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1. 学習システムの現状

4. システム利用の現状と将来

概要
　インターネットを利用した学習システムでは、企業等が独自に開発したシステムやｅラーニング専用のOSS（Open 

Source Software）が、大学を中心によく活用されている。一方、地域の生涯学習を目的とする分野では、学習情

報や学習コンテンツを提供しようとしても、コンテンツ形式やサービス提供の方法が限定的である、高価であるな

ど導入が難しい状況であった。生涯学習を支援するＩＣＴプラットフォームをOSSとして開発することで、多様な生涯

学習の学び方に柔軟に活用できるシステムを安価に提供することを可能とした。

　21世紀の学習プラットフォームに求められる機能要件を把握するため、生涯教育を行っている団体、大学など

高等教育機関の専門家の協力のもとニーズ分析を行った。その結果、学習機能のみならず、学習者間の情報交換

機能としてのＳＮＳ、学習ポータル作成機能を兼ね備えたシステムとして開発した。また、広い年代の利用者に使って

もらいたいとの考えから、分かり易さを重視したユーザインタフェースを実装した。

　これらの機能を生かし、生涯学習分野での利用のみならず、高等教育機関でのｅラーニング基盤として、また地域

の情報発信のためのプラットフォームとして利用促進を図っていくことが可能となった。
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5. おわりに
　本システムは、インターネット市民塾の基盤システムとして、

また、高等教育機関向け教育システムとして稼動している。

利用形態としては、ＡＳＰサービスを中心としたものが多い。

ＡＳＰサービスは、利用者自身がサーバ設備や特別なネットワー

ク設備を準備することなく導入できる点、操作方法のサポー

トを受けられる点などが評価され導入が進んでいる。

　現在、利用者の声を受け、システム評価と改善を続けている。

特に、直感的に分かり易いインターフェースとすることは、

幅広い世代の利用者に活用していただくため、最も重要な要

素であると認識し改良に取り組んでいる。

　さらに、本システムのＯＳＳとしての普及促進を図るため、

活用事例の紹介、バージョン管理を行う専用サイトの構築を

計画[５]している。これにより、さらに利用の輪が広がり、

インターネットを利用した地域学習活動のプラットフォーム

として普及が図られることを期待している。

2. 生涯学習ICTプラットフォームの意義

3. システムの特徴と開発手法

2.1  地域の生涯学習推進のためのシステム
 本システムを活用しているインターネット市民塾は、地域の

中で市民講師や受講者が生涯学習活動をとおし、学びを深め、

拡げ、繋げていくための仕組みである。

（１）講座主催者や講師が、事務局を通じて受講者を募集する

（２）講師が開発した教材を受講者がインターネットで学習する

（３）講師が受講者とネット上で対話することにより、理解を

　　 深める

（４）受講者間の意見交換を行うことにより、講座が活性化する

（５）受講者だった人も市民講師として講座を開催でき、発展・  

　　 循環がある

（６）事務局が全体を管理・運営し、講師や受講者をサポート

　　 する

　これは、講師、受講者、事務局のそれぞれが、役割を担いな

がら生涯学習活動の推進、地域の活性化、地域の情報化に貢献

するモデルとして高く評価されており、各地でこのような取り

組みが拡大していくことが期待されている[２]。

2.2  安価でさまざまな活動に利用できる機能の実装
　地域の生涯学習の推進や地域活性化、情報化に取り組む自治

体や教育機関、ＮＰＯ法人などのさまざまな団体の利用を考え

ると、システムの調達、運用は、ソフトウェアや環境も合わせ

安価で簡単に利用できるものが望ましい。インターネット上で

情報発信や交流をしていく仕組みには、ブログ、ＳＮＳ(Social 

Networking Service)、ＷｉｋｉなどのＯＳＳ（オープンソース・

ソフトウェア）として流通しているものも多い。配布されてい

るＯＳＳなどの資産や技術を有効に活用しながら、以下のよう

な要件について検討を進めた。

（１）安価にシステムを利用できるようにする

（２）普及し慣れたインターフェースでシステムを利用できる

（３）有効な機能をうまく組み合わせて活用できる

（４）必要に応じてカスタマイズして利用できる

　求められる機能としては、ＬＭＳ、ＳＮＳ、ＣＭＳ(Contents 

Management System)などの要素が必要と考えられ、既存

のＯＳＳについての広範囲な調査が必要と考えられた。また、

利用者、運用者のそれぞれがＩＴに不慣れでも運用できるもの

が求められた。

2.3  産学官の連携による社会ニーズの分析
　システムの設計・開発は大学、企業、自治体が連携した中で

進め、これまでインターネット市民塾を運営してきた各団体の

協力も得た。また、「文部科学省の再チャレンジ学習支援事業」[３]

の一環として新しいシステムの開発を行うこととなり、インター

ネット市民塾の活動モデルを活かし、高齢者の社会参加や、子

育て中、子育て後の女性の社会参加、ニートなどの課題を抱え

た若者の社会活動、就職活動を助けるために必要なシステムを

どう構築していくかという議論を重ねる中での開発となった。

2.4  新システムの概念
　新システムが利用されるシーンから必要な機能を定義し、学

びのきっかけ作りから、教える側になるまでの段階を活用の場

として次のように定義した（図１）。

　●  キャンパス

　　初めて訪れた人も賑わいを感じ、人々の活動の様子に触れ、

　　自分も何かしてみたくなる場

　●  教室

　　学習を始めた受講者や一緒に受講している仲間、講師が、

　　一緒になって学習を進める場

　　講師は教えることを通して成長し、受講者も仲間とともに

　　講師へと成長していく場

　　●  サークル

　　講義、講座期間が修了しても、継続的に学習、交流を続け

　　ていくことができる場

　●  事務局

　　いろいろな立場の参加者をサポートするため、システム運

　　用管理・事業運営を行う

4.1  生涯学習分野での利用
　本システムは、現在、文部科学省で推進している「再チャ

レンジのための学習支援システム構築事業」において、その

学習基盤システムとして活用されている。

　また、各地のインターネット市民塾で地域に根ざす学習、交

流支援システムとして利用されている。インターネット市民塾

は、インターネットを活用した学びの場として、日常の知恵や

経験を伝え合うコミュニティの創出を目的として、地域の市民

活動としてＮＰＯ法人などが地元の産学官の協力のもと運営さ

れている。

　また、生涯学習情報提供システムに、本システムの特徴であ

る学習機能を付加することにより、学習活動の活性化が図られ

サイトの利用増大が期待できる。

4.2  高等教育機関でのｅラーニング基盤としての活用
　大学など高等教育機関では、ｅラーニングを利用し講義の補

完など学生支援を行っている例が多い。また、卒業生が自身の

学習歴やサークル活動履歴を振り返ることで、就職などに役立

てるとともに、母校への接点を持ち続けてもらおうという狙い

でキャンパス・システムを提供している例もある。

　また、学生の学習履歴や活動履歴を記録し、メンターの指導

のもと学生自身の成長に役立てことができるｅポートフォリオ・

システムの導入を図る事例もでてきている。これは、学生の活

動をｅポートフォリオとして蓄積し、学生の成長を助け、就業

や社会活動に活かしてもらおうという試みである。このｅポー

トフォリオ・システム構築時にも本システムはその特徴である

学習機能、サークル機能、友達作り機能などを活用できるもの

と期待されている。

4.3  地域の情報発信ツールとしての利用
　自治体の中には、ＳＮＳを利用し住民の声を行政に活かす試

みを行っているところもある。住民間の意見交換の場として、

仲間作りのきっかけの場として注目されている。しかし、時に

議論が熱を帯びて炎上、逆に沈黙を守るなど運営面での課題を

抱える場合も多い。

　地域に住み、活動する人に市民講師となってもらい、学習の

中での仲間づくりを図ることにより「学ぶ」という共通の目的

を持ち活動してもらうことで、事業の継続に結びつけることも

期待できる。

　今後はさらに、地域映像デジタルアーカイブシステムと結び

付けるなど、地域を活性化する新しいアイデアの提言で、地域

の学習基盤としての普及を図りたい。

　インターネットを活用した学習システムは、eラーニングシ

ステムやＬＭＳ（Learning Management System）と呼ば

れ、多くの製品が存在している。eラーニング教材を流通させる

ための標準仕様としてSCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) という規格の整備も進んでおり、対応す

るＬＭＳも多い。

　生涯学習の分野では、通信教育事業者等による学習教材の

配信のためにこのようなＬＭＳが活用されている。

　しかし、地域住民の生涯学習を推進するためにこのような

ＬＭＳが活用されている例はそれほど見られない。そうした状

況の中で、我々は、県や自治体で活用される生涯学習情報提供

システムの開発や、インターネット市民塾[1]の取り組みをと

おし、学習内容をコンテンツ化し配信することや、ネット上で

の市民講師による講座の開講、ＩＴに不慣れな受講者が学んでい

くためのノウハウなどを蓄積してきた。これらの経験を活かし、

インターネット市民塾のような取り組みが広く普及していくた

めの学習プラットフォームとして最適なシステムを構築するこ

とを目標に開発に取り組んだ。
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図1  さまざまな学びの場の概念

図２  教材作成ツールの画面例

3.1 ＯＳＳとしての位置付け
  本システムは、教材学習のためのツールそして学習者間の交

流ツールとして広く普及させるため、安価に導入できるＯＳＳ

として提供することとした。

　既にＬＭＳ機能を持つＯＳＳは存在しており、これには、シス

テム管理者・講座作成者・講師・生徒毎に利用権限を持ち、

インターネット上で講座の作成・教材登録・テスト・課題提出・

議論などを行う機能が実装されている。しかし、ITに不慣れな

講師でも簡単に教材作成できるツールが無い、有料講座への対

応ができないなど、いくつかの機能が不足していた。さらに、

ユーザインタフェースが独特で直感的な操作ができないため、

不慣れな利用者には使いづらいという問題もあった。評価の末、

ＬＭＳ機能は独自に構築することとした。

　本システムは、オープンＳＮＳとして評価の高いOpenPNE[４]

