社会を考える上で情報化は避けて通れない変化であり，"What is NII?"[1]
に示されている通り，情報ハイウェイ計画とは，アメリカ国民がこの変化に取り残されず
更には世界をリードできるために，どのようなことに取り組むべきかということから導き
出された計画といえよう。
そして，上述したとおり，NII を構築するためにはハードウエア類の開発も必要であるが，
それを活用する人的資源がより重要となる。このことは実際に，NII に関する 情報ガイド
[2]の一番初めの項目に「教育と生涯学習（Education and Lifelong learning）」が掲げら
れていることからも，アメリカ政府がいかにこの人的資源の育成を重視しているかが推測
できる。

1.2 日本版情報スーパーハイウェイ構想と「教育の情報化プロジェクト」
基本的な骨子は，クリントン大統領とゴア副大統領が掲げた計画をほぼそのまま踏襲し
たような内容となっている。具体的な内容は高度情報通信社会推進本部が提出した 「高度
情報通信社会推進に向けた基本方針」[3]に書かれている通りである。たとえば，当面の目
標として，
（1）電子商取引等推進のための環境整備，（2）公共分野の情報化，（3）情報リ
テラシーの向上，人材育成，教育の情報化（4）ネットワークインフラの整備が掲げられて
いる。ただし，基本的な骨子は日本とアメリカとで非常によく似ているものの，情報の提
示順序を見た限りこれまでの日本の行政と同様に，箱モノを優先させた雰囲気が漂ってい
るように感じられる。これが推測が本当に杞憂であるかの議論は後で論じることにして，
本節では教育面の対応について考察していきたい。
さて，教育に関しても，社会的インフラの変遷を理解した上で，未来の社会に生きる子
どもたちがどのような能力を身につけておくべきかを考え，その答えの一つとして情報処
理能力を挙げている点はアメリカと同じである。情報教育には，情報社会を支える専門家
の育成という側面と，情報社会で生き抜く能力の育成という側面とがあるはずだが，上記
の「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」でいう能力とは，後者の側面が強くなって
いる。つまり，
「読み・書き・ソロバン」と同じ程度の極めて基本的な基礎学力として，情
報機器の操作への習熟が挙げられているといえよう。
そこで掲げられている基礎的学力としては，（1）生きる力，（2）
「情報」の科学的な理解，
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（3）情報社会に参画する態度の修得がある。
（2）と（3）については次の節で解説するが，
（1）の「生きる力」とは昨今の教育現場で非常に重要視されている言葉である。しかし，
この言葉が具体的に何を指しているか，すぐには理解しにくい曖昧な言葉である。おそら
く，一般には「生きる力」と聞いたならば，その解釈としては「手に職を付ける」といっ
た内容になると思われる。しかしながら，「生きる力の修得」を教育の情報化の文脈で語ら
れる内容に絞って要約すると，
「自己学習能力の促進」と言い換えることができるであろう。
たとえば，あるトピックに対して興味・疑問を持ち，資料やデータを収集，分類・整理
し，分かったことをまとめて発表する能力を身につけさせるのが，「生きる力の修得」の眼
目といえるであろう。この興味・分析・発表のプロセスで，いかに情報機器を効率よく使
いこなすかが近年の社会では重要視されており，このような能力が「情報活用能力」とか
「情報リテラシー」と呼ばれている学力・能力の実態となっている。もちろん，この種の
能力はコンピュータを使わなくとも伸ばすことが可能であろうし，事実，これまでの人々
はコンピュータを使わなくとも十分な分析能力を身につけることができた。しかしながら，
これからの社会的インフラの変遷と社会の情報化を考えてみると，全ての日本国民が，情
報通信機器を有効に活用して「生きる力」を効率よく発揮できることが必要とされている。
つまり，この場合の生きる力の修得とは，「情報機器」を使いこなしながら，
「自己学習能
力」を修得し促進させることを意味しているとといえるであろう。
そして，学校教育全体の中では，以下のような流れに沿って上述した「情報機器を活用
した生きる力」を修得することが望まれている。まず，小学校から中学校前半では，(1)基
本的な情報処理能力を総合的学習で養い，中学校後半以降は，(2)より専門的な知識（教科
科目）を基盤とした学際的学習を行うことが期待されているといえよう。つまり，中学校
の後半以降では，卒論に相当するようなしっかりとしたレポートを執筆するための重要な
ツールとして，あたかも実際の研究者が利用しているがごとく，コンピュータを駆使して
いくことが望まれているといえるであろう。

