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はじめに

 

Society5.0の実現に向け「統合イノベーション戦略

2019」(内閣府，2019)などに基づき，大学などにおい

て数理，データサイエンス，人工知能(以下，「AI」と

称す)の習得が推進されている. その上で，大学など

において，AIリテラシーを扱う授業が展開されている．

 

一方，日本では，大学などの卒業生を採用する側で

ある企業においてAIの導入は進んでいない．特に企業

の大多数を占める中小企業では,その多くが，AI・ビッ

グデータを認知しているものの，活用には至っていな

い(中小企業庁，2019)のが現状である．

 

導入は進んでいないもののAIを労働力の手助けに対

応したものと理解される傾向が強い(総務省，2016)こ

ともあり，労働力の代替としてもAIの役割は大きい．

そのため今後，企業でのAI導入が進むとことが考えら

れる．

 

この様な中，著者が調べた限り，企業がAIリテラシ

ーとしてどの様な知識・能力を期待しているのか，期

待の度合いはどの程度なのかについて調査や考察がな

された事例は見い出されない．大学などでAIリテラシ

ーについての授業が進められているものの，企業側が

何を期待しているのか分からない状態にあり，結果と

して認識の差や問題が生じる可能性がある．

 

 

以上のことから，本研究の目的は，AIリテラシーと

して，企業がどの様な期待を抱いているのかを明らか

にすることである．得られた結果を授業などに還元し，

内容の充実を図り，より良い授業に向けた一助となる

ことを期すものである．

 

 

２

 

本研究におけるAIおよびAIリテラシーの定義

 

現状，AIに確立した定義は存在しない

 

(総務

省,2019)．本研究では日本においてAI研究の歴史が長

く，幅広い分野を対象とし引用も多くなされているこ

とから，人工知能学会の設立趣意書(1990年6月29日)に

記載されている「人工知能は大量の知識データに対し

て，高度な推論を的確に行うことを目指したもの」を

AIの定義として用いる．

 

 

AIリテラシーに関しても様々な定義が存在している．

この様な中，髙谷(2021)は複数の大学などのカリキュ

ラムを分析し，AIリテラシーを「AIに関する基礎理論

を知り，AIを利用し，活用できる能力」と定義した．

本研究においては，大学などでのAIリテラシーを対象

とするため，この定義を用いる．

 

ただし，これらのことによりAI，AIリテラシーにつ

いての他の定義を排除するものではない．

 

 

３

 

研究方法

 

企業がAIリテラシーとしてどの様な知識・能力をど

の程度期待しているのかを明らかにするため，アン

 

ケート調査を実施した．調査結果を基に，AIリテラシ

ーとして期待する知識・能力を具体的に把握するため，

インタビュー調査を行った．その後，インタビュー調

査の結果をテキスト化し，計量テキスト分析による分

析を経て階層的カテゴリーを作成した．

 

信頼度の高いデータを基にした考察を行うべく，傾

向を量的に，内容を質的に把握する段階的な調査方法

を採用した．なお，本研究の流れを図1に示す．
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大学などでは AI リテラシーの習得が目標として掲げられている．一方，この習得目標に対し，企

業が期待する知識・能力は不明確である．企業が期待する内容についてアンケート調査を行った結果，

導入事例，倫理性が特に期待されていた．期待する内容をより理解するため，インタビュー調査を行

い，計量テキスト分析により共起ネットワークを描画した上で，階層的カテゴリーを作成した．階層

的カテゴリーに対しての考察から，AI リテラシーとして企業が期待する内容を明らかにした．
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(1)アンケート調査の概要 

