
 

 

 

 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに * 

近年オープンソースで利用できる CMS 

(Contents Management System)が，企業の

Webを始め，様々な用途で利用されている．

CMS はコミュニティ形成を目的としたも

の，Web上のコンテンツ管理を目的とした

ものなどが多種多様に存在している．学習

者・教材管理などの教育活動用に特化した

CMSは，LMS(Learning Management System)
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や，LCMS(Learning Contents Management 

System)と呼ばれ，多くの大学や教育機関で

利用されている．現在CMSは，商用・オー

プンソースなどの形態で，海外だけでも

600種類以上存在する 1) ． 

CMS は，様々な用途のシステムが存在

するため，利用したい内容が実現できる

CMS の選択は困難である．筆者らは，既

存の教育用CMSの機能比較・分析を行い，

その結果をもとに教育用 CMS の選択支援

ツールOCETを開発した 2)． 

本研究では，OCETの拡張の一環として，

複数の CMS をブラウザの操作のみで，比

較実験できる環境を提供するシステムを

開発した． 

2. OCET とはとはとはとは 

OCET
3)は，教育用 CMSの選択支援を行

うWeb上のシステムであり，「選ぶ」，「知

る」，「動かす」の３つのカテゴリに分かれ

ている（図 1)．現在は 8種類の教育用CMS
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オープンソースで開発されている CMSは，ネットワーク・サーバ環境の構築，各種アプリ

ケーションの設定などを行わなければならず，手軽に同じサーバ上へ CMSを複数動作させ
て，CMSの機能の比較などの実験を行うことは難しい．そこで，利用者は個別に設置され
た CMSを利用し，自由に複数の CMSの比較を行う，CMS実験環境を提供するシステムを

開発した． 
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Open-Source version of CMS needs to be set up network environment buildings and 

various types of applications, so it’s not easy for users to make systems work and do 

experimentations with the open-source version of CMS. Therefore, we managed 

information systems between CMS and users, and developed a CMS testbet system 

which is set up separately for each user. Users can feel free to have experimental 

environments with the separated version of CMS. 

 



を登録している． 

「選ぶ」のカテゴリでは，ユーザがCMS

上で提供したい講義の形式と，CMS 運用

に関わる質問に回答すると，システムがお

すすめのCMSを提示する． 

「知る」のカテゴリでは，CMS の一般

的な概念と，教育用 CMS を利用している

例などを紹介し，CMS を比較するために

必要な情報を提示している．CMS に登録

した簡単な講義サンプルを閲覧すること

もできる． 

「動かす」のカテゴリでは，CMS のコ

ンテンツを作成する際に，有効であると思

われるツールの紹介を行っている． 

OCET で各教育用 CMS を選択するため

に比較検討を行う場合は，「選ぶ」の機能

を利用するとともに，「知る」の比較情報

や各 CMS に登録したサンプルを閲覧して

いくことになる．これは，OCETのサーバ

上に教育用 CMS をインストールし，コン

テンツ閲覧用のゲストアカウントを１つ

作成して操作できるようにしていたが，実

際に CMS 上で試しにコンテンツを置くと

いったカスタマイズまでは許容していな

かった．比較のためには，システムを実際

に操作し，コンテンツの登録を自由に行え

た方がより支援になると考えられた． 

3. CMS 実験環境提供実験環境提供実験環境提供実験環境提供ツールツールツールツール 

3.1 CMS 実験環境実験環境実験環境実験環境のののの必要性必要性必要性必要性 

CMS を導入する場合は，サーバ構築な

ど，CMS の動作環境を用意する必要があ

る．CMSを運用する上で必要な作業を図 2

に示す．利用者が自分自身で，サーバを構

築し，複数の CMS を比較する状況を考え

ると，それぞれの CMS を動作させるまで

に，アプリケーションの設定や，サーバ上

の設定などを変更しなければならず，非常

に手間を要する． 

CMS 選定の段階で，これらの作業を行

うのは，実際にシステムを採用しない可能

性があることや，比較するためには複数の

CMSをインストールする必要があるため，

可能な限り避けたい作業と言える．また，

各 CMS が提供されているサイトでは大抵

デモ用としてゲストアカウントが用意さ

れている場合があるものの，自分が試した

操作がそのままデモサイトに残ってしま

う場合があり，操作を躊躇する場合も多い． 

しかしながら，自分で一通り操作してみ

ないと CMS の実際が見えてこないため，

CMS を手軽に試すことができる実験環境

が必要である． 

3.2 CMS 実験実験実験実験環境環境環境環境にににに関関関関わるわるわるわる先行研先行研先行研先行研

究究究究 

CMS の実験環境構築に関するシステム

を調査したところ，Web上で提供されてい

るサービスを含め 3つを発見した．以下に

その概要を述べる． 

(1) AAA CAFE!! CMS・・・・CGI サービスサービスサービスサービス 4)
 

