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あらまし eラーニングにおいては，SCORM (Sharable Content Object Reference Model)規格を中心とした標準化が行
われている．しかし，SCORMは教材の部品利用がしにくいことや，動的な教材を記述できないといった問題があり，
必ずしも教材流通・再利用に適した規格であるとはいえない．本稿では，これらの問題点を考慮したうえで，SCORM

に変換可能な教材記述言語の提案を行う．そして，教材記述言語を利用した教材の流通・再利用のためのアーキテク
チャについて考察し，教材の提示と SCORMへの変換手法について述べる．
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Abstract The standardization of e-Learning has been developed based on SCORM (Sharable Content Object Reference

Model), which is a standard for distribution and reuse of teaching-materials. However, as its constituents are not flexible

granules, it is difficult to distribute and reuse them. In this paper, we propose an XHTML-based teaching-material description

language, which is upper compatible to SCORM. We discuss its architecture for distribution and reuse and describe how to

browse teaching-materials and convert them into SCORM.
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1. は じ め に

近年，ブロードバンドネットワークの普及に伴い，企業教
育や資格の取得のために eラーニングが盛んに行われるよう
になってきている．Webサーバ上の教材を利用する自己学習
型の eラーニングの形態は，WBT (Web Based Training)と呼
ばれ，中心的な役割を果たしている．しかし，教材作成の負
担が大きいことや，異なるプラットフォーム間で教材の互換

性が無いことが問題となっていた．このため，1995年頃から
欧米の様々な団体により教材の共通化が試みられ，現在では
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [1]規格を中
心とした標準化が行われている．SCORMは教材の流通・再利用
のための XML ベースの規格であり，ADL (Advanced Distributed

Learning Initiative) [2]によって立案され，改良が続けられてい
る．SCORM規格に準拠した教材と実行環境であれば，異なる
ベンダのものであっても同じように動作するように設計されて



いる．
SCORMは事実上の標準規格であり，我々はこれまで，SCORM

の規格内で，学習者の理解度を逐次測定し課題を動的に提示す
るシステム [3] や，SCORM教材を既存の教材提示システムで
提示する手法 [4] についての研究を行ってきた．
しかし，SCORMでは，教材の内容の粒度を柔軟に扱えない

などの理由から，部品利用がしにくいという問題があり，現実
には教材の流通・再利用が行われているとは言いがたい．
本論文では部品利用がしやすく，また SCORMに上位互換性

を持つ教材記述言語を提案する．そして，提案した教材記述言
語を利用した教材流通・再利用のためのアーキテクチャを示す．
まず，2章で標準規格である SCORMの概要と問題点を述べ
る．そして，3章で提案するアーキテクチャの全体像を述べ，4

章でアーキテクチャで用いる教材記述言語を提案する．5章，6

章では，アーキテクチャのうち教材の提示と SCORM教材への
変換についてそれぞれ述べ，7章で実装，8章でまとめと今後
の課題を述べる．

2. eラーニングにおける教材の流通・再利用

本章では，標準規格である SCORMの概要とその問題点につ
いて述べる．

2. 1 標準規格 SCORM

SCORMは，異なる実行環境間での教材の互換性を実現する
ことにより，教材を幅広く流通・再利用させることを目的とし
ている．SCORM規格で定められている主な内容としては，以
下のものが挙げられる．
（1） 教材の構造
（2） 構造に対する提示順序の制御
（3） 教材のメタデータ
（4） (1)～(3)の XML での記述方法
（5） 教材と実行環境との通信 API

（6） APIで受け渡されるデータモデル
このうち，(1)～(4)の内容は，SCORMコンテンツアグリゲー
ションモデルとして定義されている．

2. 2 SCORMコンテンツアグリゲーションモデルの概要
SCORMコンテンツアグリゲーションモデルは，学習資源を

構造化し，提示順序を指定する事で，ひとつの学習ユニットを
構成するためのモデルである．データ構造であるコンテンツモ
デルと提示順序を制御するためのシーケンシング，そしてそれ
らについての XML での記述方法が定められている．