数理・データサイエンス・AIを習得するための教育

体制の構築・普及を目指す「数理・データサイエンス・

AI教育強化拠点コンソーシアム(以下，「コンソーシア

ム」と称す)が組織されている． 

アンケート調査の質問項目は，コンソーシアムがAI

リテラシーとして提示したモデルカリキュラム，コン

ソーシアムが求めるスキルセットに依拠した北川ら

(2021)による書籍を参考に検討を行った．更に，AIリ

テラシーの定義に沿って検討を加え予備調査を実施し

た上で3領域に分け,領域ごとに質問項目を設定した． 

 AIリテラシーに関する質問は次の通りである． 

「AIに関する基礎理論の知識」領域として「AIの歴史

についての知識」，「AIの仕組みについての知識」，

「AIの法律についての知識」，「AIの倫理についての

知識」，「AIの導入事例についての知識」，「AI搭載

ツールについての知識」の6項目．「AIを利用する能力」

領域として「AI搭載ツールを使うことのできる能力」，

「業務導入に向けた提案ができる能力」の2項目.「AI

を活用できる能力」領域として「AIを業務に導入でき

る能力」，「AIに関するプログラミング力」の2項目で

ある． 

 また，情報学系を専門とする学生(以下，「情報系の

学生」と称す)と専門としない学生(以下，「非情報系

の学生」と称す)では，企業が期待する知識・能力，そ

の度合いは異なるのではないかと考え，「全ての学生

に必要」，「情報系の学生にのみ必要」，「非情報系

の学生のみに必要」,「全ての学生に不要」，「分から

ない」別に回答を求めた． 

アンケート調査は，一般社団法人東北ニュービジネ

ス協議会(仙台市，2022年3月8日現在会員数337)，

RIPS/RIAS OB会(仙台市，2022年3月8日現在会員数459)

の会員企業を対象とした．前者は，新事業の発展や啓

蒙活動を目的としている団体である．後者は東北大学

大学院経済学研究科内に設置されている新事業の開発

促進などを学ぶ塾の出身者が構成する団体である．両

団体とも大企業，中小企業の別無く構成されている． 

 調査期間は，2022年1月7日から2022年1月31日までで

あり，Webのアンケートフォームにより回答を得た．両

方の団体に所属している場合，どちらか一方のみから

の回答を依頼した． 

(2)インタビュー調査の概要 

 アンケート調査において協力可能と回答した7名に

インタビュー調査を行った．調査期間は2022年2月10

日から2022日2月18日までであり，個別に40分ほど実

施した．了承を得た上で，インタビュー内容をICレコ

ーダーに録音した．なお，インタビュー者は，本稿の

第一著者が行った. 

 

図1 本研究の目的と研究の流れ 

 

４ 調査結果とその考察 

(1)アンケート調査の結果 

アンケート調査には82社から回答を得た．結果は表

1の通りである．以後，本研究では特に断りの無い限り，

企業とは地域企業としてのこの82社を意味する． 

「全ての学生に必要」な項目への回答は「AIの導入事

例についての知識」が73社(89.0%)と最も多く，次いで

「AIの倫理についての知識」69社(84.1%)，「AIの仕組

についての知識」63社(76.8%)であった． 

「情報系の学生のみに必要」な項目への回答は「AI

に関するプログラミング力」が67社(81.7%)，次いで「AI

の導入事例についての知識」43社(52.4%)，「AI搭載ツ

ールを使うことのできる能力」26社(31.7%)であった． 

特に「AIに関するプログラミング力」，「AIを業務

に導入できる能力」の2項目は「全ての学生に必要」よ

りも「情報系の学生のみに必要」と回答した企業の方

が多かった．一方，「非情報系の学生のみに必要」,「全

ての学生に不要」への回答は少数であった． 

(2)アンケート調査の結果についての考察 

全ての学生に期待する知識・能力として，「AIの導

入事例についての知識」の回答数が最も多かった．こ

れは，企業がAIの導入事例を把握し，自社への導入効

果を検討したいことの表れではないかと考える．   

次いで，「AIの倫理についての知識」の回答数が多

かった． 戸田ら(2017)を始めとし人々がAIに対して不

安を抱いているとの指摘は複数存在する．具体的には，

AIに仕事を奪われる，人間を超越した存在になるとの

不安である．こうした不安が現実化されないためにも

教育に対する期待が表出したのではないかと考える． 
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表1 アンケート調査の結果   （数値は回答数） 

 

 

「AIを活用できる能力」領域では，全ての学生に求

める企業よりも，情報系の学生にのみに求めると回答

した企業が多かった．これは，情報系としての専門領

域がAIを包含または近似していることに起因してい

ると考えられる． 

 

５ インタビュー調査の内容と分析およびその考察 

(1)インタビュー調査の内容と分析方法 

アンケート調査の結果を踏まえ，身に付けて欲しい

知識・能力をより具体的に把握するため，協力者の方々

(表2)に，2つの質問を中心とした半構造的インタビュ

ーを実施した. 