AAA CAFEでは，無料Webサイトスペー

スを提供しているが，その一環としてCMS

の自動設置を行うシステムが存在する．こ

のシステムは，ユーザに割り当てられた

ディレクトリへ CMS をインストールし，

ユーザが自由に CMS を利用できるシステ

ムを提供している．このサービスでは主に，

ブログやコミュニティサイト用の CMS が

提供されており，教育用 CMS は提供され

図 2 CMSを取り巻く作業 

図 1 OCETトップ画面 



ていない．また，複数の CMS を同時にイ

ンストールし，動作させる機能には対応し

ていない． 

(2) OpenSourceCMS
5)
 

OpenSourceCMSでは，多数のCMSをあ

らかじめデモ用のサーバにインストール

し，利用できるようにしている．ユーザは

管理者権限で，全ての機能を利用できるの

で，多数の CMS を実際に操作して比較で

きるようになっている．操作したコンテン

ツや設定は，一定時間が経過すると，サー

バ側が CMS の初期化を行い，全てのデー

タをリセットする方式がとられている． 

(3) KNOPPIX LMS
6)
 

KNOPPIX
7) とは，CDのみで起動できる

Linuxである．KNOPPIX LMSは，KNOPPIX

上にあらかじめ 7種類の教育用 CMSが搭

載されており，CMS のサーバ環境が自動

で起動され，教育用 CMS を利用すること

ができる．一方で，CD-ROMを入手する必

要があり，作成したコンテンツや各アプリ

ケーションの設定などは，手動で保存しな

ければならない． 

3.3 先行研究先行研究先行研究先行研究のののの考察考察考察考察 

先行研究においては，CMS を実現する

上で障害となるサーバの構築と CMS のイ

ンストール部分を，あらかじめシステムが

提供することで，CMS 利用者の負担を軽

減し，CMS を準備する手間の問題を解決

している． 

しかし，調査したシステムでは，CMS

の環境の構築のみで，実用的なコンテンツ

のサンプルがどのように作成されている

のかわかりにくく，複数の CMS を同時に

利用しながら，CMS の比較を行う機能は

ない． 

また，初めて利用する CMS の場合，ど

のような機能を利用して，コンテンツを実

現しているのか理解しにくいため，CMS

を扱うことができないという問題もある． 

4. システムシステムシステムシステムのののの設計設計設計設計・・・・開発開発開発開発 

4.1 システムシステムシステムシステム概要概要概要概要 

本システムの概要を図 3に示す．本シス

テムは，CMS を個別に扱えるようにする

こと，複数の CMS を同時に利用できて

CMS の比較を容易にすること，利用者が

自由に CMS を操作できるようにすること

を目的に，ユーザ情報を管理する機能，

ユーザ毎の CMS を複製する機能，複製し

た CMS がはじめから搭載しているサンプ

ル，ユーザが操作した CMS をダウンロー

ドする機能を用意した．OCET上から本シ

ステムへのリンクを張り，CMS の比較選

択のための判断材料の１つとしてもらう． 

また，先行研究の類似システムとの違い

を表 1に示す．本システムでは，他のシス

テムでは搭載されていない，教育用 CMS

のサンプルが搭載されており，コンテンツ

表 1 他システムとの比較 

  本システム KNOPPIX LMS OpenSouceCMS aaacafe 

目的 
CMS環境の実験比

較環境提供 
CMS環境の構築 

多種多様の 

CMSの紹介 
CMS自動設置 

個別環境 ○ ○ × ○ 

コンテンツ保持・操作 ○ △(手動で保存) × ○ 

コンテンツサンプル ○ × × × 

管理者権限 ○ ○ △(一定期間のみ) ○ 

システムを利用するユー

ザの作業 
ブラウザでアクセス CDからLinuxを起動 ブラウザでアクセス ブラウザでアクセス 

複数CMS同時利用 ○ ○ ○ × 

コンテンツ他サーバへの

移行機能 
○ × × × 



図 3 システムの構成 

がどのように実現されているかをすぐに

参考にすることができる．さらに，そのサ

ンプルを操作した後のデータを，他のサー

バ上へシステムを移行する機能を搭載し

ている． 

4.2 機能機能機能機能 

(1)(1)(1)(1) ユーザユーザユーザユーザ管理機能管理機能管理機能管理機能    

本システムは，ユーザ管理の機能を実現

することで，ユーザ毎の CMS 環境の個別

化を実現する．ユーザ管理を行うことで，

ユーザのみが利用できるディスクスペー

スの提供を行う．さらに，不要なユーザを

削除することで，ユーザが利用していた

CMS の削除も行い，サーバへの負荷を減

らすことができる． 

(2)(2)(2)(2) CMSCMSCMSCMS 複製機能複製機能複製機能複製機能    

登録ユーザごとに割り当てられたディ

スクスペースへ CMS を複製し，ユーザが

自由に利用できるCMSを提供する．また，

ユーザが操作した CMS を初期化する機能

もあり，コンテンツ登録のやり直しを行い

たい場合に，もう一度複製を行うことに

よって，CMS の操作を行う前の初期の状

態に戻すこともできる．システムは，デー

タベースから複製元の情報を読み取り，他

のデータベース上へ読み取った内容を入

力することによって複製を実現している．

