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の SCORM 規格への適用と実装 
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Adapting a drill-and-practice-typed e-learning system "SANNO 
KNOWLEDGE FIELD" to SCORM standard and developing its contents 
 
Kaoru MATSUMOTO*, Hiroshi MIYAUCHI*, Akihiko KOGA** 

 

 
    This paper describes how to redesign a drill-and-practice-typed e-learning system "SANNO 
KNOWLEDGE FIELD(SKF)" and its contents in order to bring them into compliance with SCORM1.2/2004 
international standard. At first, SKF had been independently developed as ASP-typed WBT and its contents had 
been also implemented on it with the unique specification. Such specification allowed the system to be most 
suitable and gave an advantage in not causing any compatibility problem. However, there was difficulty in 
providing the contents for the other e-learning systems. Redesigning the contents in compliance with the 
SCORM standard enables them to run on various types of LMSs in worldwide. In this paper, we show the way 
to adapt the contents to the SCORM standard and challenges in implementing them when the redesigned 
contents complying with the SCORM standard realizing the same learning mechanism as the existing LMS had. 
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1. はじめに 

 学校法人産業能率大学では2001年より企業向けのe

ラーニングシステムであるSANNO KNOWLEDGE FIELD（以

下では SKF と表記）のサービス提供を開始し(1)，2006

年度単年で利用数が 250 社を超えた。SKF はインター

ネットを利用した WBT（Web Based Training）システ

ムで一部が独自仕様で実装されている ASP

（Application Service Provider）型サービスである。 

 現在，このような WBT システムとして，多くの LMS

（Learning Management System）ソフトウェアが製品

化されている。そして，その多くはアメリカ国防省系

の標準化団体ADL（Advanced Distributed Learning）

が制定し，国際標準規格として認められた

SCORM1.2(2-5)（Sharable Content Object Reference 

Model）に準拠した製品である。 

 

 

 

 

 

 

 SCORM のような国際標準規格を用いる利点は，コン

テンツの選択対象が広がることや，自社開発範囲の縮

小によるランニングコストの低減，コンテンツ市場の

拡大によるコンテンツの質向上や価格低減，異なるベ

ンダのコンテンツを安心して購入できることなどがあ

る。日本においても日本イーラーニングコンソシアム

標準化推進委員会がSCORM1.2の利用を推進しており，

SCORMアセッサ制度やLMS,コンテンツ認証制度などを

立ち上げて，運営している。 

 一方，我々がSKF事業を企画した当時はSCORM規格

が策定された直後であり，それを取り巻く周囲の動向

が見えなかったことや，規格上の制約から実装におい

て問題が生じることが懸念された。例えば，学習順序

の制御ができないことや，学習履歴管理の機能が 低

限のものしかないことが問題であった。 

 我々は，これらの機能がSKFのコンセプトを実現す

る上で必要なものと考えていた。そこで，我々は SKF

をこれらの制約を受けないで動作する独自仕様の ASP
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型WBTシステムとして設計，開発し，運用を開始した。

コンテンツもこれにあわせた独自仕様で作られた。 

 その後，SCORM1.2規格に準拠した製品が増えるに連

れて，自社内にLMSを構築して学習を行わせたいとい

う要望が多く聞かれるようになり，さらに SCORM1.2

規格でもある程度のレベルまではSKFの機能が実現で

きることが分かってきた。また，SCORM1.2規格に準拠

したLMSが安定して稼働していることや，そのコンテ

ンツ市場が急拡大してきていることも分かった。 

 そこで，我々はこれまでに運用してきた独自仕様の

SKF システム及びコンテンツをもとに学習方法の選択

機能や学習順序，学習履歴などの仕様に制限を加えた

SCORM1.2対応コンテンツを設計，開発し，販売を開始

した。 

 その後，SCORMの 新版であるバージョン2004（以

下ではSCORM2004と表記）が正式公開された(6,7)。この

規格では新たにコンテンツの遷移を規定するシーケン

シングと操作インタフェースを規定するナビゲーショ

ンについての規格が制定され，SKF システムを構築す

る上で十分な機能を備えるようになった。 

 そこで，SCORM2004が普及するのに先立ち，SKFコン

テンツをもとにSCORM2004規格を用いたコンテンツを

生成するツールを開発し，それをもとにSCORM2004コ

ンテンツを試作した(8)。 

 本論文では，独自の設計がなされたSKFコンテンツ

と同様の学習の仕組みを，標準化された規格である

SCORM 規格でどう実現したか，その実装方法と課題に

ついて述べる。 

 以下，2.では独自仕様で作られたSKFシステム及び

コンテンツの仕組みについて述べる。3.ではそれをも

とにした SCORM1.2 コンテンツの実装を，4.では

SCORM2004 について述べる。5.では相互運用性確認実

験について述べ，考察する。6.では標準化における課

題について考え，7.でまとめる。 

 なお，以下では特に断りのない限りSKFのオリジナ

ルバージョンを ASP 版と表記し，SCORM1.2 用，2004

用として制作した SKF コンテンツを各々SCORM1.2 版，

SCORM2004版と表記する。 

2. SANNO KNOWLEDGE FIELDの概要 

 本章では，まずASP版 SKFの学習の仕組みについて

述べ，その後，システム，コンテンツの構造及び実装

について述べる。 

 