 

[質問1] 大学などでAIリテラシーとしてどの様な知

識・能力を学んで欲しいですか？ 

[質問2]  AIが求められる社会に向け，学生に大切に

して欲しいことはありますか？ 

 

インタビューの内容は，テキスト化し，KH Coder3(樋

口,2022)による計量テキスト分析を行った．なお，分

析に用いたKH Coder3のバージョンはBeta.05(2022年5

月25日リリース)である.計量テキスト分析は分析者に

よる恣意的・主観的な解釈を可能な限り回避できると

いう利点を有する．一方，文書セグメントというもの

が，それ以上小さい要素に分割してしまうと文字通り，

意味のなさない最小限の単位となってしまう(佐藤，

2008)との指摘がある． 

(2)インタビュー調査の分析結果 

[質問1]の分析対象としてKHCoder3に抽出された語

数は3,277であり，分析に用いた語数は634であった(表

3)．また，[質問2]の分析対象として抽出された語数は

2,727であり，分析に用いた語数は595であった(表4)．

どちらも助詞，助動詞を除き分析した． 

分析に用いた語を共起ネットワークとして描画した 

(図2，図3)．共起ネットワークとは，文章中の出現パ

ターンが似通った語を線で結んだネットワーク図であ

る．共起ネットワークには，どの様な語が頻出してい

るのかを感覚的に把握できるという利点がある．また，

物事の関連性や相互作用の様に不定形な情報の表現に

適している(角田，2015)． 

共起ネットワークは，Jaccard係数0.2以上によるサ

ブグラフ検出によって描画した．Jaccard係数とは，語

Aと語Bのどちらか，または，両方を含む文章のうち，

語Aと語Bの両方を含む文章の割合を表す係数である．

係数が1に近いほど関連性が強く，0に近いほど弱いこ

とを意味する．サブグラフ検出とは，互いの結び付き

が強い部分を検出し，グループ分けを行い，結果を色

分けにより示す方法である． 

図2，図3は語の共起情報からその文章を構成する語

どうしの関係性を推定したものとなっている.なお，サ

ブグラフ検出の後，その語が属する文章および文脈を

確認し，グループ内の語の意味と文章中で用いられて

いる語の意味に違いが無いことを確認している． 

 

表2 インタビュー調査協力者のプロフィール 

 

 

表3 「質問1」について分析に用いた語(634)のうち出

現数が4以上である語 

 

 

表4 「質問2」について分析に用いた語(595)のうち出

現数が4以上である語 

 

全ての学
生に必要

情報系の
学生にの
み必要

非情報系
の学生に
のみ必要

全ての学
生に不要

分から
ない

合計

(1)AIの歴史についての知識 55 21 1 0 5 82

(2)AIの仕組みについての知
識

63 14 0 2 3 82

(3)AIの法律についての知識 56 19 0 2 5 82

(4)AIの倫理についての知識 69 8 0 1 4 82

(5)AIの導入事例についての
知識

73 5 1 1 2 82

(6)AI搭載ツールについての
知識

60 17 1 1 3 82

(7)AI搭載ツールを使うことの
できる能力

53 23 2 2 2 82

(8)業務導入に向けた提案が
できる能力

45 26 3 3 5 82

(9)AIを業務に導入できる能
力

31 43 2 1 5 82

(10)AIに関するプログラミン
グ力

9 67 0 1 5 82

AIに関する
基礎理論
の知識

AIを利用
する能力

AIを活用
できる能力

№ 語 出現数 品詞 № 語 出現数 品詞 № 語 出現数 品詞

1 AI 50 名詞 21 活用 6 サ変名詞 41 思う 4 動詞
2 考える 47 動詞 22 自動化 6 名詞 42 持つ 4 動詞
3 言う 39 動詞 23 データ 5 名詞 43 社会 4 名詞
4 出来る 20 動詞 24 プログラミング 5 サ変名詞 44 場合 4 副詞可能
5 何 18 代名詞 25 感じる 5 動詞 45 身に付けて 4 タグ*
6 人 14 名詞 26 合う 5 動詞 46 世の中 4 名詞
7 良い 12 形容詞 27 使う 5 名詞 47 凄い 4 形容詞
8 私 10 代名詞 28 説明 5 サ変名詞 48 専門分野 4 タグ*
9 部分 10 名詞 29 導入 5 サ変名詞 49 多い 4 形容詞

