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あらまし： 近年，多くの eポートフォリオシステム（eP）が開発され，利用されるようになった．生涯学習や学習機会を
増やすためにも各 eP間のデータ移行の必要性が考えられ，ePに保存されるデータの可搬性や相互運用性の観点から ePの標
準化を目指した IMS仕様や Leap2A仕様が存在する．それぞれの仕様はすでにいくつかのシステムで採用されており，それ
ぞれの仕様間のデータ変換が可能になれば，これまで以上に eP間での相互運用性が向上し，多くのユーザにとって有用であ
る．今回はそれぞれのデータ構造を表す XMLについてレビューを行い，データ移行の可能性について報告する．
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1. 研 究 背 景

近年，教育場面において多くの e ポートフォリオシステ
ム（以下，「ePシステム」と略記する）が利用されるように
なった．それらのシステムでは，eP の基本機能である学習
成果物の蓄積のためにそれぞれにデータ構造を持っている．
これらの標準化が行われると，異なるシステム間での相互運
用性が向上する．相互運用性の向上は，学習者がポートフォ
リオデータを保持し組織やシステムを移動することを可能に
し，学習機会の増加や生涯学習での利用を可能にする．また，
様々な組織の ePシステムに持ち込むことで，他の組織内で
評価を受けることができる点など相互評価に広がりを与える．
本研究では，eP システムのデータ構造の標準化に焦点をあ
て，標準化を目指して策定され，利用されている 2つの仕様
に着目する．これら 2つの仕様のサンプルからデータ構造の
共通点および違いについて調査を行った．
着目した ePの仕様のひとつは IMS ePortfolio Specifica-

tion [1]（以下，「IMS仕様」と略記する）であり，これは Peb-

blePad，Sakai/OSP，Winvisionといった ePプラットフォー
ムで利用されている．もう一方の ePの仕様は Leap2A speci-

fication（以下，「Leap2A仕様」と略記する）[2]であり，ePET

，Mahara [3]，MyProgressFile ，PebblePad ，MAPS3 と
いった ePプラットフォームで利用されている．どちらも多
くの ePプラットフォームで採用されており，これらの仕様
を比較することはこれらの仕様間において相互運用可能な
データ変換を考える助けとなる．また，これらの仕様間での
相互運用性の実現は多くのユーザにとって有用となるに違い
ない．

2. IMS 仕様 のサンプル

IMS 仕様 は IMS Global Learning Consortium において
生涯学習の促進，ポートフォリオの組織間移行，コンピテン
シーのトレース，学習機会の増加などを目的に策定されいる．
参考文献 [1]のページには，IMS 仕様に関する多くの記述が
あり，その中に「IMS ePortfolio XML Binding」という文書
がある．この文書は，IMS 仕様 準拠のシステム間でデータ移
行を行うためのパッケージの XML表現について書かれてい
る．その中にmanifestファイルの例示がある．このファイル
は XML宣言文に始まり，そしてmanifest要素があり，その

manifest要素には，関係する XMLスキーマを読み込むよう
記述されている．図 1に，この XMLファイルの構成図を示
す．manifest 要素は organizations 要素と resources 要素を
子要素にもつ．organaizations要素は organization要素を子
要素にもち，その organization 要素が title 要素と最大で 5

つの item要素を子要素にもつ．この 5つとは，5つの異なる
コンテンツ型に対応しており，文書「IMS ePortfolio Infor-

mation Model」によると，View Class, Presentation Class,

Owner Class, Relationship Class, PortfolioPart Classとい
う各クラスにより与えられる．この 5つの item 要素はそれ
ぞれ title要素と item要素を子要素にもつことができる．こ
のツリー構造の第 5階層にある item要素がポートフォリオ
の中のリソース 1つ 1つに対応する．そして，この item要
素の identifier属性の引数と同じ属性で引数をもつ resource

要素が存在する．この resource要素の href属性の引数には
特定の XML ファイルが指定され，その XML ファイルに
は，LIP(=Leraning Information Package) [5]仕様に従って
リソースの様々な情報が記述される．

図 1 IMS 仕様の XML サンプル構成図

3. Leap2A 仕様 のサンプル

Leap2A 仕様は，ヨーロッパにある大学や企業，コンソー
シアムにおいて採用され，eP からのデータの取り出しや移
行を行うために考えられた仕様である．この仕様は，Atom

H2-3

- 138 -



Syndication Format [4] をもとに考えられており，JISC(=

Joint Information Systems Committee) で扱われる eP の
相互運用性に関するプロジェクトのひとつである．

Leap2Aの例を提示するページ（http://www.leapspecs.

