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第 章 はじめに

研究の動機

学習者がコンピュータやネットワーク上で学習を行う 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 一般的なブラウザ上から 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 が近年注目され

ている 教育活動支援のための は，

と呼ばれ，無償で利用できる や， 冬木ら な

どが例として挙げられる 現在， は様々な場所で研究されており，多種多様な

が存在する そのような中で， の教育の場への利用に関する研究は数少ない

の機能を見直し，利用者が適切な を選択できるように， 導入ガイドラインを

提案する必要があると感じた



本研究の概要

教育活動に利用される は，様々な場所で研究が進められているが， 必要な機能

が満たされていないなどの問題点も多く存在する の研究分野は海外では盛んであ

るが，日本では注目されてはいるものの， に対する認知度・理解度は低い 海外製

のツールが完全に日本語に対応しているわけではない 純国産の有料 ではコストが

高い，運営までに必要な技術が多く求められる，必要な機能がそろっていないなどの，さ

まざまな問題が多々挙げられており，純国産のツールが完璧に使いこなされている例は少

ない

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，さ

まざまな分野の へ登録し， が持つ機能について分析を行った結果から，

を選択するガイドラインの提案と，講義に適した を選択できる支援ツールの開発を

行った



第 章 の定義と分類

の機能と定義

の概念図を図 に示す．

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．コンテンツ管理者は，ファイル管理や， 記述

のミスなどを減らすことができ，プログラム 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， 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 アイビーネット ．

図 コンテンツ配信

管理する側には，次のメリットがある．



上のフォームからのコンテンツ編集による， によるアップロード作業の煩

わしさから解放される．

コンテンツ同士の自動リンクにより，誤ったコンテンツの公開などを防ぐことがで

きる．

メンバーのみが利用できる機能を設定し，アクセス制限を簡単にかけることがで

きる．

利用者への機能としては，コンテンツが つのシステムで公開されているため， コン

テンツ自身に一貫性がとれており， 利用者が迷うことなく，様々なコンテンツを利用で

きる．



が持つ機能

が持つ機能は， 図 で示す の機能に分けることができる．

図 の機能

つの機能の他に， が持つ潜在的な機能として以下の機能が挙げられる．

ワークフローの確立

セキュリティー管理

パーソナライゼーション

マルチターゲット

サイトカスタマイズ

ハイパフォーマンス

スケーラビリティー



ワークフローとは， を利用して運営をする際の運営の手順のことである．

を導入することにより，運営を行う場合の運営方法まで によって確立する．セキュ

リティーの管理は， サイトのアクセス制限や， コンテンツ更新者の制限を， 簡単

に設定できる． パーソナライゼーションとは， システムが個性的であるかどうかの指針

である． マルチターゲットは， 年齢層や， 環境にとらわれず， 幅広く対応できるため

の機能である．サイトカスタマイズは， を回覧するユーザが利用しやすいようにサ

イト情報をカスタマイズできる機能である． ハイパフォーマンスとは，システムの軽快

さである．システムが良い物でも，動作が重く使い勝手の悪いものでは，良いシステム

とはいえない． スケーラビリティの機能が高いシステムであると， 作成・管理・運用な

どのサイト管理にかかわるコストが増えにくく， 膨大な量のコンテンツであっても， す

ばやい対応ができる．



におけるコンテンツの定義

一般的に 上のコンテンツというと， 教材や情報を見やすいようにした

ページなどのことを指すが， の定義するコンテンツは一般的なコンテンツとは異な

る． は，利用者が利用する機能，公開されている ページ， を運営のための

ワークフロー全てをコンテンツとして定義している 増田真樹ら ．

でよく間違えられるコンテンツの例として，コンテンツになる前の素材が挙げら

れる．利用者に公開する前の全ての情報を素材といい，素材を組み合わせて利用者に公開

した時点でコンテンツと呼ぶ．



の分類

現在，様々な 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 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 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， 自体が持つ機能でシステムを つに分類した 図 ．