1.3 情報 A・B・C の位置づけ
2003 年度から独立した教科科目として，「情報 A・B・C」が高校で導入される。
「情報」
の添字である A，B，C は，それぞれが内容的に異なっていることを表現している。実際に
開講されるのが 2003 年度であるため具体的な教科書はまだ出揃ってはいないものの，情報
処理学会が文部省初等中等教育局に提出した提案書に基づいて，試作教科書[4]が一応の雛
形として公開されている。この「試作教科書」の紹介文として情報処理学会は，
『情報処理
学会初等中等情報教育委員会ワーキング・グルー プが，学会の調査研究活動として，普通
教科「情報」の具体的内容について提案する目的で作成し，多くの方々に広く議論してい
ただく目的で一般に公 開しているものであり，教科書そのものではなく，また文部行政と
は まったく関係がありません』という文章を掲げているが，標準的な教科書として採用さ
れそうな雰囲気である。細かい章立に関しては変更があるだろうが，少なくとも教科書に
盛り込むべき内容についてはあまり変化がないと予想される。
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さて，上記の教科書案と 文部省の報告書「体系的な情報教育の実施に向けて」[5]を参
考にして，この「情報」という科目がどのようなものであるか説明していきたい。まず初
めに「情報 A」の説明は後にして，「情報 B」と「情報 C」の内容について説明しよう。
「情報 B」を分かりやすく説明すると理系科目となるだろう。つまり，数理科学的素養を
鍛える科目となっている。基本的な骨子をまとめれば，
『コンピュータにおける情報の表し
方や処理の仕組み，情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させ，問題解決におい
て，コンピュータを効果的に活用するための科学的な考え方や方法を修得させる』となる。
具体的には，情報の表し方と処理手順の工夫の 1 つとして，アルゴリズム（e.g., ソート
プログラムの比較など）の必要性を理解させたりする。また，問題のモデル化，予測に関
して，コンピュータを積極的に活用するよう働きかける。つまり，時系列データの中から
ある一定のパターンを見出すのに，コンピュータを利用する事例などが紹介されることに
なる。その他にも，インターフェースデザインの重要性，バリアフリー設計などについて
も学ぶことになっている。
次に「情報 C」であるが，この科目を「情報 B」との対比で分かりやすく説明するならば
文系科目となるだろう。基本的な骨子をまとめれば，『情報のデジタル化やネットワークの
特性を理解させ，表現やコミュニケーションなどを効果的に活用する能力を養うとともに，
情報化の進展が社会に及ぼす影響を理解させ，情報社会に参加する上での望ましい態度を
育てる』となる。具体的には，マルチモーダルなディジタルコンテンツの特性理解と，ネ
ット技術の基本的メカニズムの理解，情報の発信・収集に伴う問題（著作権など）の理解
などについて，学ぶことになっている。
以上の「情報 B・C」に対して，では，一体「情報 A」がどのように位置づけられている
かであるが，これは，
「情報 B・C」の内容を極めて薄く平たく延ばしたような内容となって
いる。この科目で扱うべき内容としては，『コンピュータの活用を通じて，情報を適切に収
集・発信するための基礎的な知識と技能を修得させる』ことが掲げられている。しかしな
がら，具体的な技能としてはメールの活用と WWW の活用に留まっており，それより内容的
に深めたものは扱わない。つまり，大胆に言い切ってしまうと，小学生高学年から中学生
で修得すべき非常にベーシックな情報処理能力を，高校でフォローする科目として位置づ
けられているといえるであろう。そのような意味では，現時点（平成 12 年度）で大学の教
養基礎科目として出講されている『情報機器の操作（宮城教育大では「道具としてのコン
ピュータ」として出講）
』と同程度の内容といえるかも知れない。
したがって，おそらく今後 10 年もしないうちに「情報 A」は廃止されることが予想され
ている（教育と情報座談会，2000）
。これは単純に，あと 10 年もしないうちに，小学校の
段階でメールや WWW の活用がごく当たり前の話になるからである。おそらく，10 年後の高
校生にとってメールや WWW が使えるのは当たり前で，彼らが高校で学ぶ「情報」はそれ以
上の内容とならなければいけないはずである。つまり，それ以上の内容について学ぶのが，
高校で開講される「情報 B」や「情報 C」になるはずである。ただし，現時点では「情報 B/C」
を担当できる教員自体がそれほど多くはないことや，全く PC をさわったことがないという
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学生が多数いることから，
「情報 A」の存在意義も十分にあるといえるであろう。しかし，
そのような啓蒙の時代は，実質的にあと 4・5 年もしたら終わってしまうはずであり，それ
と同時に「情報 A」の存在意義も消失すると予想される。
以下の章では， 文部省の答申「体系的な情報教育の実施に向けて」[5]とバーチャル・
エージェンシー「教育の情報化プロジェクト」報告の概要[6]を基にして，実際の教育現場
でどのように情報機器，インターネットを活用していくか考察していきたい。

２. 辞書としてのインターネット
辞書としてインターネットを桜とい終わ∫倩聶儿痆檞
粳 こと
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による自己申請や他者推薦）で Web ページのデータベースを作っているのは，
現在では Yahoo
だけであろう。ロボット型の検索サイトとは，定期巡航しているロボットが収集してきた
データから，（全文）検索インデックスを作成して提供するシステムである。登録型の検索
サイトは別名ディレクトリサービスと呼ばれることもある。また，検索サイトがこの種の
ディレクトリサービスを提供することによって，検索サイトはポータルサイト（portal
site）と機能していることが多い。ここでいうところのポータルとは，（インターネットの）
玄関・窓口という意味で使われているが，現在はポータルサイトは"第 3 のデスクトップ（常
に露出される画面）"と位置づけられている。つまり，テレビを視聴するときに流されるコ
マーシャルフィルムと同様に，この第 3 のデスクトップを制覇できれば，世界でも有数の
広告媒体となるといえるであろう。たとえば，ネットバブルも沈静化の傾向にあるが，Yahoo
といったインターネット関連企業の株価が高いのは，第 3 のデスクトップが広告メディア
として重要視されているからである。
以下のリストは主に日本のサイトが対象のものである。ロボット型の検索サイトもポー
タルサイト化が進んだ結果，ジャンルやおすすめ情報の併用，掲示板システムや様々なデ
ータベースとの連係が当たり前のようになっている。その結果，登録型ディレクトリサー
ビスとロボット検索型サイトとの違いは実質的になくなりつつある。
* Yahoo Japan（ 登録型サイト）[10]
* Infoseek Japan[11]
* Goo[12]
* Fresh Eye[13]
* NTT Directory （登録型サイト）[14]
* Lycos Japan.[15]
ただし，ここでよく注意する必要があることは，上記の一連の検索エンジンでカバーさ
れている Web ページは，Web ページの総数の僅か 16 パーセントに過ぎないということであ
る（Lawrence & Giles [16]）。特に，Lawrence & Giles によれば，大学などの研究機関を
中心とした教育・学術系のサイトの網羅率が，驚くほど低いと述べられている。これが本
当であれば，インターネットを使った調べ学習のやりを根本から見直さなければならない
可能性もあるだろう。
また，検索を行うことによって何が調べられるかが，指定される検索語によって決まっ
てしまうため，検索によって実際にどれほどの広がりが出てくるのかがよく分からないこ
とにも注意すべきであろう。つまり，調べ学習などでは，生徒が自らの身の丈に合わせた
問題設定や評価基準の設定を行っていくわけだが，無知をベースにした調べ学習には，自
ずと限界が生じることも予想される。おそらく，高校時代の不得意科目などがまさにそう
だと思われるが，不得意科目で何がもっとも深刻な問題かというと，
「何が分からないかが
分からない」という状態であろう。たとえば，当たり前の話であるが，辞書や百科事典と
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してインターネットを活用するのは構わないが，辞書や百科事典だけで学習が成立するわ
けではない。一度の検索で意中のページを探し当てられれば良いが，たいていの場合は二
度三度と検索語を変えて検索する必要がある。そういうい場面で必要とされるのはその領
域についての知識であって，検索エンジンに関する知識ではない。既にある程度の基礎学
力があって，なおかつ「調べ学習」を積極的に行う生徒たち，薄っぺらい教科書だけでは
不満な優秀な生徒たちにとって，インターネットは優れた教科書になる可能性はあるが，
そうでない生徒たちにとってはなんの意味も持たないかも知れない。
したがって，WWW は情報の大海と言いながらも，実際にはそれを検索する唯一の手だてで
ある検索エンジンの網羅率は驚くほど低いし，運良くヒット数が多い状況であっても，単
に情報の大海に生徒を突き落とすだけになりかねないということである。このような問題
を解決するためには，教師があらかじめ関連トピックについてのリンクページを作ったり
するなど，事前準備が必要となるはずである。