10 技術 8 名詞 30 内容 5 名詞 50 知識 4 名詞
11 強い 8 形容詞 31 能力 5 名詞 51 程度 4 名詞
12 知る 8 動詞 32 非常 5 形容動詞 52 統計 4 サ変名詞
13 分野 8 名詞 33 必要 5 形容動詞 53 判断 4 サ変名詞
14 仕事 7 サ変名詞 34 分かる 5 動詞 54 勉強 4 サ変名詞
15 設計 7 サ変名詞 35 聞く 5 動詞 55 本当に 4 副詞
16 様々 7 形容動詞 36 システム 4 動詞 56 話 4 サ変名詞
17 ある程度 6 副詞 37 違う 4 動詞
18 それ 6 代名詞 38 一般 4 名詞
19 イメージ 6 サ変名詞 39 学生 4 名詞
20 学ぶ 6 動詞 40 現在 4 副詞可能

*タグはKHCoder3の「語の取捨選択」機能
により強制抽出した語.この機能を利用しな
い場合.「専門分野」は「専門」と「分野」に
分けられる.

№ 語 出現数 品詞 № 語 出現数 品詞 № 語 出現数 品詞

1 考える 44 動詞 15 前 6 副詞可能 29 機会 4 名詞
2 言う 29 動詞 16 内容 6 名詞 30 結果 4 副詞可能
3 良い 21 形容詞 17 無い 6 形容詞 31 結構 4 副詞可能
4 AI 13 名詞 18 力 6 名詞 32 思考 4 サ変名詞
5 自分 9 名詞 19 感じる 5 動詞 33 私 4 代名詞
6 出る 9 動詞 20 技術 5 名詞 34 常識 4 名詞
7 必要 8 形容動詞 21 見える 5 動詞 35 凄い 4 形容詞
8 出来る 7 動詞 22 仕組み 5 名詞 36 相手 4 名詞
9 人 9 名詞 23 伝える 5 動詞 37 分かる 4 動詞

10 論理 7 名詞 24 能力 5 名詞 38 法律 4 名詞
11 それ 6 代名詞 25 話す 5 動詞 39 本質 4 名詞
12 何 6 代名詞 26 リテラシー 4 名詞 40 面 4 名詞
13 現在 6 副詞可能 27 塩 4 名詞 41 倫理 4 名詞
14 場合 6 副詞可能 28 学ぶ 4 動詞

AI時代の教育論文誌　51



 

 

 

*線上の数値はJaccard係数 

図2 [質問1]についての共起ネットワーク 

 

*線上の数値はJaccard係数 

図3 [質問2]についての共起ネットワーク 

 

図2，図3は，共起関係を有する語を描画したもので

ある．そのため，表3，表4のうち描画されていない語

も存在する．図2は，大学などでAIリテラシーとして学

んで欲しい知識・能力，図3はAIが求められる社会に向

け，学生に大切にして欲しいことが描画されたもので

ある．共起ネットワークを基に，語の繋がりと語が含

まれる文章に意味付けを加え著者らが新たに階層的カ

テゴリーを作成した．これは計量テキスト分析に対す

る佐藤(2008)の指摘に対し語が属する文脈本来の意味

がそこなわれることなく考察を行うためである．同時

に，調査協力者の概念を明瞭化することによって知識・ 

表5 AIリテラシーとして学んで欲しい知識・能力を

描写する階層的カテゴリー 

 

 

表6  AIが求められる社会に向け大切にして欲しいこ

とを描写する階層的カテゴリー 

 

 

能力としてどの様な期待を抱いているのかを深く考察

できるのではないかと考えたためである．  

表5の階層的カテゴリーは，11のサブカテゴリーか

ら形成された4つのカテゴリーにより構成されてい

る．大学などでAIリテラシーとして学んで欲しい知

識・能力を意味している.  

「AIと社会の関りについての知識」では，AIを必要と

する社会背景を理解することの重要性とともに,人と

AIの関係性を意味する．「AIに関する基礎理論の知識」

では，AIの仕組みを理解し，どの様なことができるの

かに関する知識を意味する．「AIの利用に必要な能力」

では,業務への導入を前提としない段階でAIを利用す

るために必要な能力を意味する．「AIによる業務改善

必要な能力」では，AIを業務に導入する際に必要な知

識・能力を意味する．  

表6の階層的カテゴリーは，11のサブカテゴリーから

形成された4つのカテゴリーから構成されており，AIが

求められる社会に向け学生に大切にして欲しいことを

描写している. 「多角的視点」では，大切にして欲し

いこととして，AIによる結論のみに依拠するのではな

く，異なる視点を持つことを意味する．「思考力」で

は，物事の本質を理解するためにも深く考えること，

「意欲と論理性」では，自分の考えを他者に論理的に

伝えられることを意味する．「ICTリテラシーと倫理・

法律の知識」は，AIと近接するICT分野の基礎的な知識，

AI化が進む社会において課題となるであろう倫理性や

法律の知識を身に付けることの大切さを意味する. 