図 の分類

汎用型 が持つ機能にとらわれず汎用的に利用できる を，汎用型

と分類した．汎用型の特徴として，プラグインやモジュールを追加することにより，利用

できる機能が追加できる点がある．しかし，追加機能の設定などで管理者の負担は大きく

なるという，トレードオフ的な要素を持つ．



教育用 教育用に特化した の特徴として，学習者のための機能を持つという

ことが挙げられる．学習者が行った行動に対する評価や，講義配信のための支援ツールな

どを機能として持つ． とも呼ばれることもある．

単機能型 扱う の規模が小規模であり，コンテンツの内容が限られる を

単機能型 と分類した．単機能型の持つ機能は様々で，複数の掲示板をトピック毎に

利用できるフォーラム機能のみの などが例として挙げられる．

ブログ型 近年 上で流行しだした に属する を つの分類とした．

ブログの特徴的な機能である，記事に対するコメントや記事を引用したことを知らせるト

ラックバック機能をもち，多人数に自分の書いた記事を読ませる形を取っているシステム

をブログ型とした．

機能限定型 機能限定型 として挙げられる例が， 教材の問題管理機能や，

コンテンツの一部分だけを管理するシステムである．他の は サイト全て

をシステム上だけで管理する形を取るが，一部分だけを管理するシステムを機能限定型

として分類した．



教育用

教育関係のコンテンツを で管理する利点は，講義を行う上での運営面のワークフ

ローが確立する点にある．通常考えられる教材管理，受講者管理などももちろん可能だ

が，それ以上に，運営面もサポートしているため，学習者にとっても運営を行う側にとっ

ても利点となる．

その他の利点には，学習者へのコンテンツ表示の統一性がある．学習コンテンツの管理

を つのシステム上で行うために，コンテンツ自身の一貫性がとれ，同じ操作で受講する

ことができる．この一貫性が学習者にとってのユーザビリティを向上させる．

教育用 の概念図を図 に示す．

図 教育用 の概念図



教育用 の管理範囲

教育用 に類似したシステムとして， とラー

ニングコースマネジメントシステムが挙げられる． と呼ばれるシステムでは，学習

者の管理を主な目的としており，ラーニングコースマネジメントシステムでは，講義に関

する履修管理などの運営を主な目的としている．どちらのシステムも が持つべき一

部の機能を持ち合わせているが， の概念を全て持つシステムとは言い切れない．様々

な場所で言われている教育用 の定義は，企業や研究者によって定義が異なり，明確

な定義は現在のところ無い．

そこで，本研究で比較する機能を明確にするために，教育用 がサポートする管理

範囲を，図 に示した．

図 教育用 の管理範囲



第 章 ランチョンセミナーを登録しての

比較分析

比較の観点と目的

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 ランチョンセミナー をセミナー型の講義とし，実際に へ登録し，講義