３. メディアリテラシー教育
テレビのニュース番組や新聞の記事には，間違いないしは意図的な間違いやデマが多い。
たとえば，「宇崎喜代美のホームページへ[17]」 というページでは，タイで逮捕された田
中義三氏や，ビルマ学生による大使館占拠事件の真相が書かれている。単純に言ってしま
えば，この 2 つの事件は，逮捕された側（田中氏）も占拠した側（ビルマ人学生）も悪く
はないということになるが，新聞では完全に逆の扱いをしていた。
もちろん，全ての記事，ニュースが大本営発表のように嘘でかためられたデマばかりと
いうわけではない。また，ニュースで提示された情報というのは，特定の立場で必ず編集，
加工されたものであるが，これ自体は別に悪いことではない。全ての情報を編集せずに公
平に提供することは望ましいかも知れないが，なにが重要であるかが分かりづらくなるこ
ともあるだろうし，編者のオリジナリティを発揮する余地もなくなってしまう。
しかしながら，よく指摘されることではあるが，海外のメディアと日本のメディアとで
同じ事件であるのに扱い方が異なるケースが数多くある。ことの真相は実際に現地に行っ
て自分の目で確かめない限り分からないが，少なくとも，何らかの利害関係に基づいた事
件であるならば，もう一方の別の立場から眺めた情報を知らない限り，かなり歪んだ理解
になってしまうおそれがある。また，署名記事であればまだしも，署名がない記事で，「一
般の人々は・・・」と書かれていると，
「一般の人はそうなのか」と思考を停止させてつい
つい信じ込んでしまうこともある。原則として，マスメディアと呼ばれるものは全て偏向
していて，ある程度のバイアスがかかっているものと考えて受容すべきである。しかし，
多くの場合，その偏向具合をボカした形で情報が提供されるので，よく気をつける必要が
ある。偏向していること自体は悪いことではないが，それを有耶無耶にしてあたかも中立
的であるような素振りをしているメディアが多いので，少なくとも，話を鵜呑みにしない
ことは重要であろう。
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こういった情報の歪みを補正するときに，Web ページを中心としたインターネット環境は
有効に機能する。つまり，生徒が見聞きしたニュース以外の別の視点で描かれたニュース
を，上記の情報検索，辞書機能を利用して，かなり容易にタダで入手できるということで
ある。人は一般的に，新聞や雑誌，テレビなど，マスメディアの権威性を誤って高く評価
しがちであるが，上記のような Web ページを見ることによって，マスメディアにに対して
ニュートラルに接する態度を形成できるようになる可能性もある。
ただし，Web ページというものは，検閲や情報統制による影響を受けやすいメディアとい
えるし，極端なバイアスがかかった情報が意図的に流されることもある。つまり，複数の
情報ソースを持つことが重要であって，Web ページ上の情報に過剰な信頼をおくのは，新聞
だけを情報ソースにすること以上に問題がある点に注意すべきである。
たとえば，特定の団体が意図的に偏見を助長するようなページを作成したりすることも
あるので，それが書かれた背景をよく理解して読まないと大変なことになる。また，そも
そもページを検索するときに指定する単語が特定の意見に片寄ったものだけであれば，得
られる情報も片寄ったものとなるため，Web ページを検索したことによって視野が広がる確
率は低いといえよう。電話一本，電子メール一本きただけで，クレームが付いた Web ペー
ジを作者（利用者）に無断で即刻削除してしまうインターネット接続業者も存在するし，
更に，検索ページやプロバイダによる Web ページやの情報統制が過去に行われてきた疑い
もある。したがって，Web ページに書かれている情報よりも，テレビや新聞で報じられたニ
ュースの方が確率的により確らしいのはいうまでもない。
なお，現在はほとんどの新聞社が自社のニュースを各社の Web 上でリアルタイムに公開
している。ニュースの速報性を重視するならば，普通に新聞を購読するよりも，新聞社の
Web ページを見に行った方が良い可能性すらある。
参考までに以下のサイトを紹介しておく。
* 読売新聞[18]
* 朝日新聞[19]
* 毎日新聞[20]
* 産経新聞社[21]
* 日経新聞[22]
* 共同通信[23]
* The Times[24]
* News Week[25]
その他にも，無料でアクセス可能なニュースリンク集[26]まで存在する。プロバイダー
へ支払う接続料と NTT に支払う通信料を合わせた金額が，新聞の月刊講読料とほぼ等しく
なってきているので，紙の新聞を購読しない人が実際に出てきている。上記のリンク集を
見れば，これがそれほど奇抜な行動ではないのが実感できると思う。
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４. 双方向メディアとしてのインターネット
双方向性のメディアを利用することのメリットとしては，もちろん，プレゼンテーショ
ンスキルの向上なども含まれる。たとえば，公的な場所で自分の意見を主張する訓練など
である。また，インターネットは「便所の落書きだ」とあるキャスターがコメントしてい
たが，それでも，生徒たちが作ったページを，自分たちの知らない誰かが観てくれて，そ
して意見や感想を送ってくれるかも知れないということは励みになるであろう。このよう
な双方向性は，創作し発表する側の意欲や活動に強い影響力を持っていると言えるであろ
う。しかしながら，ここでは別の側面，学校という組織にもたらす影響について簡単に述
べてみたい。
インターネットが学校組織に対して及ぼす影響というものは，情報の公開という点で大
きいはずである。学校側と PTA などとの交流が促進されるし, 地域社会との連係を持つこ
とができるようになる。特に，これまでは教員と保護者が緊密な連絡をとることは時間的
制約などから非常に困難であった。しかし，インターネットを使った連絡システム，会合
システムを利用すれば，場所や時間の制約という問題が解消され，定期的に場所を定めた
会合を持つ必要性があまりなくなる。
たとえば，インターネットの特徴として，参加型の機能を持っていることが挙げられる。
その例として E‑mail を考えてみよう。メールを利用したサービスには一般の E‑Mail 以外
にも，メーリングリスト（Mailing List；ML）がある。メーリングリストとは，基本的に
はメールのヘッダー情報の１つである Cc（Carbon Copy）を利用して実現されるようなサー
ビスで，一度に複数のメンバーに同一の内容のメールを配信することができる。また，上
記のような ML を実装するスクリプトを用意しなくとも，Cc の機能を使えば，それだけで複
数のメンバーに同時に同一の内容のメールを発信できる。つまり，普通に利用しているパ
ーソナルなメールも，マスなメディアとして利用することができるということである。
このメーリングリストの例に端的に見られるように，インターネット上のやり取りは，
パーソナルな通信とマスな通信との違いが曖昧でシームレスにつながっている。メール以
外の代表的なメディアとしては，以下のようなものがある。
* Internet News
* Mail Magazine, E‑Zine （e.g., マグマグ[27], Listz.com[28]）
* BBS (Bulletine Board System) （e.g., Yahoo 掲示板[29], GALA 掲示板[30]）
* ICQ, CGI‑Chat, IRC（Internet Relational Chat）, Cu‑SeeMe
上から比較的マスなメディアの順に並んでいる。それぞれに，それぞれの長所・短所があ
るので，適宜使い分けていく必要がある。
しかしながら,上記のような学校の変革は素晴らしいといえるであろうが，校長など管理
スタッフたちの意識改革も必要とされる。管理責任をもつ人間と実際の担当者・運営者と
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のあいだで，しっかりとした連係がとれていないと深刻なトラブルが発生する可能性もあ
る。ネット上のルールを管理職の人間がどれくらい理解しているかで，成功するかしない
かが決まるといえるかも知れない。たとえば，Web ベースの掲示板での揉めごと処理手続き
に習熟していないと，民事裁判などで管理者側（学校）が訴えられる可能性すらある。実
際，Nifty などでは名誉毀損と関連した民事裁判が既に何件か起きているので，対応方法に
ついて注意が必要である（たとえば，
「NIFTY‑Serve

