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本研究の概要

� 14のオープンソースCMS (Contents 
Management System)について調査し、
CMSを５つに分類した

� ７つのCMSを利用してセミナー型講義を実
装して運用上での比較分析し、各CMSの長

所と短所を確認した

� 14のCMSから約200の機能を抽出・整理し

て表にまとめ、選択ガイドラインを提案した
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CMSとは?

� CMS (Contents Management System)

� コンテンツの

収集、作成、管理、配信を一貫して行うシステム

管理管理管理管理ツールツールツールツール
コンテンツ登録
入力フォーム
既存コンテンツ管理

管理管理管理管理ツールツールツールツール
コンテンツ登録
入力フォーム
既存コンテンツ管理

コンテンツ
・日記
・リンク集
・ニュース

コンテンツ
・日記
・リンク集
・ニュース

ネットワークネットワーク

コンテンツ配信 / 収集

対象：コンテンツ利用者

回覧者 一見さん

CMS兼
Webサーバ

管理ツール提供

CMSの機能と利用例

� 利用例

� ポータルサイト

� 企業サイト

� ブログ

� コミュニティサイト

� はてな(Q & A)

� 教育(e-Learning)
など………

配信配信

DB化DB化

共有共有

編集編集

収集収集

追加追加

CMSCMS

CMS基本機能
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CMSの分類(図1)

CMS上位概念

機能限定型 BLOG型 単機能型 教育用 汎用型

一部のシステム

グループウェア
管理機能

Web教材

問題作成機能

GSBLOG

pMachine

MovableType

Nucleus

SiteDev exCampus2 XOOPS

PukiWiki

F-board

PHPbb

CEAS

Moodle

Claroline

Mambo

TIKIWIKI

汎用型CMS画面例『XOOPS』

利用する機能をモジュールを追加す
ることによってふやすことができる
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教育用CMS画面例『exCampus2』

講義配信のための機能

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
・シラバス
・講義用動画
・講師データ
・ニュース配信
・講義用資料

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
・シラバス
・講義用動画
・講師データ
・ニュース配信
・講義用資料

教育用CMS(LCMS,LMS)

受講者

CMS搭載

サーバ

ネットワークネットワーク

回覧者

管理ツール提供

学習者

ユーザ別表示切り替え
受講 / 受講結果 / 質問
意見 / 学習者進捗状況回覧
メール送信 / 

LCMS(Learning Contents Management System)

LMS(Learning Management System)

教育用教育用教育用教育用CMSがががが持持持持つつつつ機能機能機能機能

・講師・学生データ
・練習問題作成機能
・コミュニケーションツール
・学生への通知機能
・ユーザ別連絡配信
・入力データDB化

・電子掲示板
・進捗状況通知

教育用教育用教育用教育用CMSがががが持持持持つつつつ機能機能機能機能

・講師・学生データ
・練習問題作成機能
・コミュニケーションツール
・学生への通知機能
・ユーザ別連絡配信
・入力データDB化

・電子掲示板
・進捗状況通知

管理管理管理管理ツールツールツールツール
講義登録入力フォーム
既存コンテンツ管理
練習問題管理
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単機能型CMS画面例『PHPbb』

フォーラム機能のみのCMS

BLOG型画面例『GSBLOG』

コメント・トラックバック機能
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CMSを利用するメリット

�更新作業のわずらわしさからの開放

� フォームによる入力

� FTPを通さない更新

� コンテンツ同士の自動リンク

� リンクミスなどの回避

�ユーザ別の表示変更

� アクセス制限をかけることができる

教育用CMSの管理範囲

システム管理者

システム設置

・インストール

・バックアップ

教材管理

講義コース管理

受講者管理

（ユーザ管理）

教材・コース管理

（コンテンツ管理）

講義受講

講義実施

学習者

（利用者）

講師・TA

（コンテンツ管理者）

兼任する場合もある

教育用CMSが提供するワークフロー
教育用CMSが

提供しない範囲

素材作り

・ビデオ編集

・画像作成

システム構築

・OSインストール

・Webサーバ構築

・DB設定
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比較分析のために利用するCMS

� それぞれのCMSへランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーを登録
� 教育用CMS

� exCampus2

� CEAS

� Moodle

� Claroline

� 汎用型CMS

� XOOPS

� 単機能型CMS

� SiteDev(Wiki)

� Blog型CMS

� GSBLOG

ランチョンセミナーとは

�岩手県立大学鈴木研究室の活動
�昼休みを利用して様々な話を聞こう!!

一話完結一話完結一話完結一話完結ののののセミナーセミナーセミナーセミナー型講義型講義型講義型講義としてとしてとしてとして
各各各各CMSへへへへ搭載搭載搭載搭載!!
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セミナー型講義で利用したい機能

�動画を配信したい

�配付資料を一緒に配布したい

�セミナー後のアンケート機能

�今回のセミナーの四段階評価

�自由記述アンケート

�受講後に意見や感想を書き込めるフォーラ
ム機能(掲示板の発展) 

配信されるコンテンツの素材作り

� コンテンツとして公開する素材を作成

� セミナーの動画

� Windowsムービーメーカーを利用

� 動画をWMVファイルへ変換

� 添付資料

� PDF形式へ変換

� Web上で配布できる形へ変換
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CMS運営までの過程

講義を登録するフェーズ

各CMS適応状況(表1)