を へ登録した際の比較を行った．

ランチョンセミナーとは，昼休み時間を利用して毎回様々な人から話を聞くセミナーで

ある．このセミナー型講義で利用したい の機能は，『講義動画の配信』，『講義で利用

された資料の配布』，『セミナー後のアンケート表示とアンケートの動的収集』，『受講後に

意見を交わせるフォーラム機能』，の つである．

今回の比較では，教育用 全てを取り上げて，他の型の からも代表的なものを加

えて比較を行った．教育用 としては， ， ， ，

．教育用 以外の分野としては，一般的にインターネット

上で利用されている 日本公式サイト ， ，

ウェブアプリ工房 を用いた．

を効果的に利用するために， つの の開発背景と特徴を調査した． 巻末資

料参照

講義の登録には，全ての に対して同じ流れを用いて作業を行った．コンテンツ公

開までの一連の登録手順を図 に示す．図 から図 に各 の特徴的な画面例を

示す．



図 コンテンツ公開までの流れ

図 管理画面



図 管理画面

図 管理画面



図 管理画面

図 管理画面



図 管理画面

図 管理画面



を搭載したサーバ環境

を搭載するサーバは に ，システムを動作させるためのアプリケー

ションとして， ， ， ， ， を用意し，

低水準なスペックのマシンとした． 低水準なマシンを利用することにより， のパ

フォーマンスについても比較することができる．



登録した素材の作成過程

コンテンツとして公開するためには，まず素材を作成する必要がある．本研究で作成し

た素材は，講義の動画と当日に配布された資料である．セミナーのビデオは，利用者が

上で再生できる形で配布しなければならない．有料の変換ソフトもあるが，

付属の ムービーメーカーを利用して講義の動画を 形式へ変換し，サーバ

へアップロードした．

配付資料は，当日に利用したプレゼンテーションと配布したレジメなどを 形式へ

変換し，利用者の環境が異なっても利用できるようにして，各システムへ登録した．



講義の適応状況

セミナー型講義に必要な機能の適応状況を表 に示す．各 へ講義を登録した結

果，利用した全ての がセミナー型の講義に適応できた． が持たない機能に関

しては，他の機能を組み合わせて代用することで利用できることがわかった．

表 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

リンク支援機能 添付機能あり 掲示板で代用 掲示板のみ

ファイルリンク 添付機能あり 掲示板で代用 フォーラム機能あり

ファイルリンク 講義全体の共有文書 掲示板で代用 フォーラム機能あり

ファイルリンク 添付機能あり 該当機能あり 講義コースの掲示板有り

ファイルリンク 拡張モジュールあり 該当機能有り フォーラム機能の充実

ファイルリンク 添付機能あり 自由記述機能あり コメント機能あり

ファイルリンク 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



共通の問題点

今回登録した は，セミナー型講義に利用できたが，登録の際に問題点がいくつも

発見された．共通の問題点として， を用意するまでのサーバ構築，素材作り，動画

などのマルチメディアを扱う知識など，システム管理機能以外の土台作りに時間がかかる

点があった．土台作りを含めて講義を行う講師が 導入を担当するとした場合，講師

一人で全てを準備するのは非常に困難である．



各 の問題点

多機能でも講義形式によっては利用が不可能であったり，各システム自体のユーザビリ

ティが低く使いにくいといった問題の他に，実際に利用する側に見えない面でも問題点が

存在する．実際に へ講義を登録した結果を基に，講義配信を行うまでに問題となっ

た点を以下のようにまとめた．

インストールの時点でのマニュアルがよくわからない．サイトのカスタマ

イズ方法の記述がない．管理機能が使いにくい．致命的なセキュリティの欠陥がある．

システムの標準文字コードが特殊なため既存のサーバへの導入が難しい．多機

能すぎて何をしたらいいのかわからない．管理機能が複雑である．

他のシステムと比べ動作が重い．講義の登録が使いにくい．大規模な講義配信

システムとは言いにくい．

資料配布が講義毎に行えない．奇妙な和訳がある．日本ではあまり注目され

ていないため情報量が少なくヘルプが得にくい．

設定が詳細すぎる．小規模の講義運営には向かない．講師の管理負担が大きい．

管理を怠るとファイル数が肥大化する．独自の タグ習得に時間がかかる．

直接的 フォーラム機能 なコミュニケーションツールが少ない．目的のロ

グにたどり着くことが難しい．



第 章 比較のためのガイドライン

提案

比較の観点

比較の観点は つある． つめは，ランチョンセミナーを実際に各 へ登録したと

きに発生した問題点を基にした観点であり， つめは， を利用する利用者の観点を主

軸にした機能の比較である．この比較の観点は， の導入を考えている講師が，

を選ぶ際に参考にできるようした．

セミナー式講義を登録した結果と，他の講義形式を配信する上で必要であると思われる

機能について，ブレーンストーミング手法により 近くの項目を出し，類似した項目を

まとめ項目を統合した．

項目の統合によって出された，講義を配信する上で必要になるであろう機能を表 に

示す．

表 は，講義を行う上で，その機能が実現できるかを比較した表である．導入を考え

ている講師は，講義で利用したい機能をあらかじめ表を用いて参考にし，どのような

が利用できるか検討することができる．

表 では，利用する機能の実現の観点から比較を行ったが，様々なところで， が

持つ多くの機能に振り回されてしまい，システムの導入を諦めてしまった例なども見つけ

ることができる．講義に即した適切な を選択しないと， の機能が十分に生か

されず，コンテンツ管理や運営に障害が起きることになる．そういった問題を回避するた

めに，機能だけで を選ぶのではなく，システム面や導入の環境を慎重に選択する必



表 機能比較表

システム管理機能
インストーラ ○ ○ ○ ○

バックアップ機能 ○ ○

講師が利用する機能

学習者データの一括登録・更新 ○ ○ ○

学習コンテンツ公開管理機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学習者へのお知らせ機能 ○ ○ ○ ○ ○

