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Abstract

As the economy grows, advanced technologies such as 

internet of things (IoT), artificial intelligence have deeply pen-

etrated our lives. The effective utilization of the technologies is 

required even in educational scenes. The goal of GIGA School 

Program is that elementary and junior high school students 

will learn the needed skills in the Society 5.0 era by utilizing the 

distributed computers.

Konica Minolta has accommodated the customer’s needs 

and requirements while visualizing issues that even customers 

haven’t noticed. In demonstration project promoting by the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 

(MEXT), we have been collaborating on the project about the 

utilization of advanced technology in schools with Minoh City, 

Osaka Prefecture since 2019. The purpose of the project, 

which Minoh City board of education envisions, is decrease 

teacher’s workload and improvement the level of education. In 

order to solve the problems, Konica Minolta has analyzed the 

academic achievement data of students and provided teach-

ers value by visualization of them.

In addition, due to the COVID-19 pandemic, education has 

changed dramatically, whereby teaching is undertaken remotely 

and on digital platforms. With this sudden shift away from the 

classroom, we are developing the educational one-stop solu-

tions that solve customer issues to realize Educational Digital 

Transformation (EDX). The solutions help teachers to easily run 

their lessons at school or in remote locations.

Building upon our success, the solution enables EDX by 

through the analysis service of academic achievement. The 

solution is used by our business partners, and we expect fur-

ther expansion of our business.

＊情報機器開発本部　DX開発推進センター

要旨

進化する IoTや人工知能といった先端技術が社会に浸
透するに伴い，教育現場でも先端技術の効果的な活用が
求められている。文部科学省が推進する「GIGA（Global 
and Innovation Gateway for All）スクール構想」では，
全国の小中学生に1人1台の端末を配布して，Society5.0
の時代の要請に応える学びを目指している。
コニカミノルタは，働く人の業務改善やその先の社会

課題と向き合い，顧客の「みたい」に応えてきた。コニ
カミノルタのAI技術は，教育分野における教員の働く教
育現場の課題解決に貢献できると考え，2019年から大
阪府箕面市とともに文部科学省の学校における先端技術
の活用に関する実証事業に取り組んだ。この実証事業で
は，大阪府箕面市の「鉛筆・筆箱・タブレット」を合言
葉に，教員の業務改善と個別最適な学びの実現を目指し，
児童生徒の経年の学力データを分析して児童生徒の学力
傾向の可視化の検証を行った。
また，新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で，

学校が一斉休業となった際には，オンラインでの教育の
需要が一層高まった。こうした状況を踏まえ，コロナ禍
での課題を深掘りし，教育現場のデジタルトランスフォー
メーション（DX）を実現する教育機関向けソリューショ
ンを開発している。全ての教員が校内でも遠隔でも場所
を選ばずに，1つのアプリケーションによって，より良い
授業進行が可能になる。今後は，学力データの分析を差
別化技術とし，教育のDX実現を目指す。教育機関向け
ソリューションは，自治体への展開が始まっており，今
後の事業拡大が見込まれる。
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1　はじめに

1. 1　学校教育の状況
これからのSociety5.0の時代は，教育におけるICTを

基盤とした先端技術の効果的な活用が求められる。この
ような時代において，文部科学省は，児童生徒が課題を発
見し，その解決に向けて主体的で協働的な学びをより一
層推進する必要があると言及している。また，文部科学
省が推進する「GIGA（Global and Innovation Gateway 
for All）スクール構想」では，全国の小中学生に1人1台
の端末と，高速大容量の通信ネットワークを整備してい
る。この構想の目的は，誰一人取り残すことない，個別
最適な学習活動をより一層充実させることである。近年
は，新型コロナウイルスの感染拡大に伴い，子どもたち
の学びを保障する手段として，オンライン学習に大きな
注目が集まっている。将来の学校教育を支える基盤とし
てタブレット端末等のICT活用は必要不可欠になってい
る。今まさに，教育現場はデジタルトランスフォーメー
ション（DX）が求められており，これまでの学習の在り
方や教員の業務の在り方が変容している。

1. 2　コニカミノルタと学校教育
コニカミノルタは，働く人の業務改善やその先の社会

課題と向き合い，顧客の「みたい」に応えてきた。様々な
業種・業態におけるデジタル化を支援することによって
顧客課題の解決につながると考えている。我々は，教育
現場もその対象になると思い，教育のDXに向けて，教育
現場の課題を解決するため，2019年から大阪府箕面市
とともに文部科学省「新時代の学びにおける先端技術導
入実証研究事業」1)（以下，実証事業）に取り組んでいる。