をベースとして開発することとした。初めてのユーザにも直感

的に操作できるユーザインタフェース持つ点と、システム拡張

が比較的容易である点を評価し採用した。

　本システムの他のLMSと異なる特徴は、次のとおりである。

（１）各種教材作成ツールの活用を図るため、各ツールのインター

　　フェースを統一した

（２）学習の場のみならず利用者交流の場としてのサークル機

　　能を追加した

（３）運営者が、サイト全体を管理可能とするため専用の管理

　　メニューを備え、有料講座を含む学習講座の一元管理、交

　　流管理、利用者管理を容易に行えるようにした

（４）講座、サークル、講師機能に加え新たな機能を付け加え

　　ることのできる拡張性を持つものとした

　以上の特徴を持つ、高機能かつ操作し易いユニークな機能を

備えた、拡張性の高い学習プラットフォームとなった。

3.2  講師自らが学習をリードできるＬＭＳ機能
　講師自らが、講座の進捗を管理し、受講者の学習状況を把握

し、教材となるWebコンテンツを作成できるシステムとした。

　Webコンテンツ作成に必要なＨＴＭＬのコーディング技術の

習得は市民講師にとって大きな負担となる。また、理解度を図

るためのテストやアンケートをWebページとして制作するた

めには高度なプログラミング技術が要求される。ITに不慣れな

講師でも教材を作成でき、講座を進行できることを重視し、

本システムは以下の機能を持つものとした。

（１）講座カリキュラム登録

　　　教材コンテンツの公開ならびに教材学習期限の設定を

　　行うことができる。教材コンテンツ作成の完了前に受講

　　者に対して講座内容を事前案内し、講義のスケジュール

　　に合わせ教材を順次公開することを可能とする。

（２）学習進捗管理

　　　受講者の教材閲覧のアクセスログを記録し、その情報

　　を講師が閲覧することを可能とした。これにより講師は

　　受講者の進捗を知り、適宜、サポートすることが可能と

　　なる。また、市民講師が受講者の反応を直接、感じるこ

　　とで指導への意欲喚起も期待できる。

（３）Webテキスト

　　　Webコンテンツ作成ツールとしての機能である。ブロ

　　グの入力フォームのようにテキストを入力することがで

　　きる。これにより一定のITスキルがある講師であれば教材

　　作成が可能となる。また、文字の大きさや色を変えたり、

　　見出しを付けたりすることができるようにする「HTML

　　エディタ」機能も装備した。文字の装飾や見出しなどが

　　自由にレイアウトできるようになり、Webページの表現

　　力をアップさせることができる。写真やグラフなどの画

　　像の掲載もでき、表現力豊かなコンテンツを作成できる。

（４）フリーテキスト

　　　教材用のコンテンツを別に所有している講師のためのアッ

　　プロード機能である。別のオーサリングツール等により

　　作成したファイルをまとめてzip形式ファイルに圧縮し、

　　専用の入力フォームからアップロードし教材として活用

　　する。

（５）テスト・アンケート・レポート

　　　テストやアンケートを、1ページずつ作成していくよう

　　な感覚で、Ｗｅｂテストやアンケートを作成することがで

　　きる。記述式、選択式の解答形式を選ぶことができる。

　　　また、文書、画像などのファイルを提出することがで

　　きるレポート提出にも対応している。また、解答内容は

　　受講者、講師のそれぞれが閲覧でき、講師は受講者の解

　　答にコメントを残すことで、きめ細かいフォローが可能

　　となる。

3.3  学習活動を繋げ、豊かにするＳＮＳ機能
　本システムでは受講者同士、そして受講者と講師の間、受講

目的以外の参加者間でのコミュニケーションの場を提供し、人

との交流を通じて新たな発想や目標を見つけるサークル活動や、

講座の中で講師や受講者同士で意見を交換することで学習意欲

を喚起することを目的に、学習支援機能を実現した。以下に、

学習活動を豊かにするＳＮＳ機能について紹介する。

（１）サークル交流機能

　　　サークル内でメンバーと交流するための掲示板機能、イ

　　ベント案内から参加者の募集、イベントの活動報告を掲示

　　板形式で行えるイベント機能、サークルメンバーで画像を

　　共有して掲載できるフォトアルバム機能、サークルの活動

　　内容や感想等をアピールするメンバーの声機能がある。ま

　　た、自らの体験を社会活動報告としてブログ形式で発信す

　　ることもできる。

（２）学習支援機能

　　　受講講座でのコミュニケーション機能として、受講者や

　　講師が発言できる掲示板機能、講座や講師に対しての感想

　　やメッセージを登録できる講座応援メッセージ機能、講師

　　から受講者へのメッセージ発信機能、講師と直接質問、回

　　答を交換できる質問機能がある。

3.4  ＣＭＳにより実現する仮想キャンパス
　サイトにはじめて訪れた人にサイトの趣旨を分かり易く伝え、

学びたい講座や参加したいサークルを容易に見つけることが

できる機能を持つことは重要である。そのため、サイトの入

口（キャンパスの正門）付近に様々な情報を掲載するための

ＣＭＳ機能を構築した。ＣＭＳ機能を使用することで、講座、サー

クル情報などを整理、発信することが容易となる。また、トッ

プページを容易にカスタマイズできることにより、サイトを

頻繁に更新したい管理者の負担を軽減できる。

（１）お知らせ管理機能

　　　サイトのお知らせ情報を管理する。最新のお知らせや

　　地域情報を簡単に発信できる。

（２）ピックアップ機能

　　　登録済みのお知らせ、講座、サークル、日記、地域活

　　動報告から、トップページに表示したいものを選択して

　　公開する。

　　　ピックアップすることでトップページから興味のある

　　内容に直接リンクでき、訪問者に興味を持たせ利用を喚

　　起する。

（３）講座紹介機能

　　　講座概要やスクーリング活動報告の記事、講座の口コミ、

　　またサンプル教材等を紹介する。

（４）サークル紹介機能

　　　サークルの概要や活動の様子等を紹介する。

（５）地域活動報告機能

　　　市民講師として活躍する人や地域活動を行っている人々

　　の活動レポートを紹介する。

（６）講座・サークル一括検索機能

　　　興味のある検索キーワードやジャンルから、講座とサー

　　クルを同時に検索する。

（７）トップページレイアウト機能

　　　トップページの構成レイアウトを変更する。サイトの

　　方向性に合わせて、各情報ブロックの表示の有無や配置

　　の設定、また段組等を設定する。

図３  コミュニケーションのための画面例

Ｗｅｂテキスト編集画面の例　　　　　　　　　　　　　　テスト・アンケート・レポート作成の画面例

質問ボックスの画面例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サークル掲示板の画面例
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1. 学習システムの現状

4. システム利用の現状と将来

概要
　インターネットを利用した学習システムでは、企業等が独自に開発したシステムやｅラーニング専用のOSS（Open 

Source Software）が、大学を中心によく活用されている。一方、地域の生涯学習を目的とする分野では、学習情

報や学習コンテンツを提供しようとしても、コンテンツ形式やサービス提供の方法が限定的である、高価であるな

ど導入が難しい状況であった。生涯学習を支援するＩＣＴプラットフォームをOSSとして開発することで、多様な生涯

学習の学び方に柔軟に活用できるシステムを安価に提供することを可能とした。

　21世紀の学習プラットフォームに求められる機能要件を把握するため、生涯教育を行っている団体、大学など

高等教育機関の専門家の協力のもとニーズ分析を行った。その結果、学習機能のみならず、学習者間の情報交換

機能としてのＳＮＳ、学習ポータル作成機能を兼ね備えたシステムとして開発した。また、広い年代の利用者に使って

もらいたいとの考えから、分かり易さを重視したユーザインタフェースを実装した。

　これらの機能を生かし、生涯学習分野での利用のみならず、高等教育機関でのｅラーニング基盤として、また地域

の情報発信のためのプラットフォームとして利用促進を図っていくことが可能となった。
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5. おわりに
　本システムは、インターネット市民塾の基盤システムとして、

また、高等教育機関向け教育システムとして稼動している。

利用形態としては、ＡＳＰサービスを中心としたものが多い。

ＡＳＰサービスは、利用者自身がサーバ設備や特別なネットワー

ク設備を準備することなく導入できる点、操作方法のサポー

トを受けられる点などが評価され導入が進んでいる。

　現在、利用者の声を受け、システム評価と改善を続けている。

特に、直感的に分かり易いインターフェースとすることは、

幅広い世代の利用者に活用していただくため、最も重要な要

素であると認識し改良に取り組んでいる。

　さらに、本システムのＯＳＳとしての普及促進を図るため、

活用事例の紹介、バージョン管理を行う専用サイトの構築を

計画[５]している。これにより、さらに利用の輪が広がり、

インターネットを利用した地域学習活動のプラットフォーム

として普及が図られることを期待している。

2. 生涯学習ICTプラットフォームの意義

3. システムの特徴と開発手法

2.1  地域の生涯学習推進のためのシステム
 本システムを活用しているインターネット市民塾は、地域の

中で市民講師や受講者が生涯学習活動をとおし、学びを深め、

拡げ、繋げていくための仕組みである。

（１）講座主催者や講師が、事務局を通じて受講者を募集する

（２）講師が開発した教材を受講者がインターネットで学習する

（３）講師が受講者とネット上で対話することにより、理解を

　　 深める

（４）受講者間の意見交換を行うことにより、講座が活性化する

（５）受講者だった人も市民講師として講座を開催でき、発展・  

　　 循環がある

（６）事務局が全体を管理・運営し、講師や受講者をサポート

　　 する

　これは、講師、受講者、事務局のそれぞれが、役割を担いな

がら生涯学習活動の推進、地域の活性化、地域の情報化に貢献

するモデルとして高く評価されており、各地でこのような取り

組みが拡大していくことが期待されている[２]。

2.2  安価でさまざまな活動に利用できる機能の実装
　地域の生涯学習の推進や地域活性化、情報化に取り組む自治

体や教育機関、ＮＰＯ法人などのさまざまな団体の利用を考え

ると、システムの調達、運用は、ソフトウェアや環境も合わせ

安価で簡単に利用できるものが望ましい。インターネット上で

情報発信や交流をしていく仕組みには、ブログ、ＳＮＳ(Social 

Networking Service)、ＷｉｋｉなどのＯＳＳ（オープンソース・

ソフトウェア）として流通しているものも多い。配布されてい

るＯＳＳなどの資産や技術を有効に活用しながら、以下のよう

な要件について検討を進めた。

（１）安価にシステムを利用できるようにする

（２）普及し慣れたインターフェースでシステムを利用できる

（３）有効な機能をうまく組み合わせて活用できる

（４）必要に応じてカスタマイズして利用できる

　求められる機能としては、ＬＭＳ、ＳＮＳ、ＣＭＳ(Contents 

Management System)などの要素が必要と考えられ、既存

のＯＳＳについての広範囲な調査が必要と考えられた。また、

利用者、運用者のそれぞれがＩＴに不慣れでも運用できるもの

が求められた。

2.3  産学官の連携による社会ニーズの分析
　システムの設計・開発は大学、企業、自治体が連携した中で

進め、これまでインターネット市民塾を運営してきた各団体の

協力も得た。また、「文部科学省の再チャレンジ学習支援事業」[３]

の一環として新しいシステムの開発を行うこととなり、インター

ネット市民塾の活動モデルを活かし、高齢者の社会参加や、子

育て中、子育て後の女性の社会参加、ニートなどの課題を抱え

た若者の社会活動、就職活動を助けるために必要なシステムを

どう構築していくかという議論を重ねる中での開発となった。

2.4  新システムの概念
　新システムが利用されるシーンから必要な機能を定義し、学

びのきっかけ作りから、教える側になるまでの段階を活用の場

として次のように定義した（図１）。

　●  キャンパス

　　初めて訪れた人も賑わいを感じ、人々の活動の様子に触れ、

　　自分も何かしてみたくなる場

　●  教室

　　学習を始めた受講者や一緒に受講している仲間、講師が、

　　一緒になって学習を進める場

　　講師は教えることを通して成長し、受講者も仲間とともに

　　講師へと成長していく場

　　●  サークル

　　講義、講座期間が修了しても、継続的に学習、交流を続け

　　ていくことができる場

　●  事務局

　　いろいろな立場の参加者をサポートするため、システム運

　　用管理・事業運営を行う

4.1  生涯学習分野での利用
　本システムは、現在、文部科学省で推進している「再チャ

レンジのための学習支援システム構築事業」において、その

学習基盤システムとして活用されている。

　また、各地のインターネット市民塾で地域に根ざす学習、交

流支援システムとして利用されている。インターネット市民塾

は、インターネットを活用した学びの場として、日常の知恵や

経験を伝え合うコミュニティの創出を目的として、地域の市民

活動としてＮＰＯ法人などが地元の産学官の協力のもと運営さ

れている。

　また、生涯学習情報提供システムに、本システムの特徴であ

る学習機能を付加することにより、学習活動の活性化が図られ

サイトの利用増大が期待できる。

4.2  高等教育機関でのｅラーニング基盤としての活用
　大学など高等教育機関では、ｅラーニングを利用し講義の補

完など学生支援を行っている例が多い。また、卒業生が自身の

学習歴やサークル活動履歴を振り返ることで、就職などに役立

てるとともに、母校への接点を持ち続けてもらおうという狙い

でキャンパス・システムを提供している例もある。

　また、学生の学習履歴や活動履歴を記録し、メンターの指導

のもと学生自身の成長に役立てことができるｅポートフォリオ・

システムの導入を図る事例もでてきている。これは、学生の活

動をｅポートフォリオとして蓄積し、学生の成長を助け、就業

や社会活動に活かしてもらおうという試みである。このｅポー

トフォリオ・システム構築時にも本システムはその特徴である

学習機能、サークル機能、友達作り機能などを活用できるもの

と期待されている。

4.3  地域の情報発信ツールとしての利用
　自治体の中には、ＳＮＳを利用し住民の声を行政に活かす試

みを行っているところもある。住民間の意見交換の場として、

仲間作りのきっかけの場として注目されている。しかし、時に

議論が熱を帯びて炎上、逆に沈黙を守るなど運営面での課題を

抱える場合も多い。

　地域に住み、活動する人に市民講師となってもらい、学習の

中での仲間づくりを図ることにより「学ぶ」という共通の目的

を持ち活動してもらうことで、事業の継続に結びつけることも

期待できる。

　今後はさらに、地域映像デジタルアーカイブシステムと結び

付けるなど、地域を活性化する新しいアイデアの提言で、地域

の学習基盤としての普及を図りたい。

　インターネットを活用した学習システムは、eラーニングシ

ステムやＬＭＳ（Learning Management System）と呼ば

れ、多くの製品が存在している。eラーニング教材を流通させる

ための標準仕様としてSCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) という規格の整備も進んでおり、対応す