シラバス作成支援機能 ○

講義形態に関わる機能

グループ学習機能 ○ ○

教材作成・利用に関する機能

， ， などの教材利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

講義用 ページ編集機能 ○ ○ ○ ○ ○

動画登録支援機能 ○ ○

テストに関する機能

テスト作成・実施機能 ○ ○ ○

テスト一斉実施機能 ○

レポートに関する機能

学習者のレポート提出機能 ○ ○ ○ ○ ○

学習者提出のレポート閲覧 ○ ○ ○ ○ ○

学習者提出のレポート評価 ○ ○

学習者提出のレポート自動評価 ○ ○

講義進行に関わる機能

講義コース管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アンケート機能 ○ ○ ○ ○

評価機能

学習者の成績集計機能 ○ ○

学習者が利用する機能

フォーラム機能 ○ ○ ○ ○ ○

チャット機能 ○ ○ ○ ○

プライベートメール ○

アバター機能 ○ ○

学習者個々のノート機能 ○

スケジュール機能 ○ ○ ○

ユーザサポート

ユーザサポートサイト ○ ○ ○ ○



要がある．



導入・利用のためのガイドライン提案

分析の結果をふまえ， を教育の現場で利用するために，システムを導入する側が

考えなければならないことを，次の 項目にまとめた．

システム導入による利点を考える 導入にあたり，優先的に考えなければならない

ことは，学習が，システムを使い学習をするメリットについてである．他の項目よりも優

先して考える必要がある．

利用したい機能の存在 利用したい機能については，表 で示した比較表を参考にでき

る．利用したい機能を明確化することにより，より適切な を選択することができる．

機能が明確になることで，多くの種類がある がある程度選択されてくるはずである．

で行われている講義の実践例を参考にする 行う講義のイメージが明確でないと，

そもそも講義を行うことが出来ない．各 開発の背景や実践例などを参考にしながら，

明確にしていく必要がある．

導入の環境を考慮する 導入の際には， が提供する範囲外の，サーバ構

築や，データベースの構築などを行える環境があるかどうかも考慮しなければならない．

場合によっては，導入する が必要としているサーバなどの基盤技術なども含めた，

技術的な問題に直面するかもしれない．サーバ構築から考えている場合は，そのシステム

構築からコンテンツ公開まで含めた一連の流れを図 と図 を考慮し，実現可能かど

うかを考えなければならない．

による講義運営体制 講義の運営関係者が複数いた場合などに，システム側の連携

ではない，運営チーム側の運営体制について考える必要がある．小規模な運営にも適して

いる もあるが，大がかりな体制が必要となる もある．



以上の 項目のガイドラインに沿って，講義に利用したい を選択できれば，講義

に適した を利用することができると考える．



第 章 選択ツール の開発

開発環境

本システムの開発言語として ，データを格納するためのデータベースとして

を利用している． は，サイト全体と，アンケート部分を制御を行っている．システ

ムは，作成したガイドラインを考慮して開発されているため，システムに対し入力した情

報に基づいて，適切な を提案することができる．



システムの概要

選択支援ツールの概念図を図 に示す．本システムは 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 を提案するツールである．こ

のシステムの名前を と名づけることに

した．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 が講義に適しているか

をシステムが提案し， 導入後の運営に関するアドバイスを 実践例や各 の特徴

を基に行う．システムには 比較した つの 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 に示す．



図 選択支援ツール

図 選択支援ツール画面



選択ツール

開発した 支援ツールは，選ぶ，知る，動かす，の つのカテゴリに分けられてい

る．それぞれのカテゴリは， を選択・運営するために参考にすることができる．ど

の分野も，後にデータを増やし， に関するデータを拡張できる．



選ぶ

『選ぶ』のカテゴリでは， を選ぶためのアンケートが用意されている．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 ，

