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本研究の成果

CMS

講義コース
講義コンテンツ

どのCMSが

適しているのか
分からない・・・

既存のCMS機能比較表の改良
CMS選択支援サイトの開発

・講義に適したCMSの選択
・CMSを利用した実践例紹介

・利用案紹介
・CMSとは何か知ることができる

※CMS(Contents Management System)
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CMSとは?
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CMS比較分析

exCampus2

CEAS

Moodle

Claroline

Atutor

XOOPS

SiteDev

GSBLOG
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講義登録時の問題点(1)

・システムの文字コードがUTF-8のため既存サーバでは文

字化けを起こす可能性がある

・管理機能が複雑

CEAS

・奇妙な和訳が存在する

・日本であまり注目されていない
Claroline

・他に比べて動作が重い

・講義の登録機能が理解しにくい
Moodle

・インストール時のマニュアルがわかりにくい

・致命的なセキュリティの欠点
exCampus

問題点CMS名
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講義登録時の問題点(2)

・目的の過去ログにたどり着くことが難しい

・直接的なコミュニケーション機能が少ない
GSBLOG

・管理を怠るとファイル数が肥大する

・独自のWikiタグ習得に時間がかかる
SiteDev

・表示非表示などの設定が詳細

・講師の管理負担が大きい
XOOPS

・日本語訳がまだ終わっていない

・インタラクティブなコンテンツが利用しにくい
Atutor

問題点CMS名
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CMSに関する要素抽出

• CMSの要素抽出
–個々の問題点

–足りないと思われる機能

– CMSの機能

• ブレーンストーミング手法を利用
–約200項目抽出

• KJ法により類似した項目を統合
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CMS比較分析

講義をCMSへ登録する際の問題点

講義で利用される機能の抽出

CMS選択のためのガイドライン

機能比較表

CMSの問題点と機能に関する分析
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機能比較表の改良

• 前比較表

–機能の有無に注目した比較

–○(できる)、- (該当機能無し) の比較のみ

• 改良後比較表

–◎優れている、○できる、
△実現に手間がかかる、-実現不可能

–比較項目の整理

– CMSバージョンアップによる比較修正
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機能比較表項目

システム管理機能

管理者

個別に利用する機能

コミュニケーションに関する機能

学習者

アンケートに関する機能

成績評価に関する機能

テストに関する機能

課題（レポートに関する機能）

教師に関する機能

学習者の管理に関する機能

コース・講義に関する機能

コース管理者・教師

コース管理者や教師が利用する機能

・コースの管理

・シラバス作成

・授業進行に関わる機能
（テスト・レポート提出）

学習者が利用する機能

・グループ学習支援機能

・フォーラム機能

サーバ管理者が利用する機能

・インストール

・バックアップ機能

(例)
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CMS選択のためのガイドライン

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

システムの特徴と運営する人間に注目
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CMS選択支援サイトOCETの開発

• 比較表・ガイドラインだけでは具体的に
どんな講義ができるのか分かりにくい

• 利用したいCMSの

運営方法や具体例などがわからない

CMS選択支援ツール『『『『OCET』』』』の開発
(Opensource Cms for Education Test bed)
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OCETとは?

利用したい機能
CMSを利用する環境
CMSへの理解

CMS選択ガイドライン
CMSの解説

実践例
利用案

CMS選択ガイドライン
CMSの解説

実践例
利用案

CMSに関するデータベース

CMS選択アドバイス
・CMS導入に関するアドバイス
・利用できるCMS
・機能がそろっているCMS

・実践例表示

入力データ
+

データベース
+

サイト情報の取得

講義に適したCMSは?

開発したサイト

CMSを利用したい講師

2005/6/3 14

OCETの構成

• 3つのカテゴリから構成

知る

選ぶ

動かす
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選ぶ

• CMSの選択に関わるコンテンツ

CMS導入に関するアンケート 行う講義を想定したアンケート

CMS選択支援ツール
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知る

• CMSを知るための知識

• CMSを利用するための知識

• CMSの特徴紹介

• CMS実践例

• CMS利用案

• 関連リンク集

CMSに関する運営や

知識を得るためのコンテンツ
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動かす

• 素材の作成を解説
–講義を配信できるようにするためには?

• 動画作成方法

教材などをCMSで利用できる

形にするためのコンテンツ
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CMS選択支援ツール
OCETのデモ



10

2005/6/3 19

おわりに

• CMS選択サイトOCETの開発を行った

• 今後の課題

–想定している講義スタイルの増加

–個々のコンテンツの充実

–機能以外の観点の確立

以下のURLでOCETは公開中
http://www.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~ocet/
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比較に検討すべき機能

• アーカイブ機能

• システム導入時に必要な環境

• 講師の作業の分担化

• コンテンツ公開までのナビゲーション機能(ワークフロー)

• ユーザアクセスレベルの設定

• マイグレーション機能

• シンジケーション機能

• 必要なサーバ環境

• システム設置の難しさ

• 多言語対応

• パーソナライゼーション
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機能以外の検討すべき観点

• CMS設置の難易度
• CMSのユーザビリティ
• アクセシビリティ
• システムの軽快さ
• スケーラビリティ
• CMSの拡張性
• セキュリティ
• システムが行う動作と
全てのユーザが行う動作が連携

• コンテンツ登録作業者の種類
• コンテンツ(1講義)登録のための時間


