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Abstract 

Learning Management System (LMS) is an integrated software program to provide a platform for e-Learning, which 

is designed to facilitate both teaching and learning with Web technology. The three major functions of LMS are: (1) 

Content Management, (2) Communication Management, and (3) Performance Management. So far, commercial LMS 

software programs, such as WebCT and Blackboard, have been available, but it has not been easy to employ them due 

to cost and maintenance complications. Yet thanks to the open source movement, a number of high-caliber LMS 

software programs are now being developed and distributed for free on the Internet. Particularly noteworthy among 

them is Moodle, which was developed by Mr. Martin Dougiamas in Australia, and is now widely used all over the world. 

This paper describes the functions of LMS, particularly those of Moodle, and reports on its introduction to English 

classes at the Osaka Institute of Technology. 
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１．はじめに 

本稿では，インターネット・ベースで授業支援，

および学習支援を可能にする LMS （ Learning 
Management System）の機能を解説するとともに，

大阪工業大学（工学部/知的財産学部）の一部英語

科目で2006年度より試験的に導入しているLMSの
運用事例について報告する． 

 
２．LMSとは何か 

2.1 LMSの機能 

LMSは，コンピュータのネット・ワーク（イン

トラネット・インターネット等）を介して授業支

援，および学習支援のための総合環境を提供するシ

ステムであり，主として， コンテンツの配信 

 コミュニケーション・ツール  成績管理 の

３機能がある． 
 コンテンツの配信 
授業で配布したプリント（例：ワード・ファイ

ル）や，プレゼン資料（例：パワーポイント・ファ

イル）等を，アップロードすることができる．ま

た，課題や小テスト等をアップロードして，e-
Learningを行うことができる． 
 コミュニケーション・ツール 

掲示板機能，メール機能，チャット機能等を活

用して，随時授業連絡ができる他，学習者からの

質問に答えたり，ディスカッションを行うことが

できる． 
 成績管理 
課題や小テストの結果は，自動的に記録・集計さ

れるので，成績管理を容易に行うことができる． 
 

2.2 Moodle 

従来からこのような機能を有するLMS（例え

ば，WebCTやBlackBoard等）は存在したが，非常に

高額で，容易に導入できるものではなかった．しか

し，オープン・ソースの流れが進む中で，商用ソフ

トに引けを取らない機能を持つフリーウェアが作ら

れ始め，教育現場での利用が広がっている．中でも

注 目 さ れ る の が ， オ ー ス ト ラ リ ア の Martin 
Dougiamas氏によって開発されたMoodleで，本稿執

筆時点で，161カ国，15000以上のサイトで利用され

るまでになっている．（http://moodle.org/） 
英語研究室では，本学の英語教育おける e-

Learningを推進するため，昨年（2005年）サーバ

ー・マシンを2台（Windowsサーバー，Linuxサーバ

ー各1台）購入し，内1台（Windowsサーバー）に

Moodleをインストールして，今年度（2006年）より

試験的運用を始めた． 
（http://www.oit.ac.jp./ip/topoi/） 

 
図−1 大阪工業大学 英語授業サイト 
Fig.1 Moodle Site for OIT English Courses 

 
３．Moodleの諸機能 

Moodleのユーザーには，管理者，コース作成

者，教師，学生，ゲストの5つのレベルがあり，そ

れぞれ，以下の権限が与えられている． 
 管理者：サイト内での全ての作業 
 コース作成者：新しいコースの作成・ 

コース内での教育 
 教 師：コース内での教育 
 学 生：コース参加 
 ゲスト：コース参加（閲覧のみ） 
ここでは，教師権限を与えられたユーザーの立場

から，Moodleの機能について詳説する． 
 

3.1 コンテンツの配信 

Moodleでアップ・ロードするコンテンツは，講

義内容や資料等，閲覧を中心とする「リソース」

と，課題や小テスト等，学生からのフィードバック

を伴う「活動」の2つに分けられる． 
 リソース 

文書をページ内に直接書き込める他，ワード，エ

クセル，パワーポイント等で作成した資料，音声フ

ァイル，画像ファイル等をそのままアップロードす

ることができる．また，他のWebサイトにリンクを

張ることもできる． 
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 活動 
①小テスト：Moodleのモジュールを使って，以下