るＬＭＳも多い。

　生涯学習の分野では、通信教育事業者等による学習教材の

配信のためにこのようなＬＭＳが活用されている。

　しかし、地域住民の生涯学習を推進するためにこのような

ＬＭＳが活用されている例はそれほど見られない。そうした状

況の中で、我々は、県や自治体で活用される生涯学習情報提供

システムの開発や、インターネット市民塾[1]の取り組みをと

おし、学習内容をコンテンツ化し配信することや、ネット上で

の市民講師による講座の開講、ＩＴに不慣れな受講者が学んでい

くためのノウハウなどを蓄積してきた。これらの経験を活かし、

インターネット市民塾のような取り組みが広く普及していくた

めの学習プラットフォームとして最適なシステムを構築するこ

とを目標に開発に取り組んだ。
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図1  さまざまな学びの場の概念

図２  教材作成ツールの画面例

3.1 ＯＳＳとしての位置付け
  本システムは、教材学習のためのツールそして学習者間の交

流ツールとして広く普及させるため、安価に導入できるＯＳＳ

として提供することとした。

　既にＬＭＳ機能を持つＯＳＳは存在しており、これには、シス

テム管理者・講座作成者・講師・生徒毎に利用権限を持ち、

インターネット上で講座の作成・教材登録・テスト・課題提出・

議論などを行う機能が実装されている。しかし、ITに不慣れな

講師でも簡単に教材作成できるツールが無い、有料講座への対

応ができないなど、いくつかの機能が不足していた。さらに、

ユーザインタフェースが独特で直感的な操作ができないため、

不慣れな利用者には使いづらいという問題もあった。評価の末、

ＬＭＳ機能は独自に構築することとした。

　本システムは、オープンＳＮＳとして評価の高いOpenPNE[４]

をベースとして開発することとした。初めてのユーザにも直感

的に操作できるユーザインタフェース持つ点と、システム拡張

が比較的容易である点を評価し採用した。

　本システムの他のLMSと異なる特徴は、次のとおりである。

（１）各種教材作成ツールの活用を図るため、各ツールのインター

　　フェースを統一した

（２）学習の場のみならず利用者交流の場としてのサークル機

　　能を追加した

（３）運営者が、サイト全体を管理可能とするため専用の管理

　　メニューを備え、有料講座を含む学習講座の一元管理、交

　　流管理、利用者管理を容易に行えるようにした

（４）講座、サークル、講師機能に加え新たな機能を付け加え

　　ることのできる拡張性を持つものとした

　以上の特徴を持つ、高機能かつ操作し易いユニークな機能を

備えた、拡張性の高い学習プラットフォームとなった。

3.2  講師自らが学習をリードできるＬＭＳ機能
　講師自らが、講座の進捗を管理し、受講者の学習状況を把握

し、教材となるWebコンテンツを作成できるシステムとした。

　Webコンテンツ作成に必要なＨＴＭＬのコーディング技術の

習得は市民講師にとって大きな負担となる。また、理解度を図

るためのテストやアンケートをWebページとして制作するた

めには高度なプログラミング技術が要求される。ITに不慣れな

講師でも教材を作成でき、講座を進行できることを重視し、

本システムは以下の機能を持つものとした。

（１）講座カリキュラム登録

　　　教材コンテンツの公開ならびに教材学習期限の設定を

　　行うことができる。教材コンテンツ作成の完了前に受講

　　者に対して講座内容を事前案内し、講義のスケジュール

　　に合わせ教材を順次公開することを可能とする。

（２）学習進捗管理

　　　受講者の教材閲覧のアクセスログを記録し、その情報

　　を講師が閲覧することを可能とした。これにより講師は

　　受講者の進捗を知り、適宜、サポートすることが可能と

　　なる。また、市民講師が受講者の反応を直接、感じるこ

　　とで指導への意欲喚起も期待できる。

（３）Webテキスト

　　　Webコンテンツ作成ツールとしての機能である。ブロ

　　グの入力フォームのようにテキストを入力することがで

　　きる。これにより一定のITスキルがある講師であれば教材

　　作成が可能となる。また、文字の大きさや色を変えたり、

　　見出しを付けたりすることができるようにする「HTML

　　エディタ」機能も装備した。文字の装飾や見出しなどが

　　自由にレイアウトできるようになり、Webページの表現

　　力をアップさせることができる。写真やグラフなどの画

　　像の掲載もでき、表現力豊かなコンテンツを作成できる。

（４）フリーテキスト

　　　教材用のコンテンツを別に所有している講師のためのアッ

　　プロード機能である。別のオーサリングツール等により

　　作成したファイルをまとめてzip形式ファイルに圧縮し、

　　専用の入力フォームからアップロードし教材として活用

　　する。

（５）テスト・アンケート・レポート

　　　テストやアンケートを、1ページずつ作成していくよう

　　な感覚で、Ｗｅｂテストやアンケートを作成することがで

　　きる。記述式、選択式の解答形式を選ぶことができる。

　　　また、文書、画像などのファイルを提出することがで

　　きるレポート提出にも対応している。また、解答内容は

　　受講者、講師のそれぞれが閲覧でき、講師は受講者の解

　　答にコメントを残すことで、きめ細かいフォローが可能

　　となる。

3.3  学習活動を繋げ、豊かにするＳＮＳ機能
　本システムでは受講者同士、そして受講者と講師の間、受講

目的以外の参加者間でのコミュニケーションの場を提供し、人

との交流を通じて新たな発想や目標を見つけるサークル活動や、

講座の中で講師や受講者同士で意見を交換することで学習意欲

を喚起することを目的に、学習支援機能を実現した。以下に、

学習活動を豊かにするＳＮＳ機能について紹介する。

（１）サークル交流機能

　　　サークル内でメンバーと交流するための掲示板機能、イ

　　ベント案内から参加者の募集、イベントの活動報告を掲示

　　板形式で行えるイベント機能、サークルメンバーで画像を

　　共有して掲載できるフォトアルバム機能、サークルの活動

　　内容や感想等をアピールするメンバーの声機能がある。ま

　　た、自らの体験を社会活動報告としてブログ形式で発信す

　　ることもできる。

（２）学習支援機能

　　　受講講座でのコミュニケーション機能として、受講者や

　　講師が発言できる掲示板機能、講座や講師に対しての感想

　　やメッセージを登録できる講座応援メッセージ機能、講師

　　から受講者へのメッセージ発信機能、講師と直接質問、回

　　答を交換できる質問機能がある。

3.4  ＣＭＳにより実現する仮想キャンパス
　サイトにはじめて訪れた人にサイトの趣旨を分かり易く伝え、

学びたい講座や参加したいサークルを容易に見つけることが

できる機能を持つことは重要である。そのため、サイトの入

口（キャンパスの正門）付近に様々な情報を掲載するための

ＣＭＳ機能を構築した。ＣＭＳ機能を使用することで、講座、サー

クル情報などを整理、発信することが容易となる。また、トッ

プページを容易にカスタマイズできることにより、サイトを

頻繁に更新したい管理者の負担を軽減できる。

（１）お知らせ管理機能

　　　サイトのお知らせ情報を管理する。最新のお知らせや

　　地域情報を簡単に発信できる。

（２）ピックアップ機能

　　　登録済みのお知らせ、講座、サークル、日記、地域活

　　動報告から、トップページに表示したいものを選択して

　　公開する。

　　　ピックアップすることでトップページから興味のある

　　内容に直接リンクでき、訪問者に興味を持たせ利用を喚

　　起する。

（３）講座紹介機能

　　　講座概要やスクーリング活動報告の記事、講座の口コミ、

　　またサンプル教材等を紹介する。

（４）サークル紹介機能

　　　サークルの概要や活動の様子等を紹介する。

（５）地域活動報告機能

　　　市民講師として活躍する人や地域活動を行っている人々

　　の活動レポートを紹介する。

（６）講座・サークル一括検索機能

　　　興味のある検索キーワードやジャンルから、講座とサー

　　クルを同時に検索する。

（７）トップページレイアウト機能

　　　トップページの構成レイアウトを変更する。サイトの

　　方向性に合わせて、各情報ブロックの表示の有無や配置

　　の設定、また段組等を設定する。

図３  コミュニケーションのための画面例

Ｗｅｂテキスト編集画面の例　　　　　　　　　　　　　　テスト・アンケート・レポート作成の画面例

質問ボックスの画面例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サークル掲示板の画面例
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1. 学習システムの現状

4. システム利用の現状と将来

概要
　インターネットを利用した学習システムでは、企業等が独自に開発したシステムやｅラーニング専用のOSS（Open 

Source Software）が、大学を中心によく活用されている。一方、地域の生涯学習を目的とする分野では、学習情

報や学習コンテンツを提供しようとしても、コンテンツ形式やサービス提供の方法が限定的である、高価であるな

ど導入が難しい状況であった。生涯学習を支援するＩＣＴプラットフォームをOSSとして開発することで、多様な生涯

学習の学び方に柔軟に活用できるシステムを安価に提供することを可能とした。

　21世紀の学習プラットフォームに求められる機能要件を把握するため、生涯教育を行っている団体、大学など

高等教育機関の専門家の協力のもとニーズ分析を行った。その結果、学習機能のみならず、学習者間の情報交換

機能としてのＳＮＳ、学習ポータル作成機能を兼ね備えたシステムとして開発した。また、広い年代の利用者に使って

もらいたいとの考えから、分かり易さを重視したユーザインタフェースを実装した。

　これらの機能を生かし、生涯学習分野での利用のみならず、高等教育機関でのｅラーニング基盤として、また地域

の情報発信のためのプラットフォームとして利用促進を図っていくことが可能となった。
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5. おわりに
　本システムは、インターネット市民塾の基盤システムとして、

また、高等教育機関向け教育システムとして稼動している。

利用形態としては、ＡＳＰサービスを中心としたものが多い。

ＡＳＰサービスは、利用者自身がサーバ設備や特別なネットワー

ク設備を準備することなく導入できる点、操作方法のサポー

トを受けられる点などが評価され導入が進んでいる。

　現在、利用者の声を受け、システム評価と改善を続けている。

特に、直感的に分かり易いインターフェースとすることは、

幅広い世代の利用者に活用していただくため、最も重要な要

素であると認識し改良に取り組んでいる。

　さらに、本システムのＯＳＳとしての普及促進を図るため、

活用事例の紹介、バージョン管理を行う専用サイトの構築を

計画[５]している。これにより、さらに利用の輪が広がり、

インターネットを利用した地域学習活動のプラットフォーム

として普及が図られることを期待している。

2. 生涯学習ICTプラットフォームの意義

3. システムの特徴と開発手法

2.1  地域の生涯学習推進のためのシステム
 本システムを活用しているインターネット市民塾は、地域の

中で市民講師や受講者が生涯学習活動をとおし、学びを深め、

拡げ、繋げていくための仕組みである。

（１）講座主催者や講師が、事務局を通じて受講者を募集する

（２）講師が開発した教材を受講者がインターネットで学習する

（３）講師が受講者とネット上で対話することにより、理解を

　　 深める

（４）受講者間の意見交換を行うことにより、講座が活性化する

（５）受講者だった人も市民講師として講座を開催でき、発展・  

　　 循環がある

（６）事務局が全体を管理・運営し、講師や受講者をサポート

　　 する

　これは、講師、受講者、事務局のそれぞれが、役割を担いな

がら生涯学習活動の推進、地域の活性化、地域の情報化に貢献

するモデルとして高く評価されており、各地でこのような取り

組みが拡大していくことが期待されている[２]。

2.2  安価でさまざまな活動に利用できる機能の実装
　地域の生涯学習の推進や地域活性化、情報化に取り組む自治

体や教育機関、ＮＰＯ法人などのさまざまな団体の利用を考え

ると、システムの調達、運用は、ソフトウェアや環境も合わせ

安価で簡単に利用できるものが望ましい。インターネット上で

情報発信や交流をしていく仕組みには、ブログ、ＳＮＳ(Social 

Networking Service)、ＷｉｋｉなどのＯＳＳ（オープンソース・

ソフトウェア）として流通しているものも多い。配布されてい

るＯＳＳなどの資産や技術を有効に活用しながら、以下のよう

な要件について検討を進めた。

（１）安価にシステムを利用できるようにする

（２）普及し慣れたインターフェースでシステムを利用できる

（３）有効な機能をうまく組み合わせて活用できる

（４）必要に応じてカスタマイズして利用できる

　求められる機能としては、ＬＭＳ、ＳＮＳ、ＣＭＳ(Contents 

Management System)などの要素が必要と考えられ、既存

のＯＳＳについての広範囲な調査が必要と考えられた。また、

利用者、運用者のそれぞれがＩＴに不慣れでも運用できるもの

が求められた。

2.3  産学官の連携による社会ニーズの分析
　システムの設計・開発は大学、企業、自治体が連携した中で

進め、これまでインターネット市民塾を運営してきた各団体の

協力も得た。また、「文部科学省の再チャレンジ学習支援事業」[３]