現代思想フォーラム名誉毀損事件裁

判資料」[31]や 「名誉毀損とプライバシー」[32]が参考になる）。
では，インターネットを活用する上で，具体的にはどのような教師であることが望まし
いのであろうか？これは 100 校プロジェクト[33]など，既存の取り組みの成果からある程
度垣間見ることができる。おそらく，掲示板の運営や ML などで強く当てはまる特徴である
と思われるが，基本的には，生徒と外的環境との交流を促進させるような，アドバイザー
やファシリテーターであることが最も適応的な教師像となっている。つまり，この場合に
は，教師が全ての知識を持っているという「教授モデル」から，
「支援モデル」へと変化す
るべきだといえるであろう。ただし，支援と一口で言っても様々なレベルの支援が存在す
るはずであり，生徒たちが余計な脇道にそれないように指導するといった，教師に対して
非常に強いリーダーシップが要求される場面にも遭遇するであろう。そのような意味では，
インターネットを使った授業では，これまで以上に，教師の即興性に関する能力が重要に
なってくるといえるかも知れない（たとえば，利用可能な情報機器環境によっては，後述
するフィルタリング・ソフトとして教師が機能しなければならない可能性もある）
。

５. インターネット社会におけるモラル
インターネットを利用する場合には，事前に情報社会への参加のしかたのマナーを修得
していることが望まれる(たとえば 「パソコン通信サービスを利用する方へのルール＆マ
ナー集 」[34]を参照)。しかしながら，インターネット，ネット社会，情報社会といって
も，特別な社会ではない。ごく普通の日常生活の延長線上にあるものと理解する必要があ
る。インターネットにおける行動規範と，実社会における行動規範とは共通するところが
多いと考えるべきであろう。実際に，著作権と関連した引用形態の問題や，検索結果の裏
付け調査のためのメールなどいわゆる社会全般における礼儀を適切に伝えていく必要があ
るだろう。
更に言うと，たとえば，インターネットの特徴として，互助の精神に基づいて発展して
きたという歴史的背景がある。むしろ，そういう意味では，インターネットは現実の社会
よりもよりボランティア型の社会といえなくもない。事実，この Web ページからリンクし
ているように，著作権を主張していながらも，全くのタダで配られている優秀なフリーソ
フトが数多く存在する（たとえば，Vector[35]や窓の森[36] が有名である）。インターネ
ットの世界では，ボランティアで有能なプログラマはハッカー（Hacker）と呼ばれ，哲学
的に非常にクールな存在であり，そのような人物は高く評価されてきた。
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ちなみに，ハック(hack)とは，ハックするとかされるとか，色々な使われ方をされてい
るが，"Quick Hack"といった表現が一般的な使われ方のようである（詳しくは What's a
Hack?[37]を参照）。つまり，ここでいうところのハックとは，何も大規模なプログラムを
真面目に一から作っていくような作業ではなく，お手軽な手直しのような作業を意味して
いる。インターネットが，
「群盲象をなでる」に近い雰囲気で発展してきた経緯と対応して
いると思われる。実際に，現時点（平成 12 年 4 月）における 2 大 Web ブラウザーであるマ
イクロソフトの Internet Explorer と Netscape Communicator には，いくつか致命的なセ
キュリティホールが存在する。このようなセキュリティーホールを，何とかしようと小技
を日夜駆使してプログラムを（良い意味でも・悪い意味でも）ハックしている人がいて，
初めて，より安全で便利なソフトに仕上がっていくのである。そういう意味では，インタ
ーネットでは，ある程度の専門的な知識とやる気と少々のヒラメキがあれば，誰でもハッ
カーになれる可能性があるのかも知れない。たとえば，生徒が作ったプログラムが AWK や
SED の一行野郎（One‑Liner[38]）であっても，それが有用なものであれば，それだけで生
徒はハッカーに近づいたといえるであろう。
参考までに GNU Software Foundation[39] のページも挙げておくので，そちらの 声明文
[40] や 『オープンソースソフトウェア（彼らはいかにしてビジネススタンダードになっ
たか）』[41] を一読して欲しい。マイクロソフトやマッキントッシュ以外にも，このよう
な世界が存在することを知っておくのは無駄ではないはずだ。どうしてそのようなソフト
が存在するのか，インターネットの発展プロセスと合わせて生徒に教えることは，生徒た
ちの行動や考え方に影響を与えると思う。この点については是非ともふれるべきであろう。