2　実証事業の概要

実証事業の目的は，教員による児童生徒への学習や生
活指導の充実，校務支援や政策改善等によって，教育の
質を向上することである。誰一人取り残すことのない，
公正に個別最適化された学びの実現に向けて，学校現場
と企業等との協働により，昨今の技術革新を踏まえなが
ら，学校教育において効果的に活用できる先端技術の導
入と活用についての実証を行う。この実証事業において，
大阪府箕面市の「鉛筆・筆箱・タブレット」を合言葉に，
我々の先端技術を活用して，教員の業務改善と個別最適
な学びの実現に取り組んでいる。3章では，実証事業の
取組みの1つである「成績予測を活用した，指導の個別
最適化」について記述する。

3　成績予測を活用した，指導の個別最適化

大阪府箕面市では，平成24年度から，全ての児童生徒
を対象にした「箕面子どもステップアップ調査」という
学力調査を年1回実施している。箕面市の教員にヒアリ

ングを行った結果，この学力調査の結果を児童生徒の学
力変化の把握や，指導の振り返りに活用したいという要
望が強く挙がった。そこで，我々は過去9年間の学力
データを用いて，長期的な児童生徒自身の変容を詳細に
分析し，その結果を教員の指導に生かすことを検討した

（Fig. 1）。この取組みは，教員が児童生徒を指導する時
に，教員の経験や勘に頼るのではなく，データにもとづ
いた方向性や方針を持つことによって，今まで以上に的
確な指導を目指すものである。

Fig. 1   Learning analysis system architecture.  

By combining the experience of teachers and AI analysis, the teach-

ers can provide more accurate guidance than ever before.

Table 1  Use case of the learning analysis system.

AI Analytics

Learning analysis service Teachers

Optimized
assistance

Individualized
or 

personalized
plans that support

the students

Students

communication

Use case User Purpose How to Use

After class Teachers Class
improvement

Pay attention in the next
lesson to the students
who don’t understand

After class Teachers Class
improvement

Give the students
homework according to
their growing points

Class
management

Teachers Improvement of
classroom
management

Take over the teacher’s
guidance when students
pass to the next grade

3. 1　分析システムの概要
学力調査のデータに対して，個人情報の秘匿化や教科

／単元を学習指導要領コードに整理するというデータ前
処理を施した後，児童生徒の特性を分析する。Table 1 は
教員がその分析データを活用する目的や方法をユース
ケース毎に示している。ユースケースに応じた分析結果
を教員に提示することを考えている。

3. 2　取組を実現するための分析手法
学力調査のデータについて，データの前処理をした後，

各学年の教科／単元毎の正答率から，主成分分析法を用
いて成績分布の特徴を分析した。次にk-平均法により5 
グループに分類し，子どもの成績傾向を容易に把握でき
るようにした。一例ではあるが，Fig. 2 の場合，特徴PC1
は算数の得点を示し，値が小さいほど高得点であること
を意味する。特徴PC2は算数における体積や図形の合同
の得点を示している。値が高いほど高得点であることを
意味する。例えば，Fig. 2 のGroup 1に分類した児童生
徒は，算数全体の得点は高いが，体積や図形が苦手であ
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るという傾向が読み取れる。この結果をもとに，対象児
童生徒の過去の学力推移の傾向から，どの教科／単元の
指導をすればより効果的であるか，教員にレコメンドす
るダッシュボード開発を行った（Fig. 3）。レコメンドの
レポートには，子どもたち一人ひとりの学力の推移，強
み・弱み，予測シナリオと成長に向けた処方箋を表示し
ている。学力調査やこの成績分析の結果によって，教員
が児童生徒一人一人に対する単元毎の学力傾向をもとに，
該当の児童生徒に対して注意を払いながら授業での様子
を見ることが可能になった。

身につかないのではないか」という懸念の声も上がって
いる。子どもたち自身が弱点を把握し，それを克服する
ように考える行動を促すことが必要であり，そのような
レポートであればより良いとコメントをいただいた。ま
た，学力調査の実施頻度は1年に1回だけであるため，次
年次の学力調査が行われるまでに，この学力調査を用い
た分析結果だけでは児童生徒の日常の学力変化を追うこ
とできないことは課題である。

今後は，デジタル化されていないテストや，児童生徒
の機微な学力変化をつかむことのできる日常データを活
用する。児童生徒の学力が伸びているのか，伸び悩んで
いるのかという日頃の変化に教員がいち早く気づくこと
ができるダッシュボードを目指す。また，学力傾向の分
析に加えて，動画教材等の教材を学習指導要領コードで
紐づけ，各教材，ツールが児童生徒の成績にどの程度影
響を与えているかという分析を行う予定である。

4　教育現場のDX

GIGA スクール構想によって，全国の小中学校の約
96%以上が端末の利活用を開始しており，児童生徒に
とって端末を活用した学習はより身近になっている。そ
の一方で，教員のICT の浸透度の差は大きく，教員への
ヒアリングを通して，複数のツールを授業のユースケー
スに応じて切り替えるのは，操作が煩雑で授業の進行に
影響が出ている課題を見出した。コロナ禍で遠隔教育を
実施できた自治体は20%程度であり，全体としてICTの
活用はなかなか進んでいないのが現状だ。安全で効果的
な教育環境の実現に向けて，コニカミノルタのAI技術を
活用して，教育のDXを支援したいと考えている。