2.1 学習の流れ 

 SKF では，多くの学習システムで用いられているプ

ログラム学習の原理(9,10)に従い，次のような要件を設

計に盛り込み，実装している。 

・ スモールステップ化された教材構成をとる 

・ 解答に対して即時に正誤の確認を行い，フィード

バックを与える 

・ 自己採点して正誤を確認させる 

・ 自己のペースで学習を進められる 

 

 SKF で用いた解答とフィードバックの流れを図 1 に

示す。学習者は，問題を読み，答えを考え，解答を入

力する。そして，その直後にフィードバックとして答

えの正誤とそれに関連するテキストを提示する。そこ

で，自分の答えが合っていたかどうかを確認すること

ができる。 

 SKF では，これらの一連のひとかたまりを“ユニッ

ト”と呼んで管理している。1 ユニットにはユニット

ガイダンスとテキスト及びそれに関連する問題演習が

含まれており，学習の中断，再開はこのユニット単位

で行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学習の流れの全体像を図 2 に示す。SKF による学習

は大きく「学習方法の選択」「学習」「修了テスト」の

3段階で構成されている。「学習」には，複数（通常で

10～16程度）のユニットが入っている。 

 初に「学習方法の選択」の段階で，受講者はコー

スの全体概要が提示される“コースガイダンス”を閲

覧する。続いて，「テキスト＋問題演習型」（ 初にテ

キストを読んでから問題演習に挑戦するパターン）か

「問題演習型」（ 初から問題演習に挑戦するパター

ン）のどちらで学習を行うかを選択する画面になる。

ここで「テキスト＋問題演習型」を選択すると全ての

ユニットで 初にテキストを読んでから問題演習に挑

戦するフローに設定される。もう一方の「問題演習型」

を選んだ場合は，これから学習する各ユニットのこと

をどの程度理解しているか確認するための「現状確認

テスト」を提示する。 

 現状確認テストは，ユニットごとに代表的な内容の

質問を1問ずつ出題し，テストで正解したユニットに

ついては既に内容を理解していると判断し，テキスト

を閲覧することなく問題演習に挑戦できる「問題演習

型」としてフローが設定され，テストで誤ったユニッ

トについては 初にテキストを閲覧することを強制す

る「テキスト＋問題演習型」にフローが設定される。

つまり，現状確認テストの正解状況に応じて「問題演

習型」と「テキスト＋問題演習型」のフローが混在し

図1 問題の解答とフィードバック 

問題の提示と解答の入力

採点

正答者に対する
フィードバック

誤答者に対する
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次の問題へ
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読む 読む

読まない 読まない
リファレンスの提示
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て設定されることになる。 