5.1 感情表現の重要性
何度も繰り返すが，基本的には，インターネットでも普段通りの行動をとるべきである。
しかし，インターネット社会のある種の特徴として，ついつい，非常識な行動・言動をと
ってしまう傾向にあることも指摘せざるをえないだろう。つまり，実際に面と向かって居
ないので，普段通りの行動をとるという大原則が，インターネットでは忘れされる傾向に
あるということである。たとえば，前述のような裁判沙汰に発展してしまったケースなど
では特にそうであるが，既存の社会と切り離して，インターネットを特別な社会であると
思いこんでしまったことが，最大の原因であるように思われる。むしろ，原則として文章
だけで意見や感想を述べあうことを考えると，日常生活以上に慎重な言動を心がけるべき
であろう。既に深いつき合いがある場合を除いて，文章だけで全てのやり取りを完結させ
ることは，かなり難しい作業であることを認識しておく必要があるだろう。
たとえば，文章だけでは声のイントネーションなどを表現できない。そのため，書き手
がどのような感情状態にあるのか，どのような意図で書いているのかが伝わり難いことが
あったりする。このように文字だけでは伝わりにくい感情を表現する補助として，フェイ
スマーク（Facemark），顔文字といった表現が開発されてきた。たとえば，次のような顔文
字が存在する。
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これらの顔文字は英語圏では"Emoticon＝Emotion + Icon"と呼ばれることがある。日本
語ではテキストに対して顔が正面を向いていることが多いのに対して，欧米諸国では顔が
反時計回りに横向きになっていることが多い。たとえば，８−）や：−ｐといったものが
使われている。英語圏，日本語圏，いずれにしても，使い方は，
「いやはや，困っちゃうよ
なぁ。(^o^)」とか，「いやはや，困っちゃうよなぁ。(T̲T)」といった感じに利用されてい
る。これらの記号の詳細については，Face Mark Happy[42]や 顔文字辞書[43]で知ること
ができる。
* (^o^)

笑っている表情

* (^̲^)

微笑んでいる表情

* (*^o^*)

照れ笑い

* (ﾟﾛﾟ;!!

ショック

* m(̲ ̲)m

感謝（頭を下げている）

* (T̲T)

泣いている表情

* (ﾉﾟοﾟ)ﾉ ｵｵｵｵｫｫｫｫｫｫ‑

ショック

ただし，この顔文字という記号は，凝りはじめるとキリがないし，状況によってはかえ
って不評をかうこともある（e.g., 目上の人へのメールなど）ので注意が必要である。た
とえば，過剰に顔文字を使うと知性が疑われるが(⌒∇⌒)ノ全くないのも味気ないと言わ
れている。Ψ(｀∀´)Ψﾋﾋﾋ要は，顔文字という記号も，適切な分量を適切なポイントで利
用するという，ごく普通の文章テクニックの 1 つと考えるべきであろう。
なお，
／￣￣￣￣￣ ミ
/

,――――‑ミ

/
￨

／ ／ ＼

/' （･）
（･） ￨

(6

つ

￨

￨

＿＿

￨

／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

/＿＿/ ／

＜ そんなわけないジャン！

￨
／￨

／＼

Λ＿Λ
（

￨

＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

／￣￣￣￣￣

´∀｀）＜ やっほ〜

（

）
￨ ￨

￨ ￨

(＿)

(＿)

＼＿＿＿＿＿
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といったかなり特殊な顔文字も存在する。ここまでくると顔文字と言うよりも，ASCII アー
ト（ASCII コードで定められた文字だけで作る絵）に近いものになってしまうが，顔文字と
ASCII アートの境目は曖昧であるように思われる。