4. 1　目的
学びの効率化やさらなる質の高い指導支援を目的に，

前述の教育のDXに関する課題を解決するために，我々
は協働学習，遠隔学習，学校生活のDXを実現する「学
習支援サービス」を開発した。学習支援サービス及び，3
章に記述した「成績予測を活用した，指導の個別最適化」
を含む「学びの分析サービス」のサービス設計を Fig. 4  

に示す。我々はこれら2つのサービスを含む教育機関向
けソリューションを通して，児童生徒の学習機会を拡大
する価値を提供する。
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Fig. 2   Graph that classi�es the characteristics of academic ability.   

The students in group1 have high scores for math. However, they 

are not good at the �eld of volume and �gures.

Fig. 3   Report of the learning analysis service.  

It shows the transition of each child’s academic ability, strengths 

and weaknesses, prediction scenarios and prescriptions for growth.

3. 3　効果検証
教員に対して，この分析結果やレポートの提示につい

てヒアリングを行った。教員から「従来は学力のつまづ
きが大きい子どもに応じて，できなかった問題を集めて
渡していたが，それをシステムで可能になることは価値
がある」と評価いただいた。一方で「分析を最適化する
と，子どもたちのなぜ?どうして?といった考える力が

Educational support service

Remote
learning

School 
life

Coopera-
tive

learning

Learning analysis service

Behavior
analysis

AI
analytics

Applica-
tions

Services

Fig. 4   Application Architecture of services.  

The educational support service supports the remote collaborative 

learning and the contact book function required for school life. The 

learning analysis service of AI analysis is described in Chapter 3.
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4. 2　サービスの価値検証
全ての教員，児童生徒が簡単に操作できるように，学

校生活に必要な機能を1つのアプリケーションで「ワン
ストップ」で提供している。特に，学習活動・学校生活
のペーパーレス化と学習状況の把握や教材の配布・回収
を簡単にしている。教員や児童生徒にヒアリング，アン
ケートを行った結果，児童生徒の7割以上から学習支援
サービスを使った授業は楽しかったという評価を得られ，
ICT活用に貢献したと考えている（Fig. 5）。

・ ReseEd：学校の枠を越えて広がる新しい学びの形，
「tomoLinks」が実現する遠隔・協働学習  
https://reseed.resemom.jp/article/2021/07/30/ 
2019.html（2021年11月9日）

6　まとめ

実証事業では，教育現場の声を聞きながら，顧客課題
解決につなげる活動を実施してきた。21年度の実証事業
では，教育データの利活用をより促進し，教員の支援と
なる活動を進める。また，学習支援サービスや学びの分
析サービスを搭載した教育機関向けのトータルソリュー
ションによって，教育のDXを広く展開していきたいと
考えている。この活動を通して，多様な子どもたちが誰
一人取り残されることなく社会とつながる個別最適化さ
れた協働的・探究的な学びに貢献したい。

●参考文献
1) 文部科学省，新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業

について  
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/ 
1416148.htm（2021年11月9日）

71%

8%

21% Agree
Disagree
Don’t know

Source: 
children and students using tomoLinks, 
July 2021, N=77 respondents

Fig. 5   Questionnaire results.  

We asked 77 children and students how they felt about the lesson 

using the service. 

今後は，実証事業で取り組んでいる成績予測を活用し，
「学びの分析サービス」によって指導の個別最適化を目
指す。また，子供たちからのSOSへの早期対策のための，
感情分析などの開発も検討している。データ解析により
今まで見えていなかった子どもたちの特性を可視化し，
教員の指導や子供の学習の質を高め，多様化する子供の
個性に合わせ「個別最適化された学び」の実現を目指す。

5　発表・メディア紹介

今後もメディアを通じた発信で活動の認知度を高める
ことにより，教育のDXに貢献していきたい。

以下，発表やメディア紹介の例を示す（公開順）。
・ 日経新聞：コニカミノルタ，学力試験をAI分析 東京

書籍と協業  
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC277 
EM0X21C21A2000000/（2022年1月20日）

・ 文部科学省：新時代の学びにおける先端技術導入実
証研究事業（学校における先端技術の活用に関する
実証事業・先端技術の効果的な活用に関する実証）
について：先端技術紹介（コニカミノルタ）  
https://www.mext.go.jp/content/20210323-mxt_
jogai02-100013299_0011.pdf（2021年11月9日）

・ 日経新聞：コニカミノルタ，教員の授業をAIで分析
育成効率化  
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ229 
V10S1A320C2000000/（2021年11月9日）

・ ReseEd：可視化そして分析…コニカミノルタが教育
業界で生み出す新たな価値  
https://reseed.resemom.jp/article/2021/05/07/ 
1522.html（2021年11月9日）
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