を利用した教育コンテンツ管理の実践例， の特長を生かした活用アイディアを表示

する．

アンケートの内容は， への理解を問うアンケート， を利用する環境のアン

ケート， を利用する利用者に関するアンケート， で想定している学習体系のア

ンケートである．それぞれのアンケートは， を利用する際に，潜在的な問題点とな

りやすい点についてアンケートをとり，理解の乏しい点については，アドバイスを行う．

この， 選択ツールには，調査した つの が登録されている．各 が持つ

特徴に基づいて，想定される講義に応じ， が利用しやすいか，不向きであるかのパ

ラメータが設定されている．このツールの利用者は，想定される講義の形態を選択するだ

けで，講義に適したおすすめの を選択することができる．選択された の内容

は， の特徴と実践例である．

特徴の内容として， の特徴としてもつデータは，開発者や配布先などと

いった一般的な のデータ以外にも，講義を配信する上での特徴などもまとめている．

以下のデータは の例である．図 は の特徴を表示している画面である．

開発者

独立行政法人 メディア教育開発センター

配布先

開発の背景

社会人大学院生の学習機会の確保



大学院の情報公開

学習過程の透明化と改善

開発の目的

教室での授業を基盤とした を運営するため

授業を公開しつつ、教育のための領域も確保するため

に関する研究を進め、成果を公開するため

運営上の特徴

システムの特徴

文字 ビデオ 管理者が指定した教材を利用して講義を行う

各講義期間の講義ごとに更新の項目がある

講義は主に掲示板とファイルアップロードによるレポート提出が主

コンテンツ更新者

システム管理者

講義担当講師

ティーチングアシスタント

長所

シラバスと講義の内容がしっかり決まっていればすぐに登録ができる

各講義に掲示板を作成できる→講義毎に感想や意見などが得られる

短所

期間ごとの一貫した講義でないと登録しにくい

コンテンツが多くなると手がつけられなくなる

インストール、マニュアル、管理機能などがわかりにくい

論議が掲示板のみ



向いている講義

大学の講義

少数のゼミ

参考文献

ラーニング・マネジメント 大学の挑戦

監修 坂本昂

著者 中原淳　西森年寿



図 選択支援ツール



図 回答後の選択支援ツール画面



図 特徴表示



知る

『知る』のカテゴリでは， を知り，利用するための知識を得ることができる．コ

ンテンツの内容は， とは ， 各 の特徴紹介， 実践例， 利

用案， 関連リンク集，により構成されている．

図 『 を知る』画面例

とは このコンテンツでは， に関する概念を説明している．

各 の特徴紹介 の特徴紹介では，今回調査した つの の開発背景と，利

用に適した講義のタイプ，不得意な講義のタイプなどを登録している．

実践例 公開されている の実践例を集めた． を利用し，学習活動へ利用

しているサイトを調査し，まとめたコンテンツである．



利用案 を実際にインストールした上で， を利用する案を提供するコン

テンツである．ランチョンセミナーを登録した際の適応状況と，教育活動で利用できる

の機能を比較した表がある．

関連リンク集 に関するリンク集である．本研究で分類された つの分類でカテゴ

ライズされている．各 の配布サイトや関連サイトなどの他に， に全般に関す

るサイトへのリンクなども登録されている．



動かす

『動かす』のカテゴリでは， を動かすために必要な素材作りについて解説している．

素材作り 今回の一話完結型のセミナー型講義に利用した，動画ファイルを作成した手順

が掲載されている．



ユーザビリティ評価

評価の概要

開発したシステムに対して，システムの機能確保のための，ユーザビリティ評価を行っ

た．評価は，架空の大学の講義を へ適応する課題を用意し，どの が講義に適

しているか， 選択支援ツールを利用し， を選択してもらった．

今回のユーザビリティテストでは，架空の大学の講義を で利用することを想定し

て， を選択してもらった．そのため，今回の評価は大学の講義を理解している，本

研究室の 年生以上の学生を評価の対象とした．

評価の実施

評価は 年 月 日に行った．

開発したシステムの評価を行うにあたり，大学の講義形態を理解している 年生以上学

生に評価を協力してもらった．まず，始めにユーザに手順書 巻末資料参照 を渡し，手

順書に従いシステムを操作してもらった．

被験者が行うユーザビリティテストは以下の手順である．

ユーザへこれから行うユーザビリティテストについて説明

課題を手渡し， つの課題を行ってもらう

アンケート用紙に記述してもらう

評価中に気がついたことになどをインタビューする

課題は， 選択支援ツールに関するユーザビリティを図るための課題を つ用意した．

を知るためのユーザビリティについて， ， 架空の大学の講義を で配

信するためにツールを利用して を選択， 実践例や利用案などを参考にして