5.2 フィルタリング・ツール
ここで少し話を変えて，Web ページの検閲について説明してみたい。これはおそらく教育
現場ではかなり切実な問題となっていると思われるが，アダルトコンテンツや偏見や差別
を助長するような Web ページの閲覧についてである。
言うまでもないことであるが，Web ページには政治経済を真面目に論争するものから，
通称「18 禁」と呼ばれる内容の Web ページや差別を助長するような Web ページまで含まれ
る。一般的には，意図的に法に触れるような内容を作成するページ数は，やはりネット上
でも少ない。違法な Web ページと合法的な Web ページの比率は，おそらく 1 対 9 以下の割
合であろう。前掲の Lawrence & Giles [16] によれば，いわゆるアダルトコンテンツに相
当する Web ページは，全体の僅か 1.5 パーセントしかないと報告されている。したがって，
普通の方法，たとえば漫然と Web サーフィンをしているだけでは，偶然に見つけることは
非常に困難と考えてよいであろう。言い換えると，明示的，意図的に探して，はじめて，
教育上の問題が生じそうな Web ページを閲覧できるようになるわけである。たとえば，は
じめに紹介した検索サイトで意図的に違法行為に関連した検索語を指定してやらないと，
上記のような不法サイトを発見することは難しいだろう。
以上の問題発生のメカニズムは WWW のメカニズム上いたしかたのないことではあるが，
違法サイト，生徒たちに見せたくないサイトをシステマティックにブロックするソフト（フ
ィルタリング・ソフト − たとえば 電子ネットワーク協議会による「レイティング／フィ
ルタリング情報ページ」[44] ）を利用すれば，ある程度は閲覧を未然に防ぐこともできる。
しかし，ここで注意して欲しいことは，このようなフィルタリング・ソフトは万能ではな
いことである。たとえば，合法的で教育上有用な Web ページも見ることができなくさせて
しまうこともある。大まかにいうとこの手のフィルタリング・ソフトには，閲覧を禁止し
たいページを教師が順次登録していくタイプ（ブラックリストによるフィルタリング）と，
教師が見せたいページだけを登録していくタイプ（ホワイトリストによるフィルタリング）
の 2 通りがある。どちらのタイプにも一長一短があるのは言うまでもないだろう。極端な
例を挙げると，たとえば，画像データだけで構成されたアダルトページの閲覧を禁止させ
るためには，画像ファイルを読み込ませることを禁止するしかない。逆に，ホワイトリス
トによるフィルタリングツールを導入すれば，教師が設定したサイト以外は見に行けなく
なるため，十分な調べ学習が行えなくなる可能性もでてくる。
また，結果的にそうせざるを得ないという側面の方が強いかも知れないが，上記のよう
なソフトウエア的なフィルタリング以外にも，教師の自身がフィルタリングソフトの役割
を果たす場合も考えられる。たとえば，現時点では，教室にある全てのコンピュータ端末
がネットワークに繋がっているわけではない。文部省のバーチャル・エージェンシー「教
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育の情報化プロジェクト」報告の概要[6]によれば，1999 年 12 月の時点で，インターネッ
トに接続されている学校は全体の 35.6 パーセントで，教育用コンピュータ 1 台あたりの児
童生徒数は 15.3 人という惨憺たる状況である。このような場合に，たとえばメールを使っ
た国際交流を行うときには，教師が代表して相手側にメールを送ることになるであろう。
教師が情報のやり取りに介在する利用方法は，インターネットの即時性を著しく妨げる。
しかしながら，不適切な表現や，誤解を与えやすい表現によるトラブルを未然に防ぐのに
役立つ可能性もある。たとえば，小学校の低学年など文章表現技術が十分に磨かれていな
いような状況や，インターネットの導入したての段階では，教師が積極的に介入していく
必要があるといえるであろう。その他にも，このような教師によるフィルタリングは，昨
今問題にされている女子生徒へのストーキング行為に対する防御壁となりうるであろう。
しかしながら，これはあくまでも個人的な意見でしかないが，私は，上記のようなフィ
ルタリングシステムの導入は緩やかなものにすべきであると思う。むしろ，性差別を助長
するようなページ，人権侵害を助長するようなページ，違法行為を促すようなページなど
を，インターネットを本格的に導入する前に紹介して，なぜこれらに問題があるかをしっ
かりと生徒たちに考えさせるべきであろう。
たとえば，マルチまがい商法とマルチ商法とは法律的には全く異なる営業形態であるが，
どうして前者が違法で，後者が合法的な商行為であるか，どれだけの成人がきちんと理解
しているであろうか？同様に，カルトと呼ばれている宗教が実際にどのように勧誘してく
るのか，どれくらいの人が体験して理解しているであろうか？これらの知識が欠落してい
たために，高校卒業後に誤った選択を行ってしまった大学生というのは，それこそ星の数
ほどいる。これら実社会で深刻なトラブルを引き起こす可能性のあるテーマを生徒たちに
考えさせる上で，WWW を教材とした教育は有効に機能すると思われる（たとえば，悪徳商法
マニアックス[45]や 国民生活センター[46]は非常に参考になるであろう）。実際の社会に
出る前の社会勉強として，ある程度の毒に慣れておくことは必要であるように思われる。
もちろん，小学校の低学年の児童にわざわざ教える必要はないとは思うが，生徒たちが興
味を持ちはじめた頃を見計らって，適切な見方や対応方法を考えさせるのは少なくとも悪
いことではないだろう。なんといっても，Web ページを見ているだけであれば，メールアド
レスが第三者に知られることもないので安全に教えることができる。