の一環として新しいシステムの開発を行うこととなり、インター

ネット市民塾の活動モデルを活かし、高齢者の社会参加や、子

育て中、子育て後の女性の社会参加、ニートなどの課題を抱え

た若者の社会活動、就職活動を助けるために必要なシステムを

どう構築していくかという議論を重ねる中での開発となった。

2.4  新システムの概念
　新システムが利用されるシーンから必要な機能を定義し、学

びのきっかけ作りから、教える側になるまでの段階を活用の場

として次のように定義した（図１）。

　●  キャンパス

　　初めて訪れた人も賑わいを感じ、人々の活動の様子に触れ、

　　自分も何かしてみたくなる場

　●  教室

　　学習を始めた受講者や一緒に受講している仲間、講師が、

　　一緒になって学習を進める場

　　講師は教えることを通して成長し、受講者も仲間とともに

　　講師へと成長していく場

　　●  サークル

　　講義、講座期間が修了しても、継続的に学習、交流を続け

　　ていくことができる場

　●  事務局

　　いろいろな立場の参加者をサポートするため、システム運

　　用管理・事業運営を行う

4.1  生涯学習分野での利用
　本システムは、現在、文部科学省で推進している「再チャ

レンジのための学習支援システム構築事業」において、その

学習基盤システムとして活用されている。

　また、各地のインターネット市民塾で地域に根ざす学習、交

流支援システムとして利用されている。インターネット市民塾

は、インターネットを活用した学びの場として、日常の知恵や

経験を伝え合うコミュニティの創出を目的として、地域の市民

活動としてＮＰＯ法人などが地元の産学官の協力のもと運営さ

れている。

　また、生涯学習情報提供システムに、本システムの特徴であ

る学習機能を付加することにより、学習活動の活性化が図られ

サイトの利用増大が期待できる。

4.2  高等教育機関でのｅラーニング基盤としての活用
　大学など高等教育機関では、ｅラーニングを利用し講義の補

完など学生支援を行っている例が多い。また、卒業生が自身の

学習歴やサークル活動履歴を振り返ることで、就職などに役立

てるとともに、母校への接点を持ち続けてもらおうという狙い

でキャンパス・システムを提供している例もある。

　また、学生の学習履歴や活動履歴を記録し、メンターの指導

のもと学生自身の成長に役立てことができるｅポートフォリオ・

システムの導入を図る事例もでてきている。これは、学生の活

動をｅポートフォリオとして蓄積し、学生の成長を助け、就業

や社会活動に活かしてもらおうという試みである。このｅポー

トフォリオ・システム構築時にも本システムはその特徴である

学習機能、サークル機能、友達作り機能などを活用できるもの

と期待されている。

4.3  地域の情報発信ツールとしての利用
　自治体の中には、ＳＮＳを利用し住民の声を行政に活かす試

みを行っているところもある。住民間の意見交換の場として、

仲間作りのきっかけの場として注目されている。しかし、時に

議論が熱を帯びて炎上、逆に沈黙を守るなど運営面での課題を

抱える場合も多い。

　地域に住み、活動する人に市民講師となってもらい、学習の

中での仲間づくりを図ることにより「学ぶ」という共通の目的

を持ち活動してもらうことで、事業の継続に結びつけることも

期待できる。

　今後はさらに、地域映像デジタルアーカイブシステムと結び

付けるなど、地域を活性化する新しいアイデアの提言で、地域

の学習基盤としての普及を図りたい。

　インターネットを活用した学習システムは、eラーニングシ

ステムやＬＭＳ（Learning Management System）と呼ば

れ、多くの製品が存在している。eラーニング教材を流通させる

ための標準仕様としてSCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) という規格の整備も進んでおり、対応す

るＬＭＳも多い。

　生涯学習の分野では、通信教育事業者等による学習教材の

配信のためにこのようなＬＭＳが活用されている。

　しかし、地域住民の生涯学習を推進するためにこのような

ＬＭＳが活用されている例はそれほど見られない。そうした状

況の中で、我々は、県や自治体で活用される生涯学習情報提供

システムの開発や、インターネット市民塾[1]の取り組みをと

おし、学習内容をコンテンツ化し配信することや、ネット上で

の市民講師による講座の開講、ＩＴに不慣れな受講者が学んでい

くためのノウハウなどを蓄積してきた。これらの経験を活かし、

インターネット市民塾のような取り組みが広く普及していくた

めの学習プラットフォームとして最適なシステムを構築するこ

とを目標に開発に取り組んだ。
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図1  さまざまな学びの場の概念

図２  教材作成ツールの画面例

3.1 ＯＳＳとしての位置付け
  本システムは、教材学習のためのツールそして学習者間の交

流ツールとして広く普及させるため、安価に導入できるＯＳＳ

として提供することとした。

　既にＬＭＳ機能を持つＯＳＳは存在しており、これには、シス

テム管理者・講座作成者・講師・生徒毎に利用権限を持ち、

インターネット上で講座の作成・教材登録・テスト・課題提出・

議論などを行う機能が実装されている。しかし、ITに不慣れな

講師でも簡単に教材作成できるツールが無い、有料講座への対

応ができないなど、いくつかの機能が不足していた。さらに、

ユーザインタフェースが独特で直感的な操作ができないため、

不慣れな利用者には使いづらいという問題もあった。評価の末、

ＬＭＳ機能は独自に構築することとした。

　本システムは、オープンＳＮＳとして評価の高いOpenPNE[４]

をベースとして開発することとした。初めてのユーザにも直感

的に操作できるユーザインタフェース持つ点と、システム拡張

が比較的容易である点を評価し採用した。

　本システムの他のLMSと異なる特徴は、次のとおりである。

（１）各種教材作成ツールの活用を図るため、各ツールのインター

　　フェースを統一した

（２）学習の場のみならず利用者交流の場としてのサークル機

　　能を追加した

（３）運営者が、サイト全体を管理可能とするため専用の管理

　　メニューを備え、有料講座を含む学習講座の一元管理、交

　　流管理、利用者管理を容易に行えるようにした

（４）講座、サークル、講師機能に加え新たな機能を付け加え

　　ることのできる拡張性を持つものとした

　以上の特徴を持つ、高機能かつ操作し易いユニークな機能を

備えた、拡張性の高い学習プラットフォームとなった。

3.2  講師自らが学習をリードできるＬＭＳ機能
　講師自らが、講座の進捗を管理し、受講者の学習状況を把握

し、教材となるWebコンテンツを作成できるシステムとした。

　Webコンテンツ作成に必要なＨＴＭＬのコーディング技術の

習得は市民講師にとって大きな負担となる。また、理解度を図

るためのテストやアンケートをWebページとして制作するた

めには高度なプログラミング技術が要求される。ITに不慣れな

講師でも教材を作成でき、講座を進行できることを重視し、

本システムは以下の機能を持つものとした。

（１）講座カリキュラム登録

　　　教材コンテンツの公開ならびに教材学習期限の設定を

　　行うことができる。教材コンテンツ作成の完了前に受講

　　者に対して講座内容を事前案内し、講義のスケジュール

　　に合わせ教材を順次公開することを可能とする。

（２）学習進捗管理

　　　受講者の教材閲覧のアクセスログを記録し、その情報

　　を講師が閲覧することを可能とした。これにより講師は

　　受講者の進捗を知り、適宜、サポートすることが可能と

　　なる。また、市民講師が受講者の反応を直接、感じるこ

　　とで指導への意欲喚起も期待できる。

（３）Webテキスト

　　　Webコンテンツ作成ツールとしての機能である。ブロ

　　グの入力フォームのようにテキストを入力することがで

　　きる。これにより一定のITスキルがある講師であれば教材

　　作成が可能となる。また、文字の大きさや色を変えたり、

　　見出しを付けたりすることができるようにする「HTML

　　エディタ」機能も装備した。文字の装飾や見出しなどが

　　自由にレイアウトできるようになり、Webページの表現

　　力をアップさせることができる。写真やグラフなどの画

　　像の掲載もでき、表現力豊かなコンテンツを作成できる。

（４）フリーテキスト

　　　教材用のコンテンツを別に所有している講師のためのアッ

　　プロード機能である。別のオーサリングツール等により

　　作成したファイルをまとめてzip形式ファイルに圧縮し、

　　専用の入力フォームからアップロードし教材として活用

　　する。

（５）テスト・アンケート・レポート

　　　テストやアンケートを、1ページずつ作成していくよう

　　な感覚で、Ｗｅｂテストやアンケートを作成することがで

　　きる。記述式、選択式の解答形式を選ぶことができる。

　　　また、文書、画像などのファイルを提出することがで

　　きるレポート提出にも対応している。また、解答内容は

　　受講者、講師のそれぞれが閲覧でき、講師は受講者の解

　　答にコメントを残すことで、きめ細かいフォローが可能

　　となる。

3.3  学習活動を繋げ、豊かにするＳＮＳ機能
　本システムでは受講者同士、そして受講者と講師の間、受講

目的以外の参加者間でのコミュニケーションの場を提供し、人

との交流を通じて新たな発想や目標を見つけるサークル活動や、

講座の中で講師や受講者同士で意見を交換することで学習意欲

を喚起することを目的に、学習支援機能を実現した。以下に、

学習活動を豊かにするＳＮＳ機能について紹介する。

（１）サークル交流機能

　　　サークル内でメンバーと交流するための掲示板機能、イ

　　ベント案内から参加者の募集、イベントの活動報告を掲示

　　板形式で行えるイベント機能、サークルメンバーで画像を

　　共有して掲載できるフォトアルバム機能、サークルの活動

　　内容や感想等をアピールするメンバーの声機能がある。ま

　　た、自らの体験を社会活動報告としてブログ形式で発信す

　　ることもできる。

（２）学習支援機能

　　　受講講座でのコミュニケーション機能として、受講者や

　　講師が発言できる掲示板機能、講座や講師に対しての感想

　　やメッセージを登録できる講座応援メッセージ機能、講師

　　から受講者へのメッセージ発信機能、講師と直接質問、回

　　答を交換できる質問機能がある。

3.4  ＣＭＳにより実現する仮想キャンパス
　サイトにはじめて訪れた人にサイトの趣旨を分かり易く伝え、

学びたい講座や参加したいサークルを容易に見つけることが

できる機能を持つことは重要である。そのため、サイトの入

口（キャンパスの正門）付近に様々な情報を掲載するための

ＣＭＳ機能を構築した。ＣＭＳ機能を使用することで、講座、サー

クル情報などを整理、発信することが容易となる。また、トッ

プページを容易にカスタマイズできることにより、サイトを

頻繁に更新したい管理者の負担を軽減できる。

（１）お知らせ管理機能

　　　サイトのお知らせ情報を管理する。最新のお知らせや

　　地域情報を簡単に発信できる。

（２）ピックアップ機能

　　　登録済みのお知らせ、講座、サークル、日記、地域活

　　動報告から、トップページに表示したいものを選択して

　　公開する。

　　　ピックアップすることでトップページから興味のある

　　内容に直接リンクでき、訪問者に興味を持たせ利用を喚

　　起する。

（３）講座紹介機能

　　　講座概要やスクーリング活動報告の記事、講座の口コミ、

　　またサンプル教材等を紹介する。

（４）サークル紹介機能

　　　サークルの概要や活動の様子等を紹介する。

（５）地域活動報告機能

　　　市民講師として活躍する人や地域活動を行っている人々

　　の活動レポートを紹介する。

（６）講座・サークル一括検索機能

　　　興味のある検索キーワードやジャンルから、講座とサー

　　クルを同時に検索する。

（７）トップページレイアウト機能

　　　トップページの構成レイアウトを変更する。サイトの

　　方向性に合わせて、各情報ブロックの表示の有無や配置

　　の設定、また段組等を設定する。

図３  コミュニケーションのための画面例

Ｗｅｂテキスト編集画面の例　　　　　　　　　　　　　　テスト・アンケート・レポート作成の画面例

質問ボックスの画面例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サークル掲示板の画面例
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1. 学習システムの現状