の種類の小テストを作成することができる． 
・選択問題  
・○×式問題  
・記述問題  
・数値問題  
・計算問題  
・組合せ問題  
・穴埋め問題 

 小テストの結果は，自動的に集計され，ログ

に記録される．また， フリーウェアの問題作

成ソフト（Hot Potatoes）を使ったQuizを組み

込むことができる．（http://hotpot.uvic.ca/） 
②課題：学生に課題を与え，各種ファイル

（Word/ Excel/PowerPoint/写真 /音声ファイル

等）で提出させることができる． 提出された

課題には，採点やコメントをつけることがで

き，採点結果は自動集計される． 
③エクササイズ：課題の精度を上げていくため

の学習支援プログラム．あらかじめ評価のガ

イドラインを示し，学習者の自己評価と教師

の評価をすり合わせながら段階的にレベルア

ップを図ることができる． 
④レッスン：レッスンは分岐型の練習問題で，

解答内容に応じて新たな質問が提示されるよ

うに設計できる．これにより，学生はインタ

ラクティヴに学習を進めることができる． 
⑤投票：簡単なアンケートを作成して，結果を

瞬時に集計し，表示させることができる． 
⑥日誌（学習日誌・ジャーナル）：学習者が，毎

回の授業で学んだことを記していくもので，

内容について評価やコメントを加えることが

できる． 
⑦用語集：参加者の手によって定義や用例を加

えながら，教科に関わる用語集を作成してい

くことができる．作成した用語集は，アルフ

ァベットや，カテゴリーなどの順に自動的に

並べ替えて表示がでる他，コース内のリソー

ス・テキストに自動的にリンクを張ることが

できる． 
⑧ワーク・ショップ：他の参加者の意見や評価

（ピアレヴュー）をとり入れながら時間をかけ

て完成させていくオープンエンドな課題で，

エッセイライティングや，プレゼンテーショ

ン，リサーチペーパーなどの学習に活用する

ことができる． 
⑨Wikis：Web 百科辞典のWikipedia と同様に，

参加者が協同してWebドキュメントを作成する

課題．  講義ノートを協同して作らせたり，

Web 上でブレインストーミングをさせたりす

ることができる． 
⑩その他：以上の他にも，学習者の思考様式や

モチヴェーションを計る調査や，SCORM対応

のe-Learningコンテンツをアップロードするた

めのモジュール等が用意されている． 
 

3.2 コミュニケーション・ツール 

コミュニケーション・ツールのモジュールには，

「フォーラム」「ダイアログ」「チャット」の3種類が

ある． 
 フォーラム：掲示板である．教員からクラスへ

の一斉メッセージや，学生からの質問受付等に

使える．メッセージはテーマ毎にスレッド表示

されるので，グループ・ディスカッション用に

も使える．なお，掲示板のメッセージは，同時

に学生のメールにも配信できる． 
 ダイアログ：個別の学生との連絡用掲示板．学

生からも，個別の連絡を教員に対して送ること

ができる． 
 時間を設定して，リアルタイムのチャット・セ

ッションを開くことができる． 
 

3.3 成績管理 

課題や小テスト等の評点は，自動的に記録・集計

されて，一覧表示される．また，データはエクセル

などに出力し，さらに細かい成績評価のための加工

を施すことができる． 
 

４．授業への導入事例 

以下，大阪工業大学工学部の2006年度英語科目

「科学技術英語Ia」（前期・2年次配当）を例に，具

体的な導入事例を紹介する．本科目は，1年次配当

の英語科目で学んだ基礎の上に立って，理系の学生

に求められる英語運用能力の育成を図ることを目的

としている．教科書は本学の英語教員全員で作成し

た『サイエンス・スペクトラム』（2006 金星堂）

で，科学技術分野のトピックについて，読解を中心

に，語彙，文法，リスニング，会話が学べる構成に

なっている． 
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図−2 科学技術英語Ia コース画面 
Fig.2 Site for Science & Technology English Ia 

 
4.1 コンテンツの配信 

 リソース 
授業のシラバス（ワード・ファイル）や，毎回の

授業で使用するWorksheet（エクセル・ファイル）

などをアップロードし，学生が随時閲覧できるよう

にした．また，今回は出版社の許可を得て，教科書

の音声データをアップロードし，学生が随時ネット

経由でリスニングできるようにした．画面上で音声

ファイルをクリックすると，次のようなコントロー

ル画面が表示され，学生は何度でも繰り返し聞き取

り練習をすることができる． 

 

図−3 音声ファイル コントロール画 
Fig.3 Sound File Controller 

 
 活動 
また，各課の練習問題をアップロードし，学生が

各自自宅でe-Learningできるようにした． 

 
図−4 Hot Potatoesで作成した練習問題 
Fig.4 Hot Potatoes Quiz 

 
図−4は，Hot Potatoesで作成した単語のマッチン

グ問題であるが，学生は全部正解するまで，何度も

繰り返し練習できる．また，Hot Potatoesでは，こ

の他にも穴埋め問題や，記述問題，クロスワード・

パズル等も作成できる． 
 

4.2 コミュニケーション・ツール 

フォーラム（掲示板）とダイアログを開設して，

学生からの質問受付けと個人連絡用に使用した． 

 
図−5 フォーラム（掲示板）画面 
Fig.5 Forum（Bulletin Board） 
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4.3 成績管理 

