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最も慎重に練られた計画であっても、 将来を予測することはできません。 各国が新型コロナウイルス感染症

の世界的流行に急遽対応を迫られる中で、このメッセージは 2020 年により強い意味を持つようになりました。

将来に備えるために、起こりうる変化だけではなく、予期しない変化についても考える必要があります。 また、

起こりうる可能性に加えて、 その変化のもたらす影響力も重要な側面です。

複数の未来 

探索
シナリオは、私たちが予測す
る未来ではありません。シナ
リオの議論において、将来に
おける「正しい」ことを定め
るのは、不可能であり、望ま
しいとはいえません。

未来を探求することで、私た
ちがこれまで持ち続けていた
仮定を手放すことができます。

シナリオは、私たちの未来に
ついて考えるきっかけを与え
てくれます。

予報や見通しが、個々の指標
や出来事に焦点を当てている
傾向があることに対して、シ
ナリオは、「全体像」を把握
するような、包括的な未来を
考えることを可能とします。

文脈
組織内で行動指針を検討する
にあたり、シナリオは共通認
識の構築を手助けします。

優れたシナリオのナラティブ
には、組織の考え方の一部と
して機能するのに十分なほど、
印象的な記憶として残ります。

ナラティブ

将来どんなことが起こる可能性があるか物語形式で構成することで、 シナリオは、 現在の学びと行動指針

の策定を支えます。 具体的には、 シナリオがあることで以下のことが可能となります。

なぜシナリオが必要なのか？

教育を形成するトレンド

起こりうる可能性 影響力
自然災害 高い 出来事の準備や緩和を通じた経験、

その重大度や期間によって異なる

経済的打撃 / 
危機

相互に接続されたグローバルな
世界で増加

経済的打撃の重大度の継続期間に
よって異なる

(サイバー) 戦争 文脈による 戦争の種類によっては、高くなる
可能性がある

インターネット障害/
コミュニケーション断絶

低い 非常に高い：特に、他の経済的打撃
の1つと（偶然あるいは意図的に）
一致する場合

ヒューマン・マシン・
インターフェース/
汎用人工知能(AI)