カテゴリー サブカテゴリ― 語

データ化が進む社会とAI活用力

AIを必要とする社会背景

人とAIの関係性

AIでできることを説明できる　*「出来る」を「できる」に変換

AIに関するの知識

AIの利用に必要な能力 AIの利用に必要な能力
部分　判断　設計　自動化　導
入　勉強

様々な分野で仕事での活用への期待

イメージが先行するAI

統計学など専門分野の必要性
強い　本当に　思う　合う　非常
統計　専門分野

一般化されることへの期待

AIを導入するための提案

AIと社会の関りに
ついての知識

AIに関する基礎理論の知識

AI　考える　言う　良い　私
身に付けて  感じる　　説明
何　人　それ　多い　話

AIによる業務改善に
必要な能力

技術　使う　一般　様々　聞く
場合　学生　プログラミング

出来る　知識　内容　必要　ある
程度　持つ　世の中　現在　学
ぶ　能力　分かる　データ

分野　活用　違う　凄い　社会
イメージ　程度　知る　システム
仕事

カテゴリー サブカテゴリ― 語

異なる視点から物事を見る 人　それ　無い　見える　凄い

良い面と悪い面を考える力

結果を出すために自ら考える力

本質を考える力

社会の仕組みについての理解

論理的な思考

論理的な話法

意欲的な姿勢

ICTリテラシー

倫理性

法律の知識

ICTリテラシーと倫理・法律の知識

リテラシー　内容　私　学ぶ
伝える　技術 面　常識　塩
倫理　法律

多角的視点
考える　言う　良い　AI 　結果
結構　力　分かる

思考力 自分　仕組み　場合　何　感じる
能力　本質　思考

意欲と論理性

出る　出来る　前　必要　現在
論理　話す　相手　機会
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６ 考察 

アンケート調査の結果と考察，階層的カテゴリーを

基に，「AIリテラシーとして学んで欲しい知識・能力」

および「AIが求められる社会に向け学生に大切にして

欲しいこと」を中心に考察を行う．なお，この考察は

地域企業としての82社の回答を基にした限定的な調査

を踏まえてなされたものである．また，斜体部は関連

する調査協力者の発話である． 

「AIリテラシーとして学んで欲しい知識・能力」と

して，「AIと社会の関りについての知識」，「AIに関

する基礎理論の知識」，「AIの利用に必要な能力」，

「AIによる業務改善に必要な能力」の4点が挙げられた． 

データ駆動型社会を目指すSociety5.0においてAIは

大きな役割を担う．この様な社会変革を推進する背景，

その影響に関連する学びを「AIと社会の関りについて

の知識」として企業が求めていると考えられる． 

 

E氏:「現在，世の中である程度必要になっている基礎，

根拠という点を，ある程度説明できる様なレベル感が

欲しいと考えます．」 

 

なお,サブカテゴリー「人とAIとの関係性」は，語と

して表れていないがAIを超越することへの不安を含ん

でいる.実際,ある調査協力者は次の様に述べている． 

 

B氏:「人とAIの立場がいつか逆転するのではないか

という話も聞きます．」 

 

こうした不安は，企業としてよりも個人としての視

点であろう．不安を解消するためにも，AIの仕組みを

理解した上で，倫理性の醸成が求められる． 

 「AIに関する基礎理論の知識」は，アンケート調査の

「AIに関する基礎理論の知識」領域と同じ意味を有し

ている．AIの仕組みやできるのことなどの知識を身に

付けることへの期待が改めて確認できた． 

 

B氏:「まだまだAIについて知らない人が多いと感じて

いるので，それで専門的なことを一般的に優しく理解

し易い言葉に置き換えて説明する力を身に付けていた

だけると嬉しいです．」 

 

「AIの利用に必要な能力」は， AIの利用方法が分か

らないため利点を見い出せない企業の現状を反映して

いる．AIの利用に関する基礎的な理解を習得した学生

に対する企業側の期待の表れであるともいえる． 

 

A氏:「勉強を通しての場合，難しいのかもしれないの

ですけれども，世の中の様々なことをAIで対応できる，

できないと言うことを見抜ける能力を是非，身に付け

ていただきたいと考えています．」 

 