６. 一般的考察
現時点では，現代における文房具，生活ツールとしてコンピュータに習熟させることが
重視されているといえよう。少なくとも，コンピュータを使ったからといって，授業が必
ずしも解りやすくなるわけではない。 文部省(小渕総理)[47] が，どうしてあれほど楽観
的になれるかが不思議である。
たとえば，これまでにも良い教材というものは数多く存在していたはずであるが，その
ノウハウの吟味なくして，安易にコンピュータを利用するのは，現場を混乱させるだけで
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あろう。既に述べたとおり，「調べ学習」を積極的に行う生徒たち，薄っぺらい教科書だけ
では不満な優秀な生徒たちにとって，インターネットは優れた教科書になる可能性はある
が，そうでない生徒たちにとってはなんの意味も持たないかも知れない。そういう意味で
は，安易にインターネットの導入に情熱を燃やすことは，「賢い生徒はより賢く，そうでな
い生徒はより愚かに」といった具合に，格差を広げることになる可能性もある。
また，現時点では，教材として使えるソフト自体が少な過ぎるし，現場でソフトを開発
するのは負荷が高すぎる。更に厳しいことを指摘すると，コンピュータの規格が物凄い勢
いで変化していくので，使えそうなソフトを運よく発見できたとしても，そのソフトが１
０年後とか，下手をすると５年後も同じように使えるかどうか，全く保証がない。実際に，
私が数年前に書いた実験プログラムは Windoes 95 の上では動かない。動かすソフトが，特
定の機種，OS に依存したものであるならば，ノウハウの蓄積という面で大きな問題を抱え
ることになる。今後は，おそらく，JAVA や JAVA Script といった Web ベースのプログラム
（Network Loadable Objects）が主流となるはずである。しかし，これらの言語で書かれ
たソフトであっても，言語仕様の問題や Browser の対応問題，セキュリティの問題などク
リヤーすべき課題が多く，将来どのような言語仕様・実装になるかが完全には定まってい
ない（JAVA という言語が公的に発表されたのが 1995 年の 6 月，つまり，たったの 5 年しか
た っ て い な い の で 当 然 の こ と で あ る ）。 こ の 規 格 問 題 に つ い て は ， ア メ リ カ で は
SIF[48](School Interoperatability Framework)が教育ソフトの統一規格策定に向けて動
き始めている。おそらく，将来的には，CALS（Continuous Acquisition and Life‑cycle
Support[49] といったデータフォーマットの統一規格と連動したプロジェクトになると予
想されるが，日本ではこれに相当するプロジェクトがまだ立ち上がっていないように思わ
れる。
したがって，実際には，教科教育に CAI を利用するメリットはまだよく解っていないし，
Web ページの充実度もまだ不十分と考えるべきである。たとえば，前掲の Lawrence & Giles
[16] によれば，Web ページの 83 パーセントが商業コンテンツで，学術・教育はわずか 6 パ
ーセントに過ぎないと報告されている。数理科学や作文指導など，効果を上げそうな領域
は数多く存在するが，情報化，コンピュータ化が速効性のある万能薬ではないのは明らか
である。むしろ，これまでも教育への資本投資の量や教材開発に対して費やされる労力が
それほど多くなかったことから考えると，今後行われると述べられている CAI 作成ツール
の開発や，Web コンテンツの充実について，安易に楽観視できる方が不思議である。
たとえば，バーチャル・エージェンシー「教育の情報化プロジェクト」報告の中の「プ
ロジェクトの構築方針」[50] には以下の文章が記されている。
（1） 教育用コンテンツの開発・普及については， 民間事業者の創意工夫を活用するもの
とする。
（2） 技術開発については，必要不可欠なものに限る。
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ここでいう技術開発とは，純粋にハードウエアや通信技術の開発を指している。そして，
いわゆる教育方法，教育技術と呼ばれてきた内容は，「ソフト面の取り組み」という柱に含
まれ，基本的には民間主導のプロジェクトである旨が述べられているのである。つまり，
ソフトウエアハウスが本腰をいれて取り組んでくれないと，このプロジェクトが計画倒れ
になる可能性もあるといえるであろう。それにも関わらず，1999 年度の時点で報告されて
いる代表的な民間プロジェクトとしては，自由対話を可能とする英会話学習ソフトの開発
（沖ソフトウエア）
，音楽創作活動を支援する作詞作曲ソフトウエアの開発（ミュージカル
プラン）などがあるが，前掲の 100 校プロジェクトに参加している協力企業は，平成 12 年
4 月 13 日の時点で 67 社[51]しかない。この企業数は，前掲の教育ソフトの統一規格である
SIF に参加している 69 社[52] とほぼ同数である。SIF は 1999 年 2 月に発足したばかりの
団体であるのに対して，100 校プロジェクトは 1994 年にスタートした計画であることを考
えると，彼我の企業の取り組み方の違いが伺い知れるであろう。下手をすると，既存の箱
もの行政と類似の取り組みになってしまうおそれもあるように思われる。
たとえば，現在売られているパソコン雑誌の広告を見れば分かる通り，ハードウェアに
関する広告は非常に数多いが，ソフトウェアに関する広告はかなり少ないのが現状である。
ようやくハードウェアが一般の関心事になりつつあるといったところであって，まだソフ
トウェアは一般人の興味対象に含まれていない。ソフトウェア市場は甚だ低い成熟度にあ
るといえよう。もっといえば，よしんばソフトハウスがきちんと開発してくれたとしても，
肝心の学校側が，ソフトを購入したり維持，管理するための予算をもっているかという問
題もある。特に，コンピュータというものは，ハードウエアの導入時よりも，維持・管理
にコストを要することが多く，この傾向はネットワーク化されるほど強くなる。旗振り役
の文部省はともかく，少なくとも学校現場がこのことをどれくらい理解しているかかなり
疑問といえよう。

6.1 ヘッドスタートしての情報処理教育
教科教育にコンピュータやインターネットを導入することのメリットというものは，現
時点ではそれほど期待ができるものではない。では，なぜ小学校や中学校でわざわざ足並
みをそろえて教える必要があるのであろうか？基本的には，国家的な規模で行われる，教
師と生徒を対象としたヘッドスタートプロジェクト(head‑start project)としてとらえる
べきであろう。
たとえば，現在大学で教養として開講されているコンピュータリテラシーの講義は，実
際には，わざわざ最高学府である大学の講義として教えるまでもない内容といえよう。「情
報 A」が廃止されるであろうことと同様に，大学で教養基礎科目として開講されているよう
なレベルの講義は，今後１０年もしないうちに大学では開講されなくなると予想される。
おそらく，この程度の使い方であれば，本来はこれほどまでも力を入れて教える必要もな
Å勱停