この仕組みを利用することによって，複製

元の CMS を操作することで，ユーザが利

用する CMS に反映され，サンプル提供を

簡易的に行うことができる． 

(3) CMS ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード機能機能機能機能 

比較に利用したユーザのデータベース

と，CMS のデータをダウンロードするこ

とができる．ユーザはダウンロードした

データを他のサーバへ移行することがで

きる．しかし，この機能は利用者が自分自

身のサーバを構築しなければならないた

め，ダウンロードしたデータを利用者の

サーバへ組み込む知識が必要となる． 

4.3 動作環境動作環境動作環境動作環境 

本システムのサーバの仕様は，CPU が

PentiumIII 500Mhz，ハードディスクは

120Gbyte，メモリは368MBとなっている．



図 4 サンプル搭載Moodle 

OS には FedoraCore5，Web サーバには

Apache2.2.2，開発言語として PHP5.1.4を利

用し，データベースにはMySQL5.0.22を使

用している．複製元となる CMS には教育

に 利 用 さ れ て い る Moodle1.7 と ，

Claroline1.8.1をシステムへ組込んだ． 

ユーザが利用する機能は，全てブラウザ

上から操作できるようにした．ブラウザ上

から全ての操作を可能にすることで，ユー

ザは環境に左右されずに，システムを利用

することができる． 

4.4 システムシステムシステムシステムがががが搭載搭載搭載搭載するするするするサンプルサンプルサンプルサンプル 

本システムは以下の講義のサンプルを

あらかじめ搭載している． 

• UNIX演習 

• ランチョンセミナー8)
 

• 統計基礎 

• Webプログラミング演習 

• 社会情報システム学基礎 

これは，岩手県立大学ソフトウェア情報

学部社会情報システム学講座 9)から演習の

ために Web 上で公開されていた情報を利

用して，サンプルを作成した．システムは，

複数の異なる CMS を利用できるが，各

CMS に可能な限り同じサンプルを搭載し

た．同じサンプルを搭載することによって，

異なる CMS 間でどのようにコンテンツが

表現されているか参考にしながら，比較に

利用することができる．一方で CMS に

よっては，利用できない機能などが存在す

るために，同様のサンプルを登録できない

場合もあった．サンプルを搭載した CMS

のトップ画面を図 4,5に示す． 

4.5 システムシステムシステムシステム利用利用利用利用イメージイメージイメージイメージ 

システムへアクセスすると，システムの

トップ画面が表示される（図 6）．システム

利用時にはユーザ登録が必要となり，登録

されていない場合にはユーザの新規登録

を行うことでシステムを利用することが

できる．ログイン後は，CMS を操作する

メニューが表示され，各機能を利用するこ

とができる．ユーザが利用するインタ

フェース部分を図 7 と 8 に示した．CMS

複製機能，ダウンロード機能は，ユーザが

複製機能を選択し，リンクのクリックや，

ボタンを押すことによって CMS の操作を

行えるようにし，操作を簡易に行えるよう

にした．ユーザが実際に利用する． 

図 5 サンプル搭載Claroline 

図 6 システムトップ画面 

図 7 CMS複製機能 



5. 評価評価評価評価 

本システムを大学生2名に利用してもら

い，インタビューを行った．被験者は，CMS

を利用したことのある学生である． 

インタビューを行った結果として，どち

らの被験者も，サーバ構築などの手間がか

からず自分の環境で CMS を操作できるの

はよい，サンプルが搭載されていることに

よって，どのようなコンテンツが実現でき

るのかわかりやすかった，同じコンテンツ

がどのように異なる CMS で表現されてい

るのかわかりやすい，という肯定的な意見

が出された． 

他の意見として，システムの使い方のマ

ニュアルが不十分だったため，最初にどの

ように利用してよいかわからないという

意見が出された．今後，システムの利用の

手引きなどを詳細に作成することと，シス

テム上からどのような作業を行っている

かのフィードバックを付け加えることで

対応できると考えられる． 

また，本システムを利用して，多数の人

がそのまま CMS を運営できるのではない

かという意見が出された．CMS はサーバ

に負担がかかるため，多数の利用者に，シ

ステム上で CMS を運営されると，サーバ

が動作しなくなるおそれがある．考えられ

る対策として，ユーザにシステムの利用期

限をつけるなどして，何らかの制限を行う

機能の必要があると考えられる． 

6. まとめまとめまとめまとめ 

本研究では，筆者らが開発していた教育

用 CMS選択支援ツールOCETの拡張の一

環として，CMSをブラウザの操作のみで，

比較実験環境を提供できるシステムを開

発した． 

今後の課題として，比較実験ができる

CMSをさらに追加し，多数のCMSの比較

を容易に行うことができるようにし，本シ

ステムを，教育用 CMS を利用したいと考

えている教員などを対象に，評価を行う予

定である． 
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