2. 2. 1 コンテンツモデル
コンテンツモデルは，アセット，SCO，コンテンツアグリゲー
ションの 3つの構成要素で成り立っている．図 1にコンテンツ
アグリゲーションの例を示す．

a ) アセット　
アセットは学習資源の最小単位であり，具体的にはテキスト，

HTML，画像などである．アセットは単一のファイルである必
要は無く，複数のアセットを含むアセットも定義することがで
きる．

図 1 コンテンツアグリゲーションの例

b ) SCO (Sharable Content Object)

ひとつ以上のアセットから構成される学習資源である．SCO

は教科書で例えるならばひとつの節に対応し，文章などの説明
やテストが記述される．アセットとの違いは，SCOは実行環境
の通信 APIを呼び出し，学習の結果を記録したり，また逆に学
習者名などを取り出したりすることができる．

SCOをどのように作成するかは SCORMでは定められてお
らず，現状では，SCOは HTML と JavaScriptを用いて記述さ
れいるか，FLASHムービーなど，Webブラウザ上で動作し
JavaScriptと連携する機能を持つ形式で作成されている．SCO

の大きさに関しては，SCORMの仕様書では主観的に小さく作
成することが奨励されている他は特に規定はなく，その大きさ
は目的や作成者によって異なる．

c ) コンテンツアグリゲーション
コンテンツアグリゲーションは，SCOやアセットを組み合わ
せてひとつの学習ユニットを構築したものである．コンテンツ
アグリゲーションは木構造となり葉の部分でアセットや SCO

を参照する．SCOやアセットを参照できるのは葉ノードのみで
あり，それ以外のノードからは SCOやアセットの参照を行な
うことは許されていない．また，教材の提示は葉ノードから参
照される SCOやアセットの単位ごとに行なわれる．

2. 2. 2 シーケンシング
シーケンシングは構造化された教材に対して，学習の進捗状

況やテスト結果による提示順序の制御を行なうための規格で
ある．シーケンシングのための情報は，コンテンツアグリゲー
ションの各ノードに付けられる．付加可能なルールとしては，
各ノードに入る時及び出る時の条件による動作，そして兄弟
ノードの並び順で学習を行なわなければならないといったノー
ド間の移動の制限などがある．

2. 3 SCORMの問題点
標準規格として定着しつつある SCORMだが，教材の階層関
係の表現や再利用する際の教材の粒度に関して問題がある．
多くの場合において教材は，教科書の構造のように章の中に
節や文章，図などがあり，さらにその節は小節を持つといった
ような階層的な構造で作られる．つまり，本論文における 2章
と 2.1節の間の説明文のように，中間ノードも内容を含むこと
が一般的である．しかし，SCORMでの教材の構造は，教材の
内容を SCOやアセットとして葉のみに持つコンテンツアグリ
ゲーションとして表現する事しかできない．さらに，SCO内部
には他の SCOを含むことは許されておらず，教材の階層関係
を表現できているとは言えない．



また，階層構造で作成された教材から部品を再利用する場
合，節の単位や図 1枚単位など，任意の大きさで取り出せた方
が便利である．しかし，SCO内部の仕様は SCORMの規格外
であり，SCOから部品を再利用する場合は，その部分を予めア
セットとして定義しておく必要がある．また，アセット間の関
係は記述できないので，テスト問題とそれに関連付けられたヒ
ント用の解説文を取り出すといったことはできない．このため，
SCOから任意の部品を取り出して利用するということはあまり
現実的ではない．

3. 教材流通アーキテクチャ

前節で挙げた SCORMの問題点をもとに，教材流通・再利用
のためのアーキテクチャを提案する．

3. 1 目 的 　
このシステムの利用者とは教材作成者のことである．そし
て，このシステムは，教材作成者間で教材を流通し，再利用す
ることを目的としている．その際に再利用される教材の部品は，
SCOやアセットのように大きさの固定されたものではなく，再
利用する側の希望するサイズで取り出せることが望ましい．

3. 2 要 件 　
提案するアーキテクチャの要件について述べる．
a ) 複数の利用者間での流通が可能
目的である教材作成者間での教材の流通・再利用が行える．
b ) 教材の部品利用が可能
作成した教材の一部分を部品として再利用できる．
c ) 部品の粒度の柔軟さ
再利用する部品の単位を柔軟に扱うことができる．
d ) SCORMへの上位互換性
SCORMはデファクトスタンダードであり，この規格に対応