4. システム利用の現状と将来

概要
　インターネットを利用した学習システムでは、企業等が独自に開発したシステムやｅラーニング専用のOSS（Open 

Source Software）が、大学を中心によく活用されている。一方、地域の生涯学習を目的とする分野では、学習情

報や学習コンテンツを提供しようとしても、コンテンツ形式やサービス提供の方法が限定的である、高価であるな

ど導入が難しい状況であった。生涯学習を支援するＩＣＴプラットフォームをOSSとして開発することで、多様な生涯

学習の学び方に柔軟に活用できるシステムを安価に提供することを可能とした。

　21世紀の学習プラットフォームに求められる機能要件を把握するため、生涯教育を行っている団体、大学など

高等教育機関の専門家の協力のもとニーズ分析を行った。その結果、学習機能のみならず、学習者間の情報交換

機能としてのＳＮＳ、学習ポータル作成機能を兼ね備えたシステムとして開発した。また、広い年代の利用者に使って

もらいたいとの考えから、分かり易さを重視したユーザインタフェースを実装した。

　これらの機能を生かし、生涯学習分野での利用のみならず、高等教育機関でのｅラーニング基盤として、また地域

の情報発信のためのプラットフォームとして利用促進を図っていくことが可能となった。
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5. おわりに
　本システムは、インターネット市民塾の基盤システムとして、

また、高等教育機関向け教育システムとして稼動している。

利用形態としては、ＡＳＰサービスを中心としたものが多い。

ＡＳＰサービスは、利用者自身がサーバ設備や特別なネットワー

ク設備を準備することなく導入できる点、操作方法のサポー

トを受けられる点などが評価され導入が進んでいる。

　現在、利用者の声を受け、システム評価と改善を続けている。

特に、直感的に分かり易いインターフェースとすることは、

幅広い世代の利用者に活用していただくため、最も重要な要

素であると認識し改良に取り組んでいる。

　さらに、本システムのＯＳＳとしての普及促進を図るため、

活用事例の紹介、バージョン管理を行う専用サイトの構築を

計画[５]している。これにより、さらに利用の輪が広がり、

インターネットを利用した地域学習活動のプラットフォーム

として普及が図られることを期待している。

2. 生涯学習ICTプラットフォームの意義

3. システムの特徴と開発手法

2.1  地域の生涯学習推進のためのシステム
 本システムを活用しているインターネット市民塾は、地域の

中で市民講師や受講者が生涯学習活動をとおし、学びを深め、

拡げ、繋げていくための仕組みである。

（１）講座主催者や講師が、事務局を通じて受講者を募集する

（２）講師が開発した教材を受講者がインターネットで学習する

（３）講師が受講者とネット上で対話することにより、理解を

　　 深める

（４）受講者間の意見交換を行うことにより、講座が活性化する

（５）受講者だった人も市民講師として講座を開催でき、発展・  

　　 循環がある

（６）事務局が全体を管理・運営し、講師や受講者をサポート

　　 する

　これは、講師、受講者、事務局のそれぞれが、役割を担いな

がら生涯学習活動の推進、地域の活性化、地域の情報化に貢献

するモデルとして高く評価されており、各地でこのような取り

組みが拡大していくことが期待されている[２]。

2.2  安価でさまざまな活動に利用できる機能の実装
　地域の生涯学習の推進や地域活性化、情報化に取り組む自治

体や教育機関、ＮＰＯ法人などのさまざまな団体の利用を考え

ると、システムの調達、運用は、ソフトウェアや環境も合わせ

安価で簡単に利用できるものが望ましい。インターネット上で

情報発信や交流をしていく仕組みには、ブログ、ＳＮＳ(Social 

Networking Service)、ＷｉｋｉなどのＯＳＳ（オープンソース・

ソフトウェア）として流通しているものも多い。配布されてい

るＯＳＳなどの資産や技術を有効に活用しながら、以下のよう

な要件について検討を進めた。

（１）安価にシステムを利用できるようにする

（２）普及し慣れたインターフェースでシステムを利用できる

（３）有効な機能をうまく組み合わせて活用できる

（４）必要に応じてカスタマイズして利用できる

　求められる機能としては、ＬＭＳ、ＳＮＳ、ＣＭＳ(Contents 

Management System)などの要素が必要と考えられ、既存

のＯＳＳについての広範囲な調査が必要と考えられた。また、

利用者、運用者のそれぞれがＩＴに不慣れでも運用できるもの

が求められた。

2.3  産学官の連携による社会ニーズの分析
　システムの設計・開発は大学、企業、自治体が連携した中で

進め、これまでインターネット市民塾を運営してきた各団体の

協力も得た。また、「文部科学省の再チャレンジ学習支援事業」[３]

の一環として新しいシステムの開発を行うこととなり、インター

ネット市民塾の活動モデルを活かし、高齢者の社会参加や、子

育て中、子育て後の女性の社会参加、ニートなどの課題を抱え

た若者の社会活動、就職活動を助けるために必要なシステムを

どう構築していくかという議論を重ねる中での開発となった。

2.4  新システムの概念
　新システムが利用されるシーンから必要な機能を定義し、学

びのきっかけ作りから、教える側になるまでの段階を活用の場

として次のように定義した（図１）。

　●  キャンパス

　　初めて訪れた人も賑わいを感じ、人々の活動の様子に触れ、

　　自分も何かしてみたくなる場

　●  教室

　　学習を始めた受講者や一緒に受講している仲間、講師が、

　　一緒になって学習を進める場

　　講師は教えることを通して成長し、受講者も仲間とともに

　　講師へと成長していく場

　　●  サークル

　　講義、講座期間が修了しても、継続的に学習、交流を続け

　　ていくことができる場

　●  事務局

　　いろいろな立場の参加者をサポートするため、システム運

　　用管理・事業運営を行う

4.1  生涯学習分野での利用
　本システムは、現在、文部科学省で推進している「再チャ

レンジのための学習支援システム構築事業」において、その

学習基盤システムとして活用されている。

　また、各地のインターネット市民塾で地域に根ざす学習、交

流支援システムとして利用されている。インターネット市民塾

は、インターネットを活用した学びの場として、日常の知恵や

経験を伝え合うコミュニティの創出を目的として、地域の市民

活動としてＮＰＯ法人などが地元の産学官の協力のもと運営さ

れている。

　また、生涯学習情報提供システムに、本システムの特徴であ

る学習機能を付加することにより、学習活動の活性化が図られ

サイトの利用増大が期待できる。

4.2  高等教育機関でのｅラーニング基盤としての活用
　大学など高等教育機関では、ｅラーニングを利用し講義の補

完など学生支援を行っている例が多い。また、卒業生が自身の

学習歴やサークル活動履歴を振り返ることで、就職などに役立

てるとともに、母校への接点を持ち続けてもらおうという狙い

でキャンパス・システムを提供している例もある。

　また、学生の学習履歴や活動履歴を記録し、メンターの指導

のもと学生自身の成長に役立てことができるｅポートフォリオ・

システムの導入を図る事例もでてきている。これは、学生の活

動をｅポートフォリオとして蓄積し、学生の成長を助け、就業

や社会活動に活かしてもらおうという試みである。このｅポー

トフォリオ・システム構築時にも本システムはその特徴である

学習機能、サークル機能、友達作り機能などを活用できるもの

と期待されている。

4.3  地域の情報発信ツールとしての利用
　自治体の中には、ＳＮＳを利用し住民の声を行政に活かす試

みを行っているところもある。住民間の意見交換の場として、

仲間作りのきっかけの場として注目されている。しかし、時に

議論が熱を帯びて炎上、逆に沈黙を守るなど運営面での課題を

抱える場合も多い。

　地域に住み、活動する人に市民講師となってもらい、学習の

中での仲間づくりを図ることにより「学ぶ」という共通の目的

を持ち活動してもらうことで、事業の継続に結びつけることも

期待できる。

　今後はさらに、地域映像デジタルアーカイブシステムと結び

付けるなど、地域を活性化する新しいアイデアの提言で、地域

の学習基盤としての普及を図りたい。

　インターネットを活用した学習システムは、eラーニングシ

ステムやＬＭＳ（Learning Management System）と呼ば

れ、多くの製品が存在している。eラーニング教材を流通させる

ための標準仕様としてSCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) という規格の整備も進んでおり、対応す

るＬＭＳも多い。

　生涯学習の分野では、通信教育事業者等による学習教材の

配信のためにこのようなＬＭＳが活用されている。

　しかし、地域住民の生涯学習を推進するためにこのような

ＬＭＳが活用されている例はそれほど見られない。そうした状

況の中で、我々は、県や自治体で活用される生涯学習情報提供

システムの開発や、インターネット市民塾[1]の取り組みをと

おし、学習内容をコンテンツ化し配信することや、ネット上で

の市民講師による講座の開講、ＩＴに不慣れな受講者が学んでい

くためのノウハウなどを蓄積してきた。これらの経験を活かし、

インターネット市民塾のような取り組みが広く普及していくた

めの学習プラットフォームとして最適なシステムを構築するこ

とを目標に開発に取り組んだ。
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図1  さまざまな学びの場の概念

図２  教材作成ツールの画面例

3.1 ＯＳＳとしての位置付け
  本システムは、教材学習のためのツールそして学習者間の交

流ツールとして広く普及させるため、安価に導入できるＯＳＳ

として提供することとした。

　既にＬＭＳ機能を持つＯＳＳは存在しており、これには、シス

テム管理者・講座作成者・講師・生徒毎に利用権限を持ち、

インターネット上で講座の作成・教材登録・テスト・課題提出・

議論などを行う機能が実装されている。しかし、ITに不慣れな

講師でも簡単に教材作成できるツールが無い、有料講座への対

応ができないなど、いくつかの機能が不足していた。さらに、

ユーザインタフェースが独特で直感的な操作ができないため、

不慣れな利用者には使いづらいという問題もあった。評価の末、

ＬＭＳ機能は独自に構築することとした。

　本システムは、オープンＳＮＳとして評価の高いOpenPNE[４]