org/2A/examples ）に基本となる XML ファイルの例が示
されている．図 2に Leap2A仕様の XMLサンプル構成図を
示す．XML宣言文から始まり，そして feed要素があり，そ
の feed 要素には関係する XML スキーマを読み込むよう記
述されている．feed 要素の子要素として，leap2:version 要
素，id 要素，title 要素，author 要素 updated 要素と並び，
entry要素が続く．leap2:version要素は Leap2A 仕様のバー
ジョンを表すための要素である．id 要素はユニークな URI

で，entry要素がもつことになる URIの元にもなる．title要
素はシステムからのアウトプットを区別するために利用され
る．updated 要素はエクスポートの日時となる．author 要
素は name要素を子要素に持ち，name要素の値によりこの
ポートフォリオの著者を表現する．また，author要素は uri

要素を子要素に持ち，このポートフォリオ作成の関係者を表
すことができる．entry要素がポートフォリオの中のリソー
ス 1つ 1つに対応する．そして，それぞれのリソースのタイ
プや活動の種類については，rdf:type要素の rdf:resource属
性により表される．

図 2 Leap2A 仕様の XML サンプル構成図

4. データ構造の比較

各仕様におけるファイル構造をより理解するために，OSS

の ePシステムであるMaharaにおいて簡単なポートフォリ
オを構成し，leap2aでエクスポートされた XMLファイルを
もとに IMS 仕様の XML ファイルへの変換について検証を
行う．

Maharaにおいて 2つのブログ記事のみを配置したビュー
（ポートフォリオ）を作成し，Leap2A形式でエクスポート処
理を行った．システムからは zipファイルがダウンロードされ，
それを展開すると leap2a.xml という XMLファイルと files

というディレクトリが生成される．この leap2a.xmlは XML

宣言文と feed要素で構成され，その feed要素は，子要素に
id要素，title要素，updated要素，generator要素，author

要素をそれぞれ 1つと 3つの entry要素を含む．1つの entry

はビューを表し，他の 2つはビューを構成するブログ記事であ
る．ビューを表す entry要素は，2つのブログ記事を配置した
HTML文とMahara固有の要素と思われるmahara:view要

素，mahara:column要素，mahara:blockinstance要素，ma-

hara:artefactid要素，mahara:copytype要素を持つ．他の 2

つの entry要素はそれぞれのブログ記事のHTML文と特徴的
な要素としてmahara:artefactplugin要素を含む．また，link

要素の属性で rel=”leap:is part of”と指定され，続く href属
性を使いブログ記事が使われるビューを指定している．これ
はポートフォリオであるビューとそのリソースとなるブログ
記事との関連性を示しており，IMS仕様では第 4階層 item

と第 5階層 itemとの関係により記述されるものである．IMS

仕様の場合，各ブログ記事は LIP仕様の XMLファイルとし
て記述され，その XMLファイルは，第 5階層 item要素の
identifierが同一の resource要素の含む file要素で指定され
る．また，ポートフォリオは，2つのブログ記事を表す第 5

階層 item を含むように第 4 階層 item 要素を使って記述さ
れる．

IMS 仕様 の manifest 要素と Leap2A 仕様 の feed 要素
とは子要素の違いはあるが構造的には対応関係にある．ポー
トフォリオに付与される名前は IMS 仕様 の場合には第 4階
層の title要素で表現され，Leap2A 仕様 の場合に第 2階層
の entryの子要素である title要素で表現され，ポートフォリ
オの最小構成要素であるリソースは，IMS 仕様 の場合には
第 5階層の item要素と LIPで書かれた XMLファイルで表
現され，Leap2A 仕様の場合に第 2階層の entry要素で表現
される．
このようにポートフォリオを構成するリソースが他のユー

ザやリソースと関係性がなく，ポートフォリオに他のユーザ
のリソースを含まない場合には，Leap2A仕様の XMLファ
イルから IMS 仕様の XML ファイルを十分記述できること
がわかる．

5. ま と め

IMS 仕様 および Leap2A 仕様 のエクスポートされる際
のデータ構造を表す XMLファイルについてレビューを行っ
た．OSSの ePシステムMaharaで生成された Leap2A仕様
対応の XML ファイルから IMS 仕様の XML ファイルの構
成を試みた．その結果，今回の試みではユーザやリソースと
の関係性がほとんど無いポートフォリオであれば，十分変換
できることがわかった．
他のユーザによる評価を含むポートフォリオについては課

題である．受講者が持つデータに加え，評価者の持つデータ
が加わると，リソースの関係性が重要となる．関係性を示す
手段として，IMS 仕様 では Relationshipクラスに対応する
item要素が関係し，Leap2A 仕様では link要素の rel属性に
様々な引数を与えることにより表現される．今後，限定的で
あっても他者による評価を含むデータの相互変換について検
討を行いたい．
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