することで多くの人が教材を利用可能となる．
3. 3 教材流通に必要な機能
教材を流通・再利用するためには，SCORMの教材では部品
の再利用がしにくいため，SCORMよりも表現力の豊かな教材
の記述言語を考える必要がある．しかし，現状では SCORM規
格がWBTの標準規格であるため，独自の規格で作成された教
材は利用されることが少ないと考えられる．この理由から，新
たな教材記述言語で書かれた教材を SCORMでも利用可能にす
る仕組みが求められる．

3. 4 提案するアーキテクチャの全体像
以上の要件を考慮した教材流通のためのアーキテクチャを考
える．

3. 4. 1 流通する教材
2. 3で述べた問題点から SCORMの教材は再利用に向いてい
るとは言い難い．このため，このアーキテクチャで流通する教材
は SCORM教材ではなく，XHTML2.0 [5]をベースにした我々が
提案する教材記述言語 X-TDL (XHTML based Teaching-material

Description Language)で記述された教材である．X-TDL の詳細
については 4章で述べる．

3. 4. 2 アーキテクチャの機能
X-TDL 教材を流通するためのアーキテクチャには以下の機

能が必要となる．
• X-TDL 教材を格納するデータベース
• X-TDL 教材を提示するシステム
• データベースに対する問合せ
• X-TDL 教材のオーサリング
• SCORM教材への変換

これらの機能を持ったアーキテクチャの全体像を図 2に示す．

図 2 アーキテクチャの全体像

X-TDL によって記述された教材がデータベースに格納されて
いる．ここでいうデータベースは仮想的なものであり，ひとつ
の XML データベースや，インターネット上の複数のWebサー
バを指す．格納されている教材は，X-TDL 提示システムで提示
することによって内容と動作を確認することができる．また，
データベースに対して問合せをかけることによって，X-TDL 教
材やその部品を取り出す事ができる．このとき対象がWebサー
バの場合，ファイル単位での取り出しとなる．取り出された部
品に対しオーサリングを行なうことでひとつの X-TDL 教材に
組み上げ，変換システムによって SCORM教材へ変換する事が
できる．X-TDL 提示システムは 5章で，SCORM教材への変換
については 6章で述べる．

4. 教材記述言語 X-TDL

アーキテクチャで流通・再利用する教材を記述する教材記述
言語 X-TDL について述べる．

4. 1 要 件 　
アーキテクチャで流通する教材を記述する言語の要件として

以下のものが挙げられる．
• 章や節といった階層構造を記述できること
• 文書記述に必要な機能を備えていること
• テストとその評価方法を記述でき，結果による提示順序

の制御が記述できること
以上の要件をふまえて，我々は教材記述言語を提案する．

4. 2 概 要 　
教材記述言語としては，SmartDoc [6]，DocBook [7]などを
ベースにすることが提案されたが，文書記述の汎用性と自由な



拡張の可能性から，XHTML2.0をベースとして，これを拡張す
る方針をとった．
この言語では以下の内容を記述可能にする．
• 教材の階層構造
• シーケンシング
• 文章やマルチメディアコンテンツへの参照
• テスト（問題，評価基準)

4. 3 構 造 　
X-TDL は，章や節などの教材の階層構造と，そこから参照さ
れる画像・音声などマルチメディアコンテンツを定義するコン
テンツ情報から構成される．X-TDL の構造を図 3に示す．

図 3 X-TDL の構造

a ) 教材の階層構造
教材の階層構造は sectionの入れ子による木構造で表現する．

SCORMではコンテンツアグリゲーションの葉において，アセッ
トや SCOとしてのみデータを持つことができるが，X-TDL で
は葉となるノード以外にも教材内容を持つことができる．教
材の内容を持てる部分は，具体的には図 3において (A)，(B)，
(C)で示した部分である．この場合では，(A) は識別子 s001を
持つ sectionの内容を表し，(B)は識別子 s002を持つ sectionの
内容を表現する．また，シーケンシングの単位となるノードは
sectionとし，sectionノードにはシーケンシング情報のための
識別子と問合せのためのメタデータを付加する．メタデータの
記述には LOM (Learning Object Metadata) [8]を用いる．

b ) コンテンツ情報
各コンテンツの情報は教材内で利用するマルチメディアコン
テンツの URIと，メタデータ (LOM)，参照のための識別子で
構成する．

c ) 教材の内容
文章やコンテンツ参照は，図 3の (A)～(C)に記述することが

できる．図 4に section要素の記述例を示す．この例では 6行
目でコンテンツ情報内のマルチメディアコンテンツの参照を行
なっている．また，学習者の実力測定のためのテストと子とな
る sectionを持つ．