をベースとして開発することとした。初めてのユーザにも直感

的に操作できるユーザインタフェース持つ点と、システム拡張

が比較的容易である点を評価し採用した。

　本システムの他のLMSと異なる特徴は、次のとおりである。

（１）各種教材作成ツールの活用を図るため、各ツールのインター

　　フェースを統一した

（２）学習の場のみならず利用者交流の場としてのサークル機

　　能を追加した

（３）運営者が、サイト全体を管理可能とするため専用の管理

　　メニューを備え、有料講座を含む学習講座の一元管理、交

　　流管理、利用者管理を容易に行えるようにした

（４）講座、サークル、講師機能に加え新たな機能を付け加え

　　ることのできる拡張性を持つものとした

　以上の特徴を持つ、高機能かつ操作し易いユニークな機能を

備えた、拡張性の高い学習プラットフォームとなった。

3.2  講師自らが学習をリードできるＬＭＳ機能
　講師自らが、講座の進捗を管理し、受講者の学習状況を把握

し、教材となるWebコンテンツを作成できるシステムとした。

　Webコンテンツ作成に必要なＨＴＭＬのコーディング技術の

習得は市民講師にとって大きな負担となる。また、理解度を図

るためのテストやアンケートをWebページとして制作するた

めには高度なプログラミング技術が要求される。ITに不慣れな

講師でも教材を作成でき、講座を進行できることを重視し、

本システムは以下の機能を持つものとした。

（１）講座カリキュラム登録

　　　教材コンテンツの公開ならびに教材学習期限の設定を

　　行うことができる。教材コンテンツ作成の完了前に受講

　　者に対して講座内容を事前案内し、講義のスケジュール

　　に合わせ教材を順次公開することを可能とする。

（２）学習進捗管理

　　　受講者の教材閲覧のアクセスログを記録し、その情報

　　を講師が閲覧することを可能とした。これにより講師は

　　受講者の進捗を知り、適宜、サポートすることが可能と

　　なる。また、市民講師が受講者の反応を直接、感じるこ

　　とで指導への意欲喚起も期待できる。

（３）Webテキスト

　　　Webコンテンツ作成ツールとしての機能である。ブロ

　　グの入力フォームのようにテキストを入力することがで

　　きる。これにより一定のITスキルがある講師であれば教材

　　作成が可能となる。また、文字の大きさや色を変えたり、

　　見出しを付けたりすることができるようにする「HTML

　　エディタ」機能も装備した。文字の装飾や見出しなどが

　　自由にレイアウトできるようになり、Webページの表現

　　力をアップさせることができる。写真やグラフなどの画

　　像の掲載もでき、表現力豊かなコンテンツを作成できる。

（４）フリーテキスト

　　　教材用のコンテンツを別に所有している講師のためのアッ

　　プロード機能である。別のオーサリングツール等により

　　作成したファイルをまとめてzip形式ファイルに圧縮し、

　　専用の入力フォームからアップロードし教材として活用

　　する。

（５）テスト・アンケート・レポート

　　　テストやアンケートを、1ページずつ作成していくよう

　　な感覚で、Ｗｅｂテストやアンケートを作成することがで

　　きる。記述式、選択式の解答形式を選ぶことができる。

　　　また、文書、画像などのファイルを提出することがで

　　きるレポート提出にも対応している。また、解答内容は

　　受講者、講師のそれぞれが閲覧でき、講師は受講者の解

　　答にコメントを残すことで、きめ細かいフォローが可能

　　となる。

3.3  学習活動を繋げ、豊かにするＳＮＳ機能
　本システムでは受講者同士、そして受講者と講師の間、受講

目的以外の参加者間でのコミュニケーションの場を提供し、人

との交流を通じて新たな発想や目標を見つけるサークル活動や、

講座の中で講師や受講者同士で意見を交換することで学習意欲

を喚起することを目的に、学習支援機能を実現した。以下に、

学習活動を豊かにするＳＮＳ機能について紹介する。

（１）サークル交流機能

　　　サークル内でメンバーと交流するための掲示板機能、イ

　　ベント案内から参加者の募集、イベントの活動報告を掲示

　　板形式で行えるイベント機能、サークルメンバーで画像を

　　共有して掲載できるフォトアルバム機能、サークルの活動

　　内容や感想等をアピールするメンバーの声機能がある。ま

　　た、自らの体験を社会活動報告としてブログ形式で発信す

　　ることもできる。

（２）学習支援機能

　　　受講講座でのコミュニケーション機能として、受講者や

　　講師が発言できる掲示板機能、講座や講師に対しての感想

　　やメッセージを登録できる講座応援メッセージ機能、講師

　　から受講者へのメッセージ発信機能、講師と直接質問、回

　　答を交換できる質問機能がある。

3.4  ＣＭＳにより実現する仮想キャンパス
　サイトにはじめて訪れた人にサイトの趣旨を分かり易く伝え、

学びたい講座や参加したいサークルを容易に見つけることが

できる機能を持つことは重要である。そのため、サイトの入

口（キャンパスの正門）付近に様々な情報を掲載するための

ＣＭＳ機能を構築した。ＣＭＳ機能を使用することで、講座、サー

クル情報などを整理、発信することが容易となる。また、トッ

プページを容易にカスタマイズできることにより、サイトを

頻繁に更新したい管理者の負担を軽減できる。

（１）お知らせ管理機能

　　　サイトのお知らせ情報を管理する。最新のお知らせや

　　地域情報を簡単に発信できる。

（２）ピックアップ機能

　　　登録済みのお知らせ、講座、サークル、日記、地域活

　　動報告から、トップページに表示したいものを選択して

　　公開する。

　　　ピックアップすることでトップページから興味のある

　　内容に直接リンクでき、訪問者に興味を持たせ利用を喚

　　起する。

（３）講座紹介機能

　　　講座概要やスクーリング活動報告の記事、講座の口コミ、

　　またサンプル教材等を紹介する。

（４）サークル紹介機能

　　　サークルの概要や活動の様子等を紹介する。

（５）地域活動報告機能

　　　市民講師として活躍する人や地域活動を行っている人々

　　の活動レポートを紹介する。

（６）講座・サークル一括検索機能

　　　興味のある検索キーワードやジャンルから、講座とサー

　　クルを同時に検索する。

（７）トップページレイアウト機能

　　　トップページの構成レイアウトを変更する。サイトの

　　方向性に合わせて、各情報ブロックの表示の有無や配置

　　の設定、また段組等を設定する。

図３  コミュニケーションのための画面例

Ｗｅｂテキスト編集画面の例　　　　　　　　　　　　　　テスト・アンケート・レポート作成の画面例

質問ボックスの画面例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サークル掲示板の画面例
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1. 学習システムの現状

4. システム利用の現状と将来

概要
　インターネットを利用した学習システムでは、企業等が独自に開発したシステムやｅラーニング専用のOSS（Open 

Source Software）が、大学を中心によく活用されている。一方、地域の生涯学習を目的とする分野では、学習情

報や学習コンテンツを提供しようとしても、コンテンツ形式やサービス提供の方法が限定的である、高価であるな

ど導入が難しい状況であった。生涯学習を支援するＩＣＴプラットフォームをOSSとして開発することで、多様な生涯

学習の学び方に柔軟に活用できるシステムを安価に提供することを可能とした。

　21世紀の学習プラットフォームに求められる機能要件を把握するため、生涯教育を行っている団体、大学など

高等教育機関の専門家の協力のもとニーズ分析を行った。その結果、学習機能のみならず、学習者間の情報交換

機能としてのＳＮＳ、学習ポータル作成機能を兼ね備えたシステムとして開発した。また、広い年代の利用者に使って

もらいたいとの考えから、分かり易さを重視したユーザインタフェースを実装した。

　これらの機能を生かし、生涯学習分野での利用のみならず、高等教育機関でのｅラーニング基盤として、また地域

の情報発信のためのプラットフォームとして利用促進を図っていくことが可能となった。
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5. おわりに
　本システムは、インターネット市民塾の基盤システムとして、

また、高等教育機関向け教育システムとして稼動している。

利用形態としては、ＡＳＰサービスを中心としたものが多い。

ＡＳＰサービスは、利用者自身がサーバ設備や特別なネットワー

ク設備を準備することなく導入できる点、操作方法のサポー

トを受けられる点などが評価され導入が進んでいる。

　現在、利用者の声を受け、システム評価と改善を続けている。

特に、直感的に分かり易いインターフェースとすることは、

幅広い世代の利用者に活用していただくため、最も重要な要

素であると認識し改良に取り組んでいる。

　さらに、本システムのＯＳＳとしての普及促進を図るため、

活用事例の紹介、バージョン管理を行う専用サイトの構築を

計画[５]している。これにより、さらに利用の輪が広がり、

インターネットを利用した地域学習活動のプラットフォーム

として普及が図られることを期待している。

2. 生涯学習ICTプラットフォームの意義

3. システムの特徴と開発手法

2.1  地域の生涯学習推進のためのシステム
 本システムを活用しているインターネット市民塾は、地域の

中で市民講師や受講者が生涯学習活動をとおし、学びを深め、

拡げ、繋げていくための仕組みである。

（１）講座主催者や講師が、事務局を通じて受講者を募集する

（２）講師が開発した教材を受講者がインターネットで学習する

（３）講師が受講者とネット上で対話することにより、理解を

　　 深める

（４）受講者間の意見交換を行うことにより、講座が活性化する

（５）受講者だった人も市民講師として講座を開催でき、発展・  

　　 循環がある

（６）事務局が全体を管理・運営し、講師や受講者をサポート

　　 する

　これは、講師、受講者、事務局のそれぞれが、役割を担いな

がら生涯学習活動の推進、地域の活性化、地域の情報化に貢献

するモデルとして高く評価されており、各地でこのような取り

組みが拡大していくことが期待されている[２]。

2.2  安価でさまざまな活動に利用できる機能の実装
　地域の生涯学習の推進や地域活性化、情報化に取り組む自治

体や教育機関、ＮＰＯ法人などのさまざまな団体の利用を考え

ると、システムの調達、運用は、ソフトウェアや環境も合わせ

安価で簡単に利用できるものが望ましい。インターネット上で

情報発信や交流をしていく仕組みには、ブログ、ＳＮＳ(Social 

Networking Service)、ＷｉｋｉなどのＯＳＳ（オープンソース・

ソフトウェア）として流通しているものも多い。配布されてい

るＯＳＳなどの資産や技術を有効に活用しながら、以下のよう

な要件について検討を進めた。

（１）安価にシステムを利用できるようにする

（２）普及し慣れたインターフェースでシステムを利用できる

（３）有効な機能をうまく組み合わせて活用できる

（４）必要に応じてカスタマイズして利用できる

　求められる機能としては、ＬＭＳ、ＳＮＳ、ＣＭＳ(Contents 

Management System)などの要素が必要と考えられ、既存

のＯＳＳについての広範囲な調査が必要と考えられた。また、

利用者、運用者のそれぞれがＩＴに不慣れでも運用できるもの

が求められた。

2.3  産学官の連携による社会ニーズの分析
　システムの設計・開発は大学、企業、自治体が連携した中で

進め、これまでインターネット市民塾を運営してきた各団体の

協力も得た。また、「文部科学省の再チャレンジ学習支援事業」[３]

の一環として新しいシステムの開発を行うこととなり、インター

ネット市民塾の活動モデルを活かし、高齢者の社会参加や、子

育て中、子育て後の女性の社会参加、ニートなどの課題を抱え

た若者の社会活動、就職活動を助けるために必要なシステムを

どう構築していくかという議論を重ねる中での開発となった。

2.4  新システムの概念
　新システムが利用されるシーンから必要な機能を定義し、学

びのきっかけ作りから、教える側になるまでの段階を活用の場

として次のように定義した（図１）。

　●  キャンパス

　　初めて訪れた人も賑わいを感じ、人々の活動の様子に触れ、

　　自分も何かしてみたくなる場

　●  教室

　　学習を始めた受講者や一緒に受講している仲間、講師が、

　　一緒になって学習を進める場

　　講師は教えることを通して成長し、受講者も仲間とともに

　　講師へと成長していく場

　　●  サークル

　　講義、講座期間が修了しても、継続的に学習、交流を続け

　　ていくことができる場

　●  事務局

　　いろいろな立場の参加者をサポートするため、システム運

　　用管理・事業運営を行う

4.1  生涯学習分野での利用
　本システムは、現在、文部科学省で推進している「再チャ

レンジのための学習支援システム構築事業」において、その

学習基盤システムとして活用されている。

　また、各地のインターネット市民塾で地域に根ざす学習、交

流支援システムとして利用されている。インターネット市民塾

は、インターネットを活用した学びの場として、日常の知恵や

経験を伝え合うコミュニティの創出を目的として、地域の市民

活動としてＮＰＯ法人などが地元の産学官の協力のもと運営さ

れている。

　また、生涯学習情報提供システムに、本システムの特徴であ

る学習機能を付加することにより、学習活動の活性化が図られ

サイトの利用増大が期待できる。

4.2  高等教育機関でのｅラーニング基盤としての活用
　大学など高等教育機関では、ｅラーニングを利用し講義の補

完など学生支援を行っている例が多い。また、卒業生が自身の

学習歴やサークル活動履歴を振り返ることで、就職などに役立

てるとともに、母校への接点を持ち続けてもらおうという狙い

でキャンパス・システムを提供している例もある。

　また、学生の学習履歴や活動履歴を記録し、メンターの指導

のもと学生自身の成長に役立てことができるｅポートフォリオ・

システムの導入を図る事例もでてきている。これは、学生の活

動をｅポートフォリオとして蓄積し、学生の成長を助け、就業

や社会活動に活かしてもらおうという試みである。このｅポー

トフォリオ・システム構築時にも本システムはその特徴である

学習機能、サークル機能、友達作り機能などを活用できるもの

と期待されている。

4.3  地域の情報発信ツールとしての利用
　自治体の中には、ＳＮＳを利用し住民の声を行政に活かす試

みを行っているところもある。住民間の意見交換の場として、

仲間作りのきっかけの場として注目されている。しかし、時に

議論が熱を帯びて炎上、逆に沈黙を守るなど運営面での課題を

抱える場合も多い。

　地域に住み、活動する人に市民講師となってもらい、学習の

中での仲間づくりを図ることにより「学ぶ」という共通の目的

を持ち活動してもらうことで、事業の継続に結びつけることも

期待できる。

　今後はさらに、地域映像デジタルアーカイブシステムと結び

付けるなど、地域を活性化する新しいアイデアの提言で、地域

の学習基盤としての普及を図りたい。

　インターネットを活用した学習システムは、eラーニングシ

ステムやＬＭＳ（Learning Management System）と呼ば

れ、多くの製品が存在している。eラーニング教材を流通させる

ための標準仕様としてSCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) という規格の整備も進んでおり、対応す

