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1. はじめに

学習者がコンピュータやネットワーク上で学習

を行う e-Learning では, 学習の場を学習者に提供

するシステムと, 運営者側による学習コンテンツ

管理が重要な位置を占めている.Web コンテンツ

作成から配信まで, 総合的に管理支援するシステ

ムとして,オープンソースの CMS(Contents Man-

agement System) が近年注目されている. 教育活

動支援のためのCMSは,LCMS(Learning Contents

Management System)と呼ばれ,無償で利用できる

exCampus1)やCEAS2)などが例として挙げられる.

本研究では,岩手県立大学ソフトウェア情報学部鈴

木研究室が主催するセミナーをCMSへ登録し,CMS

が持つ機能について分析を行った結果から,CMS導

入ガイドラインを提案し 3),講義に適した CMSを

選択できるツールの開発を行った.

2. CMSの機能と分類

2.1. CMSの機能

CMSとは,コンテンツ作成と管理,ユーザ管理,コ

ンテンツの公開管理などをブラウザ上から簡単に行

うことができるシステムである.コンテンツ管理者

は,ファイル管理や,HTML記述のミスなどを減ら

すことができ,プログラム (CGI)を意識することな

く,様々な機能を利用することができる.このシステ

ムが持つ主機能として,Webコンテンツの『収集・

作成・管理・配信』が挙げられ,管理する側と利用

する側にとってメリットがあるシステムである 4).

2.2. CMSの分類

現在,様々な CMSが乱立し,多数の分類方法が存

在するが,システムの特徴を完全に理解し,利用する

用途に合わせてCMSを見定めるのは非常に難しい.

そこで, インターネット上で利用されている CMS

を調査し,実際にサーバへインストールして操作し

た結果を基に,汎用型,教育用,単機能型,ブログ型,

機能限定型の 5つにシステムを分類した.

3. CMSの比較分析

3.1. 教育コンテンツの登録

岩手県立大学ソフトウェア情報学部鈴木研究室

の活動の一つである, ランチョンセミナー 5) をセ

ミナー型の講義とし, 実際に CMS へ登録し, 講義

を CMSへ登録した際の比較を行った.今回教育用

コンテンツを登録した CMSは,教育用 CMSから,

exCampus2, CEAS, Moodle, Claroline, その他の

4分野から, XOOPS, SiteDev, GSBLOGをそれぞ

れ用いた.

各 CMSの適応状況を表 1へ示す.ランチョンセ

ミナーで利用したい機能が無い CMSでは, 機能を

代用することによって適応させることができた. し

かし, CMSが持つユーザビリティや, システムの動

作などの潜在的な問題の存在を確認した.

3.2. CMS比較の観点

ランチョンセミナーを各 CMSへ登録した際に発

生した問題点と, 講義で利用される CMSの機能に

ついて, ブレーンストーミング手法により約 200近

くの項目を抽出した. 抽出された項目を, 講義に利

用される機能と, CMSを構成する要素について分

類し, KJ法により類似した項目を統合した. 統合

された項目を,CMSを比較の観点とした.

3.3. CMS導入のガイドライン作成

分析の結果をふまえ,CMSを導入する際のガイド

ラインを作成した.ガイドラインは,教育用コンテン

ツを配信するための機能と, CMSを教育の現場で

導入するために, 考えなければならない観点を 5項

目にまとめた. 機能項目は, 学習者の管理やレポー

ト提出機能などの 7つカテゴリを作成した. シス

テム導入のガイドライン項目は, (1)システム導入

による利点を考える, (2)利用したい機能の存在の

明確化, (3)CMSで行われている講義の実践例を参

考にする, (4)CMS導入の環境を考慮する, (5)CMS

による講義運営体制を確立する, の 5項目である.

4. CMS選択支援ツールの開発

4.1. 開発環境

本システムの開発言語としてPHP,データを格納

するためのデータベースとして MySQL を利用し



表 1 セミナー型講義の適応状況
動画配信 配付資料添付 アンケート結果表示 コミュニケーション機能

exCampus 動画へのリンク支援機能 添付機能あり 掲示板で代用 掲示板のみ

Moodle ファイルへリンク 添付機能あり 掲示板で代用 フォーラム機能あり

Claroline ファイルへリンク 講義全体の共有文書 掲示板で代用 フォーラム機能あり

CEAS ファイルへリンク 添付機能あり 該当機能あり 講義コースの掲示板有り

XOOPS ファイルへリンク 拡張モジュールで対応 該当機能有り フォーラム機能の充実

SiteDev ファイルへリンク 添付機能あり 自由記述機能あり コメント機能あり

GSBLOG ファイルへリンク 添付機能あり 管理者が直接記述 コメント・トラックバック

図 1 CMS選択支援ツール

ている.システムは, 作成したガイドラインを搭載

しているため, システムに対し,入力した情報に基

づいて,適切な CMSを提案することができる.

4.2. システムの概要

選択支援ツールの概念図を図 1に示す.本システ

ムは,CMSを教育活動へ利用する講師が,講義の種

類と必要な機能に応じて利用しやすい CMSを提案

するツールである.システムには, ガイドラインと,

活用アイディアや実践例の紹介が搭載されている.

利用したい機能に関するアンケートに答えると,ど

のような CMSが講義に適しているかをシステムが

提案し, CMS導入後の運営に関するアドバイスを,

実践例や各 CMSの特徴を基に行う.システムには,

比較した 7つの CMSを登録しているが,システム

のデータを追加することにより, システムを拡張す

ることが出来る.システムの画面を図 2に示す.

4.3. システムが提案するアドバイス

利用者が, システムから出されるアンケートにつ

いて答えると, 利用したい機能を持つ CMS, CMS

を利用した教育コンテンツ管理の実践例, CMSの

特長を生かした活用アイディア, CMSを利用する

ためのワークフローが提示される. 逆に, 分類した

カテゴリから CMSを選択し, アドバイスを表示さ

せることもできる.

4.4. ユーザビリティ評価

開発したシステムに対して, ユーザビリティ評価

を行った. 評価は, 大学の講義を CMSへ適応する

図 2 選択支援ツール画面

課題を用意し, どの CMS が講義に適しているか,

CMS選択支援ツールを利用し, CMSを選択しても

らい, その後, インタビューを行った. 評価の結果,

利用する際の問題がいくつか指摘されたので, この

問題を改善した.

5. おわりに

本研究では講義を CMSへ登録し, 比較分析を行

い,比較分析の結果から教育コンテンツを管理・運営

する際に起こる問題を導き出し, 講義を行う上で最

適な CMSを選択する支援ツールを開発した. 今回

の研究を基に,より高機能で使いやすい教育用CMS

を開発することが今後の課題となる.
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