4. 4 シーケンシング情報
シーケンシング情報は，構造に対して，テスト結果などによ
る提示順序の制御を行なう情報である．ここで用いるシーケン
シング情報は，今回は時間の都合上 SCORMの規格の一部であ
る IMS Simple Sequencing [9]とほぼ同じ記述を採用し，一部を

1 <section id="s001" title=" 章">

2 <!-- section のメタデータ -->

3 <metadata/>

4 文章の記述
5 <!-- コンテンツ参照 -->

6 <content idref="c001" width="240"

7 height="160" />

8 <!-- テスト -->

9 <test/>

10 <section id="s002" title=" 節 1"/>

11 <section id="s003" title=" 節 2"/>

12 </section>

図 4 section要素の記述例

簡略化記述できるように拡張した．シーケンシング情報は，各
sectionごとに付加され，それぞれの sectionに付けられたルー
ルの組合せによって教材全体の制御を行う．付加可能なルール
について以下で概要を述べる．

4. 4. 1 シーケンシングコントロールモード
子ノード間での移動の制御である．シーケンシングコント
ロールモードの概念図を図 5に示す．主なルールとしては，移
動の制限を付けない Choice，隣り合うノード間の移動のみが可
能な Flow，そして Flowにおいて進む方向の移動しかできない
Forward Onlyがある．

図 5 シーケンシングコントロールモード

4. 4. 2 シーケンシングルール
あるノードに入るときと出るときの条件による動作を設定す
るルールである．例えば，ある sectionでの学習の終了時に，学
習の目標を達成できていないためにその sectionを再学習させ
るといったルールを記述することができる．
また，子ノードの達成状態によって，親ノードの状態を決定

するロールアップルールも記述することができる．
4. 4. 3 シーケンシングの拡張
本研究では，現状のシーケンシングでは複雑な記述になる部

分を，簡略化して書けるように拡張を行なった．図 6に拡張し
たシーケンシングの例を示す．例えば，IMS Simple Sequencing

では隣り合ったノード間の移動しか制御できず，離れたノード
間の移動は複雑な記述をする必要がある．このため拡張を行い，
複雑な記述を簡略化することを考えた．このような拡張部分は，
SCORM教材への変換時に IMS Simple Sequencingでの記述に
変換する．

4. 5 教材の作成
アーキテクチャを利用した教材作成の流れを示す．
4. 5. 1 教材作成の流れ
データベースに格納された X-TDL に対し，LOM をもとに



図 6 シーケンシングの拡張の例

XQueryで問合せをかける．問合せ結果として得られた教材の
部品を組み上げひとつの木構造を作成する．そして組み上げた
構造に対しシーケンシング情報を付加した後，SCORM教材へ
と変換する．

4. 5. 2 教材の部品
データベースから取り出される部品として想定しているもの
は，教材の木構造の部分木と，コンテンツ情報に含まれるコン
テンツである．また，部分木にはシーケンシング情報が付加さ
れている．

5. X-TDL 提示システム

教材の内容は X-TDL 提示システムを用いて見ることができ
る．この提示システムは，教材作成者がデータベース内の教材
の内容とシーケンシングの動作の確認をするために用いる．ま
た，教材の提示部分には，汎用性を考慮し Webブラウザを利
用する．

5. 1 提示システムの画面構成
提示システムの画面構成を図 7に示す．

図 7 提示システムの画面構成

提示システムの画面は 3つのフレームから構成される．上部
のフレームは，Flow，Forward Onlyのときに利用する前後の移
動ボタンを持つ．左下のフレームは目次を提示する．Choiceが
指定されていた場合は，目次から各ノードを選ぶことができる．