でどのような講義ができるかを考える， つの課題である．課題を行った被験者は， つ

の課題を滞りなくこなすことができた．

被験者が課題終了後に，アンケートとインタビューを行った．アンケートは を良いと

する， 段階評価による 項目と，自由記述の 項目を回答してもらい，そのアンケート

を基にインタビューを行った．

アンケートの結果を表 に示す．

表 ユーザビリティ評価結果表

質問内容 平均点

の説明はわかりやすかった 点

選択ツールの質問の内容はわかりやすかった 点

選択ツールで出てきたアドバイスはわかりやすかった 点

滞りなく を選択することができた 点

サイトのラベリングはわかりやすかった 点

各 の情報はわかりやすかった 点

自由記述で記述された結果を以下に示す．

選択支援ツールで気がついたことはありましたか

想定している講義がひとつしか選択できないので，複数選択できればいいなと

思った

「 で利用を想定している講義のタイプ」は複数選べたほうが良い

理解や環境についてどうして聞かれるのかよくわからなかった

想定している講義の形式について複数選択した場合はどうするのかなと思った．

操作をする面で何か気がついたことはありましたか

非常にわかりやすくよかった

何か気がついたことなどを書いてください



使いやすかった

サイトのデザインがよかった

アンケートの結果， 選択ツールのアドバイスに関する項目が， ． 点であった．

これは， を理解していなかった， 年生を中心に行ったため，ツールが出力するア

ドバイスに対して理解が少なかったためだと思われる．

そのほかの項目については，平均点が 点以上と，高評価を得ることができた．しかし，

自由記述では，実践例が少ないと感じたという記述や，講義を選択するアンケート画面の

表示に関する記述がされている．前者の記述については， で教育活動を実践し，公

開している例は，驚くほど少ない． をグローバルな環境で利用してしまうと，誰で

も見ることができてしまうなどの要因があるため，実践を公開している数は少ないと思わ

れる．今後調査を進め，増やしていく必要がある．後者の記述に関しては，記述した被験

者にインタビューを行い，アンケート表示の部分で利用しにくかった箇所を指摘してもら

い，その箇所を改善した．改善した箇所を何人かの被験者にインタビューを行い，改善さ

れわかりやすくなったとの意見をもらった．

以上の結果より， 段階評価の全ての項目で 以上の平均点を得ることができ，自由

記述やアンケートで，使いやすいという意見が多いこと， 選択支援ツールで選択さ

れた が適切だったことから，本システムのユーザビリティと機能は確保していると

言える．



第 章 考察

システムの学習環境への導入

現在の は，利用者にとって利用しやすいシステムとは言いがたい． 管理する側，

利用する側の制約が多く，各システムの性能を十分に引き出し，完璧に使いこなすために

は，コンテンツを にあわせなければならないといった矛盾も生じている．

どのシステムを導入しても，学習者と管理者へのユーザビリティやアクセシビリティと

いった配慮が本当に実現されているかは疑問がある．富永 富永順一 は，有料のシ

ステムを利用したにも関わらず，システムを利用する際には何らかの形で のスキルに

対するサポートが必要だと述べている．学習者が 操作に不慣れだったことも原因の一

つとしてあげられるが，利用者側への配慮が，有料のシステムでさえ十分でないこともあ

る．そのような中，利用する講義に適応するシステムの選択は非常に難しい．

システム側の考慮の他にも，学習者が利用する教材についても気をつけなければいけな

い．どんなに良いシステムでも，中身が乏しければ効果が期待できないシステムになって

しまう．

システムを導入する際には，本研究で述べてきた以外の様々な視点からも総合的に考え

ていく必要がある．



今後の教育用

今後も新しい が開発され，多種多様な講義形式に対応してゆくだろうが，もっと

も適した 選択は更に難しくなるはずである．

今後の教育用 開発の観点として，システムが持つユーザビリティやアクセシビリ

ティがある． 万能で利用しやすい は現在のところ存在していない． その他にも，

を利用して作成されるコンテンツに対して，システム側が修正を行う機能などが，今

後の開発の観点だと思われる．

そのような開発が行われ， を利用する利用者が増え，講師や学習者も含めた，

による学習の場の統合管理が発展していくことが望まれる．



第 章 おわりに

　本研究では講義を 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 を選択する

支援ツールを開発した．今後は， 選択のためデータを拡張することと，各 の弱

分を克服した，より高機能で使いやすい教育用 を開発することが今後の課題となる．
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