「AIによる業務改善に必要な能力」は，次の様な内

容である．AIには統計学など専門的知識を必要とする

イメージを抱いている．業務改善に活用したいと考え

ながらも，ノウハウが無く，また，どの業務に適して

いるのか判断することも難しい．そのため業務改善に

必要な知識・能力を期待するのであろう．この期待

は，AIが一般化されること，業務への導入を前提とし

た提案に対する期待に繋がっている．提案同様，失敗

経験を知りたいとの意向も含まれていた．しかし，こ

の経験を学生に求めるのは現実的ではない． 

 

F氏:「ディープラーニングも，実際どう言う様に仕事

に関わってくるのかなという点は，あまりイメージが

出来ないのです．ビジネスマンとしてはそういう観点

から学んでくれていると，有難いなと言うのは考えま

す．」 

 

「AIの利用が進む社会に学生に向け大切にして欲し

いこと」として，「多角的視点」，「思考力」，「意

欲と論理性」，「ICTリテラシーと倫理・法律の知

識」の4点が挙げられた．  

「多角的視点」は，AIの判断のみに依拠せず，異な

る視点や逆説的に物事を見ることの大切さを意味して

いる．「意欲と論理性」は「多角的な視点」，「思考

力」を表現する姿勢として捉えることもできる．  

 

(多角的視点) B氏:「1つ目は多角的な視点です．どん

な技術も良い面と悪い面が必ずあると考えます．」 

(思考力) B氏:「なんでも自分の力で検証してみて，

自分なりの意見を伝えてもらえたら，すごく助かるな

と考えています．」 

(意欲と論理性) G氏:「結局，0か1になる処理を考え

る場合，論理的思考能力が必要になると考えるので

す．」 

 

「ICTリテラシーと倫理・法律」は，それぞれ異な

る側面を持つ．ICTリテラシーは，基礎的な素養とし

て身に付けて欲しい知識・能力である．倫理は，社会

における倫理の喪失に対する不安に起因し，サブカテ

ゴリー「法律の知識」にも含まれる．語が属する文章

を確認したところ次の内容であった． 

 

C氏:「その一方で，倫理観が結構失われつつあり，大

人というか，その特に大学生となって法律などが抵触

するような年齢になってくると，法律的な内容もしっ
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かり基礎知識として身に付けた上でAIだったり，今後

出てくるであろう様々なテクノロジー系のものを作っ

て言って欲しい，触れて行って欲しいと考えます．」 

 

C氏は，法律への抵触は倫理観の喪失によって引き起こ

されると述べている．AIの利用において法律に抵触し

ない様，法律を学ぶことの大切さを意味している．  

 

７ まとめと課題 

本研究の目的はAIリテラシーとして，企業がどの様

な期待を抱いているのかを明らかにすることである．  

AIリテラシーのうち，「AIに関する基礎理論の知

識」領域としての歴史，仕組み，法律，倫理，事例に

関する知識，AI搭載ツールについての知識の6項目は

全ての学生に期待する知識・能力として捉えられてい

た．この中で，最も多かったのは導入事例についての

知識であった． 

「AIを利用する能力」領域，「AIを活用できる能

力」領域では，情報系の学生のみに期待する企業が増

え，「AIを活用できる能力」領域は，情報系の学生の

みに期待する企業が多かった．  

企業がAIリテラシーとして期待する知識・能力とし

て，AIを必要とする社会背景，AIが実現できること，

導入事例，人とAIとの関係性が挙げられた． 

これからの社会に向け学生に大切にして欲しいこと

としては多角的視点，思考力，意欲と論理性，ICTリ

テラシーと倫理・法律の知識が挙げられた． 

これらは授業以外の諸活動をも含む学びや経験の中

で醸成が求められる内容でもある．人の代替としてAI

が取り入れられる社会に対して，大切にして欲しいと

挙げられた意味は大きい．この様な内容をより大切に

することが期待される社会とはどの様な社会なのか，

どの様な合意形成を経てより良い社会を実現していく

のかといった視野での思考が求められる． 

期待する知識・能力，大切にして欲しい姿勢の両方

に共通して直接的，間接的に倫理性が含まれた．AIは

人を超越するのではないかとの不安が要因でもある．

こうした不安の低減には，AIについての正確な理解が

必要になる．併せて社会背景を学び倫理性を養うこと

が期待されている. 

AIリテラシー教育は，始まったばかりである．今回

得られた内容を授業に還元し，リテラシー教育の充実

を図ることが今後の課題として挙げられる． 
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