未だ明らかになっていない 未だ明らかになっていない

潜在的な将来の危機と予期しないこと、 起こりうる可能性と影響力

出典 : OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en



シナリオ 1 | 学校教育の拡大

The teaching workforce
シナリオ 2 | 学校教育のアウトソーシング

ゴールと役割 

組織と構造

教育に携わる

人たち

ガバナンスと

ジオポリティクス

資格、 ケア、 資格認定、 社会化

• 保護者の関与の拡大に後押しされて、 さまざまなスタイルの民間およびコミュニティベースの

イニシアチブが、 学校教育の代替手段として機能しています。

• 教育を享受するもの、 教育に市場価値を付加するもの （雇用主など） の選択が重要な

役割を果たします。

空間、 コンテンツ、 時間、 関係性

• 教育のアウトソーシングが拡大するにつれて、 従来の官僚的なガバナンスとシステム全体の

説明責任は縮小します。

• 学習プログラム （期間、範囲、費用など） の選択肢が増えることで、学習者は自分のペー

スで学習を進めることができます。

職業の社会的地位、 仕事内容、 資格

• 教員のプロフィールや勤務環境はより多様なものとなり、 教員の社会的地位にも変化をも

たらします。

• 大規模なデジタル学習プラットフォームなどの学習ネットワークは、 その時々のニーズに合わ

せて、 さまざまな人材を集めます。

関係者、 権力関係、 参画

• 社会的な自己管理能力への依存が高まります。

• 学校教育システムは、 より広域な （地方、 国内、 国際） 市場でのプレーヤーとなります。

ゴールと役割 

組織と構造

教育に携わる

人たち

ガバナンスと

ジオポリティクス

資格、 ケア、 資格認定、 社会化

• フォーマル教育への参加は、 拡大し続けています。 学位証明書は、 経済的および社会的

成功へのパスポートのとしての役割を担い続けています。

• 各国は共通カリキュラムと習熟度テストを運用し、 カリキュラムの重要性はより一層高まって

います。

空間、 コンテンツ、 時間、 関係性

• 国際的な官民パートナーシップは、デジタル学習環境をより強化します。学習に関するリソー

スとデータは、 国境を越えて共有されます。

• イノベーションの余地はあるものの、 指導スタイルおよび生徒と教師の相互関係の構成は、

ほとんど変化していません。

職業の社会的地位、 仕事内容、 資格

• 個々人に最適化された教育の実現は、 教師の仕事の性質に変化をもたらし、 次の世代

を担う教師の教育と専門能力開発に影響を与えます。

• 学校のネットワークでは、 仕事のタスクが著しく分割され、 専門家の職歴がより多様化し、

規模の経済の恩恵を受けています。

関係者、 権力関係、 参画

• 伝統的な行政の強い役割が存在します。

• パートナーシップと国際協力の重要性が増しています。



The teaching workforce
シナリオ 4 | 行く場所すべてが学びの場

The teaching workforce
シナリオ 3 | 学びのハブとしての学校

ゴールと役割 

組織と構造

教育に携わる

人たち

ガバナンスと

ジオポリティクス

ゴールと役割 

組織と構造

教育に携わる

人たち

ガバナンスと

ジオポリティクス

資格、 ケア、 資格認定、 社会化

• 学校は、 従来のほとんどの機能を保持しています。 しかし、 新しい形式のコンピテンシー認

定システムによって、 資格偏重主義の圧力から学校を解放します。

• 統一性からの脱却が起こります。 これは、 地元の関係者が重要と考える価値観を実現す

るために独自のイニシアチブを推し進めていくことによって起こります。

空間、 コンテンツ、 時間、 関係性

• 新たな試みの実施と教授法の多様性が、 当たり前になっています。 個々人に最適化され

た進路は、 コラボレーション活動のフレームワーク内で強化されます。

• 活動の多くが学習のエコシステムの文脈で計画されることで、 教育ネットワーク間で活動を

相互に共有することが可能となります。

職業の社会的地位、 仕事内容、 資格

• 知識が豊富で独自のネットワークをもつ教師陣は、 様々なスキルと専門知識を提供する個

人および組織と共存します。

• 強力なパートナーシップは、 美術館、 図書館、 住宅施設、 テクノロジー関連のハブなどの

外部機関のリソースを活用します。

関係者、 権力関係、 参画

• 地方レベルでの意思決定に、 重点が置かれています。

• 自己管理能力をもつユニットが多様なパートナーシップを締結しています。

資格、 ケア、 資格認定、 社会化

• デジタル化が進み、 知識、 スキル、 姿勢に対して、 より詳細かつ瞬時に評価および認定

をすることが可能になっています。

• 学習の機会が多くの人に対して 「無料」 で開かれることで、 従来のカリキュラム構造は著

しく衰退し、 学校教育制度は徐々に解体されていきます。

空間、 コンテンツ、 時間、 関係性

• 教育は、 デジタル ・ テクノロジーと人工知能に基づいて構築され、 集合知を活用して現実

社会の問題を解決します。

• 学校教育システムが解体され、そこで使用されたインフラが転用されます。また、教育、仕事、

余暇の区別が曖昧になります。

職業の社会的地位、 仕事内容、 資格

• 市場や市民社会に対する、 政府の役割を想像することが困難になります。 データの所有と

そのジオポリティクスな意味合いが重要になってきます。

• 個人が学習の 「プロシューマー」 （プロの消費者） のようになるので、 従来の教育専門家

は姿を消します。

関係者、 権力関係、 参画

• 公教育の脱施設化、 学校の解体が起こります。



The teaching workforce

• それぞれのシナリオ下において、 潜在的な危機や予測できない出来事 （自然災害、
経済危機、サイバー戦争等） は教育の機能にどのような影響を与えるでしょうか？また、
あなたの国や地域の教育システムが、 今までと異なる方法で実施すべきこと、 準備すべ
きことは何でしょうか？

• 大規模な学校教育モデルの永続性の背後にある主な要因は何でしょうか？また、　　　
今後の 20 年間で、 フォーマル教育は、 現在ほど重要視されなくなるでしょうか？

• 教育の究極のゴールとその役割は何ですか？学校教育システムのゴールと構造は一致
していますか？

• あなたの国や地域の教育システムにおいて、 段階的に改善していけること、 抜本的
な変革が必要なことは何でしょうか？どのような戦略的行動が検討できるでしょうか？　
（資金提供、 禁止事項の制定、 新たな施策の促進、 パートナーシップ形成等）

• デジタル環境と昔ながらの対面のコミュニケーションとの間の適切なバランスとはどのような
ものでしょうか？

• シナリオは、 教師、 教育および教員政策 （学校の人的資源、 教員の社会敵地位、
認定と協力 ・ 協調活動、 説明責任など） に対して、 どのようなことを意味しますか？

• あなたの国や地域のシステムは、 新しいことの実施に伴う障害や失敗を許容しますか？

ゴールと役割

ガバナンスと
ジオポリティクス

教育に携わる
人たち

組織と構造

集団的 個人的

フォーマル インフォーマル
組織全体 一部分

個別的 共同的

学校主体 各所に分散

標準化 個別化

単一性 多様性
現場 至る所

専門職基準 オープン・アクセス

トップダウン的 包括的

中央集権型 分散型
政府 社会・市場

321 4

論題

マッピング ・ シナリオ

シナリオは、 4 つの共通した設計原則に基づいて構築されています。 次の図は、 これらの原則がシナリオ全

体でどのように機能しているのかを視覚的に示したものです。
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