今回は，Moodle上での小テストや課題の提出は

課さなかったので，成績管理の機能は用いなかっ

た．ただ，学生のアクセス状況は適宜参考にした．

ログを見る限り，学生は授業以外の曜日や，土日で

もかなりアクセスを試みており，e-Learningが授業

以外の学習時間の拡大に寄与する可能性を示唆して

いる．第二言語の習得には，少なくとも2000時間程

度の，集中的・連続的なexposureが必要と言われて

おり，週1回90分授業という枠組みでは圧倒的に量

が不足していることは明らかである．e-Learningを
授業補完的に用いることで，授業の予習・復習を

させたり，授業で説明し切れなかったことを補足

することができる他，音声教材や映像教材を配信

することによって，学習時間の不足を補える可能

性がある． 
 

５．管理 

Moodleを使用するために必要なアカウントの作

成や，コースへの登録はシンプルで，全て学生自身

が行うので，教師側の負担は少ない． 
 

5.1 登録 

 アカウントの作成 
初めてのユーザーは，ログ・イン画面から新しい

アカウントを作成し，2回目以降はユーザー名とパ

スワードでログ・インする． 

 

図−6 アカウント作成画面 
Fig.6 Creating a New Account 

 
 

ゲスト・ユーザーを許可しているコースでは，ユー

ザー登録をしなくてもコース内を閲覧することができ

るが，コース内で参加できる活動に制限がある． 

 

図−7 ログ・イン画面 
Fig.7 Log In 

 
 コース登録 

ログイン後，全てのコースが表示されるので，学

生は希望するコース名をクリックすることにより，

自動的にそのコースに登録される．ただし，あらか

じめ「登録キー」が設定されたコースでは，登録キ

ーを知る学生のみが登録できるようになっているの

で，通常教師は1回目の授業で，学生に登録キーを

知らせておけば良い． 

 
図−8 コース登録画面 
Fig.8 Course Registration 

 
コース登録が完了すると，次回以降ログインした

際には，自分が登録したコース（マイ・コース）の

みが表示される． 
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図−9 マイ・コース画面 
Fig.9 My Course 

 
 プロフィールの編集 
登録が完了すると，ユーザーのプロフィールが作

成され，顔写真などを貼り付けることができる．貼

り付けた顔写真は，掲示板などに投稿した際に，メ

ッセージとともに表示される．なお，プライバシー

保護の観点から，メール・アドレスを公開しないよ

うに設定することができる． 

 
図−10 プロフィール編集画面 
Fig.10 Editing Profiles 

 
5.2 クラス管理 

教師は，履修を取りやめた学生の登録を抹消した

り，新たに学生をクラスに加えることができる．ま

た，同じ科目で複数のクラスがある場合には，登録

学生をクラスごとのグループに分けることによっ

て，リソースを共有しながら，活動をグループ毎に

分けて管理することができる． 
 

６．まとめと課題 

以上，LMSの概要と，Moodleの導入事例につい

て解説した．具体的な操作方法については，

Moodle に付随するオンライン・ヘルプや，

http://moodle.org/doc/ にある教師用マニュアル等を

参照されたい． 
Moodleは，インターネット上でコミュニティー

を形成し，世界中のユーザーの声を反映しながら，

常に改良が加えられている．逆にいえば常にベータ

版なので，動作に不具合が生じる場合も有り得る．

今回は，ヴァージョン1.5をWindowsサーバーにイ

ンストールして試験運用をしたのであるが，実際に

いくつかのモジュールでは，仕様どおりに作動しな

い部分がある．MoodleはもともとLinuxベースで作

られているので，今後は新ヴァージョン（1.6）を

Linuxサーバーにインストールして，利用環境を整

えていきたいと考えている．また，今後さらにデー

タを蓄積し，分析する中で，本システム導入の効果

や，学習者にとってよりふさわしいe-Learningのあ

り方を追求していきたいと考えている． 
コンピュータを利用した外国語教育（Computer 

Assisted Language Learning）は，情報教育の一環に

位置付けられる．そのインフラの整備は高等教育機

関に対する時代の要請であり，情報センターや教務

課をはじめ、大学内の各関連部署の連携と協力がな

ければ成し得ないことであることを， 後に付記し

ておきたい． 
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