なる。
本家ち̲講と
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ある。できるだけ早い時期に，
「パソコンを習う」という段階から「パソコンで習う」とい
う段階へと移行してもらいたいものである。
しかしながら，現状では，PC を所有する学生とそうでない学生とのあいだで，ただそれ
だけで PC の操作ができるできないという差が拡大しつつある。極端な予想を述べると，PC
を持っていないだけで，下手をすると，それだけで職業選択の幅も狭まってしまう可能性
があるわけである。たとえば，前掲の バーチャルエージェンシーの報告[5]には，
『教員採
用について，全ての校種・教科において情報リテラシーを有する者の採用を促進する』と
書かれている。情報化が極端に遅れている学校現場ですらこのような状況にあるのだから，
一般企業では，コンピュータが使えることはもはや常識以前の技能となっている。
実際に，三洋電気では，平成 12 年度からの入社試験の第一次選抜を，ネットワーク経由
で行う体制に切り替えた。その他にも，試験の実施とまではいかなくとも，自動車メーカ
ーの マツダ[53]のように Web ページでのみ採用情報を告知する会社も出てきている。三洋
電機は学生の細かいニーズにあわせるためにネット上で試験を実施すると述べている（た
とえばリクルートの就職ナビ[54]を参照）。しかし，2000 年 3 月 5 日付けの朝日新聞にも書
かれていたが，企業としておそらくもっとも重要なことは，上記のような細やかな対応が
可能であることではなく，筆記試験と比べて年間 5000 万円の経費削減が達成できることで
あろう。採用情報を Web ページのみの公開に切り替えるだけでも，年間 500 万円のコスト
削減につながる。したがって，今後はより多くの企業がネットワーク経由の選抜に切り替
えていくことが予想される。つまり，一般的な意味でコンピュータが「できる」ことは既
に就職活動でのアドバンテージとはならず，
「できない」ことがある意味で驚きをもってと
らえられるようになりつつあると言えるであろう（リクルートの就職ナビ[54] を使ってい
ない大学生は，既に皆無に等しいのではないだろうか）。
したがって，現在は学歴と同じ程度に基本的な PC の活用能力が，生涯賃金の高低を説明
できるような社会システムへと移行しつつあるといえるかも知れない。たとえば，全米通
信情報局（National Telecommunications and Information Administration）がまとめた
報告書（ Falling Through the Net: Defining the Digital Divide[55]）によると，所得
層，人種，教育レベルなどによるインターネットアクセスの違いが詳しく考察されている。
この報告書では，主に Internet PC を持つ者（Haves）と持たざる者（Have nots）が比較
されているが，たとえば，低学歴の層（Have nots）と比較して大学卒の学歴を持つ層の人
間（Haves）は，実に約 16 倍もインターネットを利用していると報告している。しかも，
この格差は拡大する傾向にある。
このことから早計に因果の連鎖を断定するのは問題があるが，この種のインターネット
利用に関する格差がデジタル・ディバイド（Digital Divide）として重要な問題になりつ
つある。問題としてはそれほど顕在化してはいないが，将来的には，情報能力の差が社会
的格差に拍車をかけるという悪循環に陥りかねない。実際に，この悪循環の可能性は， 2000
年 4 月 3 日付けの毎日新聞[56]でも報じられているように，徐々にこの情報能力の格差と
年収との格差が開きつつあることが示唆されている。既に忘れ去られつつあるが，1994 年
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に ゴ ア 副 大 統 領 が 第 1 回 世 界 電 気 通 信 開 発 会 議 で 提 案 し た GII （ The global
informationinfrastructure）[57] もそのような意図が含まれていた。最近のニュースと
しては，2000 年 2 月 2 日に行ったクリントン大統領の 演説[58]でも，このデジタル・ディ
バイドについて述べている。そこで述べられている事柄は，何も特別なプログラミングス
キルの能力ではなく，PC を活用した基本的な知的作業の習得が目的とされているのである。
このように，学校外の学習段階で職業選択の幅も決まってしまうという不平等を取り除く
ためにも，小学校，中学校の段階で，総ての生徒に自由に平等に，PC およびインターネッ
トにふれさせることは重要な意味を持つと思われる。
その他の急を要する課題としては，パソコン導入についての学校間格差を解消していく
ことが目標として掲げられていくであろう。たとえば，現時点では，第三次産業に従事す
る総ての人が，ある程度 PC に習熟していることが望まれている。それにも関らず，そうは
なっていない現状がある。前掲の 文部省の報告書[59]にもあるとおり，これからは教師も
パソコンを使えるようになることが強く望まれている。これは逆に言えば，パソコンを使
いこなせる教員がそれだけ少ないことを示唆している。おそらく，教員のほとんどが PC を
触ったこともないという学校が，現在も存在するはずである。その結果，暫くのあいだは，
生徒たちの情報機器の扱いの習熟度に関して大きな学校間格差が生じると思われる。初め
から全ての教員のスキルアップを実現するのは不可能であるにしても，パソコン導入に当
たって，コアとなる教員を各校で必ず複数名は確保していかないと，一部の学校で極端な
遅れが出てくることも予想される。

７. まとめ
これまで駆け足で見てきたように，生活能力の習得支援と教科教育への利用とは，現時
点では分けて考えるべきであろう。そして，道徳や特別活動の一環としてインターネット
を限定的に導入するといったぐあいに，応用範囲を区切って導入するのが，ここ数年のあ
いだは現実的な対応策といえよう。しかしながら，このような啓蒙活動の時期はすぐに終
わってしまうはずである。
むしろ問題とされるのは，教材を作成するソフト（オーサーリングツール）を，できる
だけ早い段階で提供していかなければならないということであろう。PC を教科教育に使え
る道具にしていくためには，使い勝手の良いオーサリングツールが必要不可欠であり，こ
れがない状況で PC を授業に導入することは不可能と思われる。また，本格的に PC を利用
した授業に移行したいのであれば，現状の授業をＰＣで行うようなイメージは捨て去って，
「PC を使うとどのような授業ができるのか」という視点が必要とされるであろう。時と場
合によっては，既存の教科の枠組みを解体して，ＰＣ向きに新たに構築し直す勇気が必要
とされるかも知れない。
現状のままだと，おそらく Web ページを用いた「調べ学習」以外には，これまでにも存
在した単純なドリル形式のソフトが数多く使われると予想される。それでも，既存の紙ベ
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ースの教材よりも子供たちの興味を惹きやすいと主張もあるかも知れないが，目新しさが
なくなった後の状況に対しては，解決策を提示できないであろう。PC を用いた教科教育に
向いた教材とはなんであるのか，そして，そのような教材を作成するツールとはどうある
べきかを，早急に検討していく必要がある。
しかしながら，もしも，教師にとって使い勝手の良いオーサーリングツールがフリーで
提供され，なおかつ，PC を使った授業に適した教材開発という視点が生かされるのであれ
ば，ここで述べたような悲観的な予想とは全く異なった結果が得られるはずである。たと
えば，PC を使った授業に特化した優れた教材ができたのであれば，県や文部省の Web サー
バーで公開することが可能となる。たとえば，現時点で非常に有効に機能している Web サ
イトとしては，初めに挙げた 全米科学教員協会[8]や インターネット版理科の部屋[9]な
どが存在する。つまり，上記のサイトを見れば分かるように，誰でも自由にすぐに，最先
端の優れた教材を利用することが可能になるのである。このような支援体制が構築されれ
ば，質の問題はさておき，少なくとも教育技術や知識の蓄積スピードがこれまでにないほ
ど加速されるはずである。また，そのノウハウの伝達スピードも，これまでにないものと
なる可能性もある。できるだけ早い時期にこのレベルに近づけるように，少なくとも，「パ
ソコンを習う」という現状から脱却することが必要であろう。
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