るＬＭＳも多い。

　生涯学習の分野では、通信教育事業者等による学習教材の

配信のためにこのようなＬＭＳが活用されている。

　しかし、地域住民の生涯学習を推進するためにこのような

ＬＭＳが活用されている例はそれほど見られない。そうした状

況の中で、我々は、県や自治体で活用される生涯学習情報提供

システムの開発や、インターネット市民塾[1]の取り組みをと

おし、学習内容をコンテンツ化し配信することや、ネット上で

の市民講師による講座の開講、ＩＴに不慣れな受講者が学んでい

くためのノウハウなどを蓄積してきた。これらの経験を活かし、

インターネット市民塾のような取り組みが広く普及していくた

めの学習プラットフォームとして最適なシステムを構築するこ

とを目標に開発に取り組んだ。
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図1  さまざまな学びの場の概念

図２  教材作成ツールの画面例

3.1 ＯＳＳとしての位置付け
  本システムは、教材学習のためのツールそして学習者間の交

流ツールとして広く普及させるため、安価に導入できるＯＳＳ

として提供することとした。

　既にＬＭＳ機能を持つＯＳＳは存在しており、これには、シス

テム管理者・講座作成者・講師・生徒毎に利用権限を持ち、

インターネット上で講座の作成・教材登録・テスト・課題提出・

議論などを行う機能が実装されている。しかし、ITに不慣れな

講師でも簡単に教材作成できるツールが無い、有料講座への対

応ができないなど、いくつかの機能が不足していた。さらに、

ユーザインタフェースが独特で直感的な操作ができないため、

不慣れな利用者には使いづらいという問題もあった。評価の末、

ＬＭＳ機能は独自に構築することとした。

　本システムは、オープンＳＮＳとして評価の高いOpenPNE[４]

をベースとして開発することとした。初めてのユーザにも直感

的に操作できるユーザインタフェース持つ点と、システム拡張

が比較的容易である点を評価し採用した。

　本システムの他のLMSと異なる特徴は、次のとおりである。

（１）各種教材作成ツールの活用を図るため、各ツールのインター

　　フェースを統一した

（２）学習の場のみならず利用者交流の場としてのサークル機

　　能を追加した

（３）運営者が、サイト全体を管理可能とするため専用の管理

　　メニューを備え、有料講座を含む学習講座の一元管理、交

　　流管理、利用者管理を容易に行えるようにした

（４）講座、サークル、講師機能に加え新たな機能を付け加え

　　ることのできる拡張性を持つものとした

　以上の特徴を持つ、高機能かつ操作し易いユニークな機能を

備えた、拡張性の高い学習プラットフォームとなった。

3.2  講師自らが学習をリードできるＬＭＳ機能
　講師自らが、講座の進捗を管理し、受講者の学習状況を把握

し、教材となるWebコンテンツを作成できるシステムとした。

　Webコンテンツ作成に必要なＨＴＭＬのコーディング技術の

習得は市民講師にとって大きな負担となる。また、理解度を図

るためのテストやアンケートをWebページとして制作するた

めには高度なプログラミング技術が要求される。ITに不慣れな

講師でも教材を作成でき、講座を進行できることを重視し、

本システムは以下の機能を持つものとした。

（１）講座カリキュラム登録

　　　教材コンテンツの公開ならびに教材学習期限の設定を

　　行うことができる。教材コンテンツ作成の完了前に受講

　　者に対して講座内容を事前案内し、講義のスケジュール

　　に合わせ教材を順次公開することを可能とする。

（２）学習進捗管理

　　　受講者の教材閲覧のアクセスログを記録し、その情報

　　を講師が閲覧することを可能とした。これにより講師は

　　受講者の進捗を知り、適宜、サポートすることが可能と

　　なる。また、市民講師が受講者の反応を直接、感じるこ

　　とで指導への意欲喚起も期待できる。

（３）Webテキスト

　　　Webコンテンツ作成ツールとしての機能である。ブロ

　　グの入力フォームのようにテキストを入力することがで

　　きる。これにより一定のITスキルがある講師であれば教材

　　作成が可能となる。また、文字の大きさや色を変えたり、

　　見出しを付けたりすることができるようにする「HTML

　　エディタ」機能も装備した。文字の装飾や見出しなどが

　　自由にレイアウトできるようになり、Webページの表現

　　力をアップさせることができる。写真やグラフなどの画

　　像の掲載もでき、表現力豊かなコンテンツを作成できる。

（４）フリーテキスト

　　　教材用のコンテンツを別に所有している講師のためのアッ

　　プロード機能である。別のオーサリングツール等により

　　作成したファイルをまとめてzip形式ファイルに圧縮し、

　　専用の入力フォームからアップロードし教材として活用

　　する。

（５）テスト・アンケート・レポート

　　　テストやアンケートを、1ページずつ作成していくよう

　　な感覚で、Ｗｅｂテストやアンケートを作成することがで

　　きる。記述式、選択式の解答形式を選ぶことができる。

　　　また、文書、画像などのファイルを提出することがで

　　きるレポート提出にも対応している。また、解答内容は

　　受講者、講師のそれぞれが閲覧でき、講師は受講者の解

　　答にコメントを残すことで、きめ細かいフォローが可能

　　となる。

3.3  学習活動を繋げ、豊かにするＳＮＳ機能
　本システムでは受講者同士、そして受講者と講師の間、受講

目的以外の参加者間でのコミュニケーションの場を提供し、人

との交流を通じて新たな発想や目標を見つけるサークル活動や、

講座の中で講師や受講者同士で意見を交換することで学習意欲

を喚起することを目的に、学習支援機能を実現した。以下に、

学習活動を豊かにするＳＮＳ機能について紹介する。

（１）サークル交流機能

　　　サークル内でメンバーと交流するための掲示板機能、イ

　　ベント案内から参加者の募集、イベントの活動報告を掲示

　　板形式で行えるイベント機能、サークルメンバーで画像を

　　共有して掲載できるフォトアルバム機能、サークルの活動

　　内容や感想等をアピールするメンバーの声機能がある。ま

　　た、自らの体験を社会活動報告としてブログ形式で発信す

　　ることもできる。

（２）学習支援機能

　　　受講講座でのコミュニケーション機能として、受講者や

　　講師が発言できる掲示板機能、講座や講師に対しての感想

　　やメッセージを登録できる講座応援メッセージ機能、講師

　　から受講者へのメッセージ発信機能、講師と直接質問、回

　　答を交換できる質問機能がある。

3.4  ＣＭＳにより実現する仮想キャンパス
　サイトにはじめて訪れた人にサイトの趣旨を分かり易く伝え、

学びたい講座や参加したいサークルを容易に見つけることが

できる機能を持つことは重要である。そのため、サイトの入

口（キャンパスの正門）付近に様々な情報を掲載するための

ＣＭＳ機能を構築した。ＣＭＳ機能を使用することで、講座、サー

クル情報などを整理、発信することが容易となる。また、トッ

プページを容易にカスタマイズできることにより、サイトを

頻繁に更新したい管理者の負担を軽減できる。

（１）お知らせ管理機能

　　　サイトのお知らせ情報を管理する。最新のお知らせや

　　地域情報を簡単に発信できる。

（２）ピックアップ機能

　　　登録済みのお知らせ、講座、サークル、日記、地域活

　　動報告から、トップページに表示したいものを選択して

　　公開する。

　　　ピックアップすることでトップページから興味のある

　　内容に直接リンクでき、訪問者に興味を持たせ利用を喚

　　起する。

（３）講座紹介機能

　　　講座概要やスクーリング活動報告の記事、講座の口コミ、

　　またサンプル教材等を紹介する。

（４）サークル紹介機能

　　　サークルの概要や活動の様子等を紹介する。

（５）地域活動報告機能

　　　市民講師として活躍する人や地域活動を行っている人々

　　の活動レポートを紹介する。

（６）講座・サークル一括検索機能

　　　興味のある検索キーワードやジャンルから、講座とサー

　　クルを同時に検索する。

（７）トップページレイアウト機能

　　　トップページの構成レイアウトを変更する。サイトの

　　方向性に合わせて、各情報ブロックの表示の有無や配置

　　の設定、また段組等を設定する。

図３  コミュニケーションのための画面例

Ｗｅｂテキスト編集画面の例　　　　　　　　　　　　　　テスト・アンケート・レポート作成の画面例

質問ボックスの画面例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サークル掲示板の画面例
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1. 学習システムの現状

4. システム利用の現状と将来

概要
　インターネットを利用した学習システムでは、企業等が独自に開発したシステムやｅラーニング専用のOSS（Open 

Source Software）が、大学を中心によく活用されている。一方、地域の生涯学習を目的とする分野では、学習情

報や学習コンテンツを提供しようとしても、コンテンツ形式やサービス提供の方法が限定的である、高価であるな

ど導入が難しい状況であった。生涯学習を支援するＩＣＴプラットフォームをOSSとして開発することで、多様な生涯

学習の学び方に柔軟に活用できるシステムを安価に提供することを可能とした。

　21世紀の学習プラットフォームに求められる機能要件を把握するため、生涯教育を行っている団体、大学など

高等教育機関の専門家の協力のもとニーズ分析を行った。その結果、学習機能のみならず、学習者間の情報交換

機能としてのＳＮＳ、学習ポータル作成機能を兼ね備えたシステムとして開発した。また、広い年代の利用者に使って

もらいたいとの考えから、分かり易さを重視したユーザインタフェースを実装した。

　これらの機能を生かし、生涯学習分野での利用のみならず、高等教育機関でのｅラーニング基盤として、また地域

の情報発信のためのプラットフォームとして利用促進を図っていくことが可能となった。
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5. おわりに
　本システムは、インターネット市民塾の基盤システムとして、

また、高等教育機関向け教育システムとして稼動している。

利用形態としては、ＡＳＰサービスを中心としたものが多い。

ＡＳＰサービスは、利用者自身がサーバ設備や特別なネットワー

ク設備を準備することなく導入できる点、操作方法のサポー

トを受けられる点などが評価され導入が進んでいる。

　現在、利用者の声を受け、システム評価と改善を続けている。

特に、直感的に分かり易いインターフェースとすることは、

幅広い世代の利用者に活用していただくため、最も重要な要

素であると認識し改良に取り組んでいる。

　さらに、本システムのＯＳＳとしての普及促進を図るため、

活用事例の紹介、バージョン管理を行う専用サイトの構築を

計画[５]している。これにより、さらに利用の輪が広がり、

インターネットを利用した地域学習活動のプラットフォーム

として普及が図られることを期待している。

2. 生涯学習ICTプラットフォームの意義

3. システムの特徴と開発手法

2.1  地域の生涯学習推進のためのシステム
 本システムを活用しているインターネット市民塾は、地域の

中で市民講師や受講者が生涯学習活動をとおし、学びを深め、

拡げ、繋げていくための仕組みである。

（１）講座主催者や講師が、事務局を通じて受講者を募集する

（２）講師が開発した教材を受講者がインターネットで学習する

（３）講師が受講者とネット上で対話することにより、理解を

　　 深める

（４）受講者間の意見交換を行うことにより、講座が活性化する

（５）受講者だった人も市民講師として講座を開催でき、発展・  

　　 循環がある

（６）事務局が全体を管理・運営し、講師や受講者をサポート

　　 する

　これは、講師、受講者、事務局のそれぞれが、役割を担いな

がら生涯学習活動の推進、地域の活性化、地域の情報化に貢献

するモデルとして高く評価されており、各地でこのような取り

組みが拡大していくことが期待されている[２]。

2.2  安価でさまざまな活動に利用できる機能の実装
　地域の生涯学習の推進や地域活性化、情報化に取り組む自治

体や教育機関、ＮＰＯ法人などのさまざまな団体の利用を考え

ると、システムの調達、運用は、ソフトウェアや環境も合わせ

安価で簡単に利用できるものが望ましい。インターネット上で

情報発信や交流をしていく仕組みには、ブログ、ＳＮＳ(Social 

Networking Service)、ＷｉｋｉなどのＯＳＳ（オープンソース・

ソフトウェア）として流通しているものも多い。配布されてい

るＯＳＳなどの資産や技術を有効に活用しながら、以下のよう

な要件について検討を進めた。

（１）安価にシステムを利用できるようにする

（２）普及し慣れたインターフェースでシステムを利用できる

（３）有効な機能をうまく組み合わせて活用できる

（４）必要に応じてカスタマイズして利用できる

　求められる機能としては、ＬＭＳ、ＳＮＳ、ＣＭＳ(Contents 

Management System)などの要素が必要と考えられ、既存

のＯＳＳについての広範囲な調査が必要と考えられた。また、

利用者、運用者のそれぞれがＩＴに不慣れでも運用できるもの

が求められた。

2.3  産学官の連携による社会ニーズの分析
　システムの設計・開発は大学、企業、自治体が連携した中で

進め、これまでインターネット市民塾を運営してきた各団体の

協力も得た。また、「文部科学省の再チャレンジ学習支援事業」[３]