5. 2 提 示 形 式
X-TDL 提示システムでは，ノードごとに教材の内容を提示す
る．提示順序は，ユーザの操作が入らない限り，深さ優先の行
きがけ順で行われる．教材提示の流れを図 8に示す．
図 8の例では，まず最初に木構造の根であるノード A の提
示が行なわれる．ノード A には Choiceが設定されているので，
画面 1のように A の内容と，目次に 2つの子ノードを表示し，
選択できるようにする．画面 1の状態でユーザの操作によって，
目次の 1番目つまり B のノードが選択された場合，画面 2が
提示される．ノード Bは，Flowが設定されているので，前後
の移動のボタンを表示する．提示の順序は Bの内容を表示した
後，子ノードの最初のノードである Cの内容が提示される．こ
のように，各ノードをたどりながら教材を提示していく．また，

それぞれのノードにシーケンシングルールが付けられている場
合，目次を選択するなどのノードの出入りの操作をしたときに
そのルールが評価・実行される．

図 8 教材提示の流れ

また，提示システムには，基本的な提示機能以外にも，教材
作成者のために教材の全体構造の提示や付加されているシーケ
ンシング情報を表示するなどの機能を持たせる．

5. 3 提示システムの構成
提示システムの構成図を図 9に示す．X-TDL で記述された

教材は，XHTML を拡張し，テスト問題等を記述可能にしてい
るため，一般の Webブラウザでは表示できない．また，シー
ケンシング情報による提示順序の制御も行うことができないた
め，これを再現する必要がある．
そこで本提示システムでは，以下の 2つの手順で提示を行う．
（1） X-TDL から HTML の生成
（2） シーケンシング評価用のエンジンを利用した提示順序
の制御

HTML の生成では，X-TDL の構造をもとにWebブラウザで
の提示に必要な HTML を生成する．そして，ユーザからの操
作やシーケンシング情報をもとに，次に表示すべき HTML を
シーケンシングエンジンが指定する．シーケンシングエンジン
は，ブラウザからの操作の情報を受け取り次の動作を返すこと
ができれば良く，具体的な実装はサーバ側でもブラウザのプラ
グイン上などクライアント側でもかまわない．

図 9 提示システムの構成

5. 4 HTML の生成
5. 2で示した提示を行うために X-TDL とシーケンシング情
報から HTML の生成を行う．

5. 4. 1 生成する HTML の種類
X-TDL の構造やシーケンシング情報を反映した提示を行う
ために，ノードの種類やシーケンシングコントロールモードに



よって生成する HTML を変える．生成の種類を図 10に示す．
まず子にシーケンシングの対象となるノードを持つ場合，目
次用の HTML とそのノードの内容を表示する HTML を生成す
る．目次用の HTML はシーケンシングコントロールモードが
Choiceの場合リンク付きの目次を生成し，それ以外の場合リン
ク無しの目次を生成する．このリンクは JavaScriptを埋め込ん
であり，シーケンシングエンジンへ子ノードの選択動作を伝え
ることができる．葉となるノードの場合，目次用の HTML は
生成せず，内容を表示する HTML のみを生成する．

図 10 生成の種類

5. 4. 2 要素の変換・削除
X-TDL では，コンテンツを識別子による参照を行っているの
でこれを HTML での表示用のタグに変換する．テストの記述
は内容に合わせたフォームタグや JavaScriptでの評価の記述を
生成し，解答できるようにする．また，同時にメタデータなど
提示に必要ない要素を削除する．

6. SCORM教材への変換

X-TDL で記述した教材から SCORM教材への変換について
述べる．本アーキテクチャでは，X-TDL 教材から SCORM教
材への変換を可能にすることで標準規格である SCORMに対応
している．

6. 1 考慮すべき問題点
変換時に問題となる点について以下で述べる．
a ) SCOの粒度
SCORMの構造は，教材の内容を記述する SCOと，それを参
照する木構造で表現される．このため，どのノードを SCOに
するかという SCOの粒度を決めなければならない．

b ) SCO内部のシーケンシング
SCORMでは，SCO内部のシーケンシングは規格外であり，
どのように表現するかは教材作成者に任されている．よって，
子ノードにシーケンシングが付加されているノードを SCOと
して指定した場合について考えなければならない．

c ) 拡張されたシーケンシングの変換
本システムでのシーケンシング情報は，SCORMでのシーケ
ンシングとほぼ同じものを利用するが，SCORMの記述では複
雑な記述になる部分を簡略化しているため，変換が必要となる．