フォーラム機能の充
実

掲示板で代用添付機能ありファイルへリンクMoodle

sitedev

コメント・トラックバッ
ク

管理者が直接記述添付機能ありファイルへリンクGSBLOG

コメント機能あり自由記述機能で代用添付機能ありファイルへリンク

フォーラム機能の充
実

該当機能あり
拡張モジュールで
対応

ファイルへリンクXOOPS

フォーラム機能の充
実

掲示板で代用
講義全体の共有
文書

ファイルへリンクClaroline

講義コースの掲示板
あり

該当機能あり添付機能ありファイルへリンクCEAS

掲示板のみ掲示板で代用添付機能あり
動画へのリンク支
援機能

exCampus

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション機能機能機能機能アンケートアンケートアンケートアンケート表示表示表示表示配付資料添付配付資料添付配付資料添付配付資料添付動画配信動画配信動画配信動画配信
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機能代用の例

� アンケート機能の代用の例(exCampus2)

CMS共通の問題点

� CMSを利用する環境作り

�サーバ構築

� CMSを取り巻く技術への理解

�素材作り

�動画や画像を扱う知識

CMSを一人で準備するのは困難
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各CMSを利用する際の問題点

�実際に運営するまでわからない
潜在的な問題点が存在する

�システムが使いにくいと感じる
� CMS自体のユーザビリティ

�各CMS個々の問題点

『exCampus2』 管理機能トップ画面

『exCampus2』 管理画面
このこのこのこの管理機能管理機能管理機能管理機能でででで
何何何何をををを行行行行ったらいいのかわからないったらいいのかわからないったらいいのかわからないったらいいのかわからない
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『exCampus2』 ヘルプ作成画面

ヘルプヘルプヘルプヘルプとかかれとかかれとかかれとかかれてててているいるいるいる
項目項目項目項目をををを押押押押すとこのすとこのすとこのすとこの画面画面画面画面になるになるになるになる
ユーザユーザユーザユーザのののの想像想像想像想像したしたしたした結果結果結果結果とととと異異異異なるなるなるなる
可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある

『CEAS』 管理画面

多機能多機能多機能多機能すぎてどのすぎてどのすぎてどのすぎてどの機能機能機能機能をををを使使使使えばえばえばえば
実現実現実現実現できるのかわからないできるのかわからないできるのかわからないできるのかわからない

約50の機能項目
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『Moodle』 管理画面

目目目目にににに見見見見えないえないえないえない問題点問題点問題点問題点

システムシステムシステムシステムのののの動作動作動作動作がががが重重重重いいいい

『Claroline』 管理画面

システムに奇妙な日本語和訳がある
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Clarolineの問題点

�資料配布の詳細設定ができない

�日本であまり注目されていない
�日本のユーザコミュニティがない

� Googleでの『claroline』での検索結果
�日本語日本語日本語日本語のページ約 178件 2005/01/20

『XOOPS』 管理画面(1)

ユーザに表示させる項目設定画面

項目項目項目項目がががが多多多多いいいい
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『XOOPS』 管理画面(2)

設定設定設定設定がががが詳細詳細詳細詳細すぎるすぎるすぎるすぎる

ユーザが利用する機能項目設定画面

『SiteDev(Wiki)』 管理画面

ページ一覧画面

管理を怠るとファイル数が肥大化する
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SiteDev(Wiki)の問題点

� コンテンツを作成する約40のWikiタグ

�例

�*タイトル1 ⇒ <h2>タイトル1</h2>

�---- ⇒ <hr>

�-要素1 ⇒ <ul><li>要素1</li></ul>

『GSBLOG』 過去ログ回覧画面

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの量量量量がががが膨大膨大膨大膨大になになになにな
るためるためるためるため既存既存既存既存のののの検索機能検索機能検索機能検索機能でででで
はははは過去過去過去過去ログログログログがががが探探探探しにくいしにくいしにくいしにくい
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GSBLOGの問題点

�直接的なコミュニケーションツールが少ない

�話題に対してのコメント・トラックバックのみ

CMS選択のためのガイドライン

�ガイドライン作成の観点
� CMSで実現できる機能比較

�導入・利用のための項目作成

�二つの観点に関する
200近くの項目をKJ法にて統合
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CMSで実現する機能比較(表2)

� システム管理機能

� 講師が利用する機能

� 講義形態に関わる機能

� 教材作成・利用に関する
機能

� テストに関する機能

� レポートに関する機能

� 講義進行に関わる機能

� 評価機能

� 学習者が利用する機能

� ユーザサポート

� 多彩な講義を行うための機能を検討

� 機能比較表として10の項目を表へまとめた

CMS選択のためのガイドライン提案

1. システム導入による学習者の利点を考える

2. 実現したい講義の特徴を確立する

3. 利用したい機能の存在

4. 利用するCMS導入の容易性

5. CMSによる講義運営体系
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教育活動へ利用されるCMSの今後

�ユーザビリティ・アクセシビリティ

� コンテンツの自動修正機能

�ユーザ間のコミュニケーション機能強化

教育活動教育活動教育活動教育活動のののの統合管理統合管理統合管理統合管理システムシステムシステムシステムへへへへ!!

まとめと今後の課題

� 14のオープンソースCMS (Contents 
Management System)について調査し、CMSを５
つに分類した

� ７つのCMSを利用してセミナー型講義を実装して
運用上での比較分析し、各CMSの長所と短所を
確認した

� 14のCMSから約200の機能を抽出・整理して表に
まとめ、選択ガイドラインを提案した

� 今後の課題
� 研究を元に教育用CMSを開発