の一環として新しいシステムの開発を行うこととなり、インター

ネット市民塾の活動モデルを活かし、高齢者の社会参加や、子

育て中、子育て後の女性の社会参加、ニートなどの課題を抱え

た若者の社会活動、就職活動を助けるために必要なシステムを

どう構築していくかという議論を重ねる中での開発となった。

2.4  新システムの概念
　新システムが利用されるシーンから必要な機能を定義し、学

びのきっかけ作りから、教える側になるまでの段階を活用の場

として次のように定義した（図１）。

　●  キャンパス

　　初めて訪れた人も賑わいを感じ、人々の活動の様子に触れ、

　　自分も何かしてみたくなる場

　●  教室

　　学習を始めた受講者や一緒に受講している仲間、講師が、

　　一緒になって学習を進める場

　　講師は教えることを通して成長し、受講者も仲間とともに

　　講師へと成長していく場

　　●  サークル

　　講義、講座期間が修了しても、継続的に学習、交流を続け

　　ていくことができる場

　●  事務局

　　いろいろな立場の参加者をサポートするため、システム運

　　用管理・事業運営を行う

4.1  生涯学習分野での利用
　本システムは、現在、文部科学省で推進している「再チャ

レンジのための学習支援システム構築事業」において、その

学習基盤システムとして活用されている。

　また、各地のインターネット市民塾で地域に根ざす学習、交

流支援システムとして利用されている。インターネット市民塾

は、インターネットを活用した学びの場として、日常の知恵や

経験を伝え合うコミュニティの創出を目的として、地域の市民

活動としてＮＰＯ法人などが地元の産学官の協力のもと運営さ

れている。

　また、生涯学習情報提供システムに、本システムの特徴であ

る学習機能を付加することにより、学習活動の活性化が図られ

サイトの利用増大が期待できる。

4.2  高等教育機関でのｅラーニング基盤としての活用
　大学など高等教育機関では、ｅラーニングを利用し講義の補

完など学生支援を行っている例が多い。また、卒業生が自身の

学習歴やサークル活動履歴を振り返ることで、就職などに役立

てるとともに、母校への接点を持ち続けてもらおうという狙い

でキャンパス・システムを提供している例もある。

　また、学生の学習履歴や活動履歴を記録し、メンターの指導

のもと学生自身の成長に役立てことができるｅポートフォリオ・

システムの導入を図る事例もでてきている。これは、学生の活

動をｅポートフォリオとして蓄積し、学生の成長を助け、就業

や社会活動に活かしてもらおうという試みである。このｅポー

トフォリオ・システム構築時にも本システムはその特徴である

学習機能、サークル機能、友達作り機能などを活用できるもの

と期待されている。

4.3  地域の情報発信ツールとしての利用
　自治体の中には、ＳＮＳを利用し住民の声を行政に活かす試

みを行っているところもある。住民間の意見交換の場として、

仲間作りのきっかけの場として注目されている。しかし、時に

議論が熱を帯びて炎上、逆に沈黙を守るなど運営面での課題を

抱える場合も多い。

　地域に住み、活動する人に市民講師となってもらい、学習の

中での仲間づくりを図ることにより「学ぶ」という共通の目的

を持ち活動してもらうことで、事業の継続に結びつけることも

期待できる。

　今後はさらに、地域映像デジタルアーカイブシステムと結び

付けるなど、地域を活性化する新しいアイデアの提言で、地域

の学習基盤としての普及を図りたい。

　インターネットを活用した学習システムは、eラーニングシ

ステムやＬＭＳ（Learning Management System）と呼ば

れ、多くの製品が存在している。eラーニング教材を流通させる

ための標準仕様としてSCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) という規格の整備も進んでおり、対応す

るＬＭＳも多い。

　生涯学習の分野では、通信教育事業者等による学習教材の

配信のためにこのようなＬＭＳが活用されている。

　しかし、地域住民の生涯学習を推進するためにこのような

ＬＭＳが活用されている例はそれほど見られない。そうした状

況の中で、我々は、県や自治体で活用される生涯学習情報提供

システムの開発や、インターネット市民塾[1]の取り組みをと

おし、学習内容をコンテンツ化し配信することや、ネット上で

の市民講師による講座の開講、ＩＴに不慣れな受講者が学んでい

くためのノウハウなどを蓄積してきた。これらの経験を活かし、

インターネット市民塾のような取り組みが広く普及していくた

めの学習プラットフォームとして最適なシステムを構築するこ

とを目標に開発に取り組んだ。
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図1  さまざまな学びの場の概念

図２  教材作成ツールの画面例

3.1 ＯＳＳとしての位置付け
  本システムは、教材学習のためのツールそして学習者間の交

流ツールとして広く普及させるため、安価に導入できるＯＳＳ

として提供することとした。

　既にＬＭＳ機能を持つＯＳＳは存在しており、これには、シス

テム管理者・講座作成者・講師・生徒毎に利用権限を持ち、

インターネット上で講座の作成・教材登録・テスト・課題提出・

議論などを行う機能が実装されている。しかし、ITに不慣れな

講師でも簡単に教材作成できるツールが無い、有料講座への対

応ができないなど、いくつかの機能が不足していた。さらに、

ユーザインタフェースが独特で直感的な操作ができないため、

不慣れな利用者には使いづらいという問題もあった。評価の末、

ＬＭＳ機能は独自に構築することとした。

　本システムは、オープンＳＮＳとして評価の高いOpenPNE[４]

をベースとして開発することとした。初めてのユーザにも直感

的に操作できるユーザインタフェース持つ点と、システム拡張

が比較的容易である点を評価し採用した。

　本システムの他のLMSと異なる特徴は、次のとおりである。

（１）各種教材作成ツールの活用を図るため、各ツールのインター

　　フェースを統一した

（２）学習の場のみならず利用者交流の場としてのサークル機

　　能を追加した

（３）運営者が、サイト全体を管理可能とするため専用の管理

　　メニューを備え、有料講座を含む学習講座の一元管理、交

　　流管理、利用者管理を容易に行えるようにした

（４）講座、サークル、講師機能に加え新たな機能を付け加え

　　ることのできる拡張性を持つものとした

　以上の特徴を持つ、高機能かつ操作し易いユニークな機能を

備えた、拡張性の高い学習プラットフォームとなった。

3.2  講師自らが学習をリードできるＬＭＳ機能
　講師自らが、講座の進捗を管理し、受講者の学習状況を把握

し、教材となるWebコンテンツを作成できるシステムとした。

　Webコンテンツ作成に必要なＨＴＭＬのコーディング技術の

習得は市民講師にとって大きな負担となる。また、理解度を図

るためのテストやアンケートをWebページとして制作するた

めには高度なプログラミング技術が要求される。ITに不慣れな

講師でも教材を作成でき、講座を進行できることを重視し、

本システムは以下の機能を持つものとした。

（１）講座カリキュラム登録

　　　教材コンテンツの公開ならびに教材学習期限の設定を

　　行うことができる。教材コンテンツ作成の完了前に受講

　　者に対して講座内容を事前案内し、講義のスケジュール

　　に合わせ教材を順次公開することを可能とする。

（２）学習進捗管理

　　　受講者の教材閲覧のアクセスログを記録し、その情報

　　を講師が閲覧することを可能とした。これにより講師は

　　受講者の進捗を知り、適宜、サポートすることが可能と

　　なる。また、市民講師が受講者の反応を直接、感じるこ

　　とで指導への意欲喚起も期待できる。

（３）Webテキスト

　　　Webコンテンツ作成ツールとしての機能である。ブロ

　　グの入力フォームのようにテキストを入力することがで

　　きる。これにより一定のITスキルがある講師であれば教材

　　作成が可能となる。また、文字の大きさや色を変えたり、

　　見出しを付けたりすることができるようにする「HTML

　　エディタ」機能も装備した。文字の装飾や見出しなどが

　　自由にレイアウトできるようになり、Webページの表現

　　力をアップさせることができる。写真やグラフなどの画

　　像の掲載もでき、表現力豊かなコンテンツを作成できる。

（４）フリーテキスト

　　　教材用のコンテンツを別に所有している講師のためのアッ

　　プロード機能である。別のオーサリングツール等により

　　作成したファイルをまとめてzip形式ファイルに圧縮し、

　　専用の入力フォームからアップロードし教材として活用

　　する。

（５）テスト・アンケート・レポート

　　　テストやアンケートを、1ページずつ作成していくよう

　　な感覚で、Ｗｅｂテストやアンケートを作成することがで

　　きる。記述式、選択式の解答形式を選ぶことができる。

　　　また、文書、画像などのファイルを提出することがで

　　きるレポート提出にも対応している。また、解答内容は

　　受講者、講師のそれぞれが閲覧でき、講師は受講者の解

　　答にコメントを残すことで、きめ細かいフォローが可能

　　となる。

3.3  学習活動を繋げ、豊かにするＳＮＳ機能
　本システムでは受講者同士、そして受講者と講師の間、受講

目的以外の参加者間でのコミュニケーションの場を提供し、人

との交流を通じて新たな発想や目標を見つけるサークル活動や、

講座の中で講師や受講者同士で意見を交換することで学習意欲

を喚起することを目的に、学習支援機能を実現した。以下に、

学習活動を豊かにするＳＮＳ機能について紹介する。

（１）サークル交流機能

　　　サークル内でメンバーと交流するための掲示板機能、イ

　　ベント案内から参加者の募集、イベントの活動報告を掲示

　　板形式で行えるイベント機能、サークルメンバーで画像を

　　共有して掲載できるフォトアルバム機能、サークルの活動

　　内容や感想等をアピールするメンバーの声機能がある。ま

　　た、自らの体験を社会活動報告としてブログ形式で発信す

　　ることもできる。

（２）学習支援機能

　　　受講講座でのコミュニケーション機能として、受講者や

　　講師が発言できる掲示板機能、講座や講師に対しての感想

　　やメッセージを登録できる講座応援メッセージ機能、講師

　　から受講者へのメッセージ発信機能、講師と直接質問、回

　　答を交換できる質問機能がある。

3.4  ＣＭＳにより実現する仮想キャンパス
　サイトにはじめて訪れた人にサイトの趣旨を分かり易く伝え、

学びたい講座や参加したいサークルを容易に見つけることが

できる機能を持つことは重要である。そのため、サイトの入

口（キャンパスの正門）付近に様々な情報を掲載するための

ＣＭＳ機能を構築した。ＣＭＳ機能を使用することで、講座、サー

クル情報などを整理、発信することが容易となる。また、トッ

プページを容易にカスタマイズできることにより、サイトを

頻繁に更新したい管理者の負担を軽減できる。

（１）お知らせ管理機能

　　　サイトのお知らせ情報を管理する。最新のお知らせや

　　地域情報を簡単に発信できる。

（２）ピックアップ機能

　　　登録済みのお知らせ、講座、サークル、日記、地域活

　　動報告から、トップページに表示したいものを選択して

　　公開する。

　　　ピックアップすることでトップページから興味のある

　　内容に直接リンクでき、訪問者に興味を持たせ利用を喚

　　起する。

（３）講座紹介機能

　　　講座概要やスクーリング活動報告の記事、講座の口コミ、

　　またサンプル教材等を紹介する。

（４）サークル紹介機能

　　　サークルの概要や活動の様子等を紹介する。

（５）地域活動報告機能

　　　市民講師として活躍する人や地域活動を行っている人々

　　の活動レポートを紹介する。

（６）講座・サークル一括検索機能

　　　興味のある検索キーワードやジャンルから、講座とサー

　　クルを同時に検索する。

（７）トップページレイアウト機能

　　　トップページの構成レイアウトを変更する。サイトの

　　方向性に合わせて、各情報ブロックの表示の有無や配置

　　の設定、また段組等を設定する。

図３  コミュニケーションのための画面例

Ｗｅｂテキスト編集画面の例　　　　　　　　　　　　　　テスト・アンケート・レポート作成の画面例

質問ボックスの画面例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サークル掲示板の画面例
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