6. 2 変換の流れ
本システムでは，全工程において自動変換が行われるのでは
なく，工程の一部に教材作成者の編集が入る対話的な変換とな
る．これは教材作成者の意図を汲むためである．変換の流れを
図 11に示す．
まず教材作成者の希望があれば，SCOにしたい部分を指定す

図 11 変換の流れ

る．特に指定が無ければデフォルトの変換ルールを適用する．
次に指定された SCOの粒度をもとにコンテンツアグリゲーショ
ンへの変換とシーケンシングの変換を行い，最後に教材作成者
による調整を行なう．それぞれの詳細については次節で述べる．

6. 3 変 換 手 法
前節で述べた変換の流れについての詳細を述べる．
6. 3. 1 粒度の指定
教材作成者の希望があれば，SCOにしたい部分を指定する．
図 12に粒度指定の例を示す．指定する部分は，Aのようにシー
ケンシング情報の付加されているノードの親ノードであっても
かまわない．この場合，Aから変換される SCO内部のシーケン
シングを再現する必要がある．再現の方法としては，JavaScript

やハイパーリンクを用いることが考えられるが，今回は SCO

の内部のシーケンシングまでは保証しない．また，コンテンツ
の参照のようにシーケンシングの対象にならないノードを SCO

とすることも可能である．コンテンツアグリゲーションは葉で
はないノードにデータを持てないので，この場合はその兄弟
ノードも SCOに変換する．

図 12 粒度の指定

6. 3. 2 コンテンツアグリゲーションへの変換
X-TDL で記述された構造をコンテンツアグリゲーションの
構造へ変換する．粒度を指定していないノードについては，
SCOへの変換部分が自動決定される．この場合の方針として
は，SCORMではテストを行ない学習結果を記録する学習資源
は SCOであるため，X-TDL でもテストを行なうノード以下を
SCOに変換する．
また，X-TDL は葉ではないノードもデータを持つことがで
きるため，構造の変更が必要となる．葉ではないノードがデー
タを持つ場合，ノードが持つデータをそのノードの深さ優先で
の最初の子ノードとなるように変換する．シーケンシング情報
は，そのままもとのノードに残す．図 13に変換例を示す．

6. 3. 3 シーケンシングの変換
簡略化記述されたシーケンシングを IMS Simple Sequencing



図 13 葉ではないノードがデータを持つ場合の変換例

のルールに変換する．図 14に変換例を示す．図の例は，ノー
ド 4への移動するシーケンシングである．この場合，ノード 1

の事後条件による動作を Continueに，ノード 2，ノード 3の事
前条件による動作を Skipに変換する．

図 14 シーケンシングの変換例

6. 3. 4 教材作成者による調整
変換されたコンテンツアグリゲーションに対して，教材作成
者の手による構造の変更やシーケンシングの付加といった調
整を行なう．この操作により，図 12の Bのような，X-TDL で
シーケンシングの対象とならないノードから変換された SCO

にシーケンシングを付加することができる．

7. システムの実装

現在開発中のシステムについて述べる．
7. 1 X-TDL 提示システム
HTMLへの変換部とシーケンシングエンジンは，Java (JDK5.0)

を用いて作成している．シーケンシングエンジンは JavaApplet

で実装している．また，ユーザの操作をシーケンシングエンジ
ンに伝える部分と，表示する HTML の制御には JavaScriptを用
いた．図 15に提示システムの動作画面を示す．現段階では一
部のシーケンシングにのみ対応している．

図 15 X-TDL 提示システムの動作画面

7. 2 SCORM教材への変換システム
変換システムは Java (JDK5.0)を用いて作成している．図 16

に変換システムの動作画面を示す．部品からのオーサリングシ
ステムと統合している．

図 16 変換システムの動作画面

8. お わ り に

本論文では，標準規格である SCORMの問題点をふまえ，教
材流通・再利用のためのアーキテクチャを提案した．また，アー
キテクチャで利用する教材情報と教材の提示，SCORMへの変
換にその手法と開発中のシステムについて述べた．
今後の課題として，教材を格納する仮想的なデータベースへ

の問合せ手法の詳細について考察する必要がある．また，X-

TDLに関して本論文ではシーケンシング情報として IMS Simple

Sequencingを採用したが，この規格は X-TDL の構造に対応し
ておらず完全なシーケンシングが行なえない．このため，今後
は X-TDL 独自のシーケンシングの記述を考える必要がある．
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