 続いて，学習スケジュールの設定画面が表示される。

ここでは，受講者はこのコースをどのような日程で受

講するか宣言し，それに基づいて各ユニットを終わら

せる目標とする日付が設定される。 

 これら全ての手続きを終えると「学習」の段階にな

り，目次画面が表示される。ここから受講者は目次の

並んだ順番に各ユニットを学習していくことになる。

ユニットでは，学習者は「テキスト＋問題演習型」を

選んだ場合， 初にテキストが提示され，続いてそれ

に関連する問題演習が提示される。「問題演習型」を選

んだ場合， 初から問題演習が提示される。この問題

演習を一定基準以上正解するとそのユニットは修了と

なる。 

 全てのユニットを終えると「修了テスト」の段階に

なり，受講者は修了テストに挑戦することができるよ

うになる。この修了テストを受け，基準点以上になる

とコース修了と認定され，修了画面が表示された後，

修了を認定する修了証をダウンロードすることができ

るようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ユーザインタフェース 

 SKF のユーザインタフェースは Web ブラウザによる

表現の制約を考慮し，文字を単純に羅列するのではな

く，1 ページあたりの文字数を抑え，ページ切り替え

ボタンを押すことで，書籍をめくっていく感覚でテキ

ストを読むことができるようにしている。 

 ボタンの配置については，ユーザが学習のために行

う教材の操作と，SKF システムのための操作で混乱が

生じないようにボタンを大きく2つの領域に分けて配

置し，さらに，近くにそれと関連した情報が表示され

るようにしている。 

 SKF のユーザインタフェースの概略を図 3 に示す。

ページをめくる，解答するといった学習に関係するも

のは画面の下段に，質問や目次画面に戻る，終了する

といったシステムに関連するものは上段に集められ，

さらに，操作ボタンは右側，情報表示は左側に設定し

ている。加えて，テキスト表示部は，これらの表示領

域の中間部分に設けている。このインタフェース設計

は，その他の画面でもこれに準ずる配置としており，

SKF全般に共通した画面仕様となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 サーバ構成 

 SKFのサーバ構成を図4に示す。SKFシステムの機能

は大きく，コンテンツを配信する機能，教材の構造，

学習者情報，問い合わせメールなどを格納するDB機能，

学習者へのチアリングを行うメール配信機能の3つに

区分される。 

 コンテンツを配信する機能として，アプリケーショ

ンサーバ（AP1～AP3）を用意している。受講者からSKF

サーバへの接続が行われると負荷分散機を経由してコ

ンテンツが配信される。 

 DB機能は，DBサーバを動作させることで対応してい

る。これはアプリケーションサーバとは分離したネッ

トワーク上に配置し，アプリケーションサーバは DB

サーバと通信を行うことでDB上の情報を取得できる。 

 メール配信機能は，アプリケーションサーバ上でメ

ール送信プログラムを動かすことで対応している。 

 SKFのソフトウェア構成を図5に示す。SKFのアプリ

ケーションサーバは，OSに Windows2000 Server，Web

サーバにIIS5.0を使用している。さらに，Webミドル

ウェアとしてColdFusionMX6.1を使用し，その上でSKF

専用にカスタマイズしたCALTutor，CyberSchoolが動

作している。CALTutorはテスティングに特化した学習

プラットフォーム，CyberSchool は学習管理プラット

フォーム（いずれもNTTソフトウェア社製）であり，

これらをカスタマイズして組み合わせることで1つの

システムとして動作している。また，学習者がコース

修了時に修了証をダウンロードするためのPDFファイ

ル作成モジュールがある。さらに，アプリケーション

サーバのうち1台ではSKFからメールを自動送信させ

るためのメール送信プログラムが動いている。これに

は学習者へのチアリングメールを自動もしくはオペレ

ータによる手動で送信することや，学習者からの質問

メールを自動的に講師に送信すること，ユーザパスワ

図3 ユーザインタフェース概略 

←前へ 次へ→進捗状況

テキスト表示部

状況表示 ，教材操作部

情報表示 ，システム操作部

図2 学習の流れ 
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ードの再発行を行う際にメールを自動で送信するとい

った役割がある。 

 DB サーバはアプリケーションサーバとは別のシス

テムで動作しており，OS に Windows2000 Advanced 

Server，データベースにSQL Server2000を利用してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 コンテンツ構造 

 SKFのコンテンツ構造の概要を図6に示す。SKFでは

教材情報，学習情報，管理情報などはDBで管理されて

いる。SKF コンテンツは ColdFusion API を通じて DB

と通信することで採点やナビゲーション処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンテンツファイルは，個々のファイルが一定の規

則に基づいてディレクトリ名やファイル名が決められ

ている。また，コースガイダンス，テキスト，問題演

習，修了テストは全てモジュールとして別ディレクト

リ下で管理されている。 

 

2.5 学習者の支援 

 SKF では学習者の支援をコールセンター及び e メー

ルにて行っている。コールセンターでは電話を使い，

主に受講手続きに関することや，PCの操作についての

問い合わせに対応し，それ以外のことについてはeメ

ールの自動配信またはSKFの画面上に情報を提示する

ことで学習者の支援を行っている。 

 表 1 に，SKF システムにて自動配信される e メール

の概略を示す。送付対象者は主にコースの学習者，研

修担当者（顧客企業の担当者及び本学の担当者を含む）

である。コース受講の催促に関するeメールは学習者

本人だけでなく研修担当者にも同様の内容を送付して

いる。これにより，学習者の学習進捗状況が順調でな

い場合でも担当者経由で学習者に対してコース修了を

働きかけてもらうことができる。 

 
表1 自動配信するeメールの概略 

目的 対象者 内容 

ユーザ登録 

研修受講登録 

登録通知 共通 

パスワード変更 

開講通知 

研修受講開始催促 

経過連絡（10,20,30日） 

修了認定期間終了予告 

学習者 

修了通知 

未修了者の通知（期限切れ前） 

研修受講開始催促 

修了認定期間終了予告 

アラーム 

研修 

担当者 

修了通知 

 

3. SCORM1.2を用いたコンテンツ制作 

 本章では，SCORM1.2規格の仕組みについてその概要

を述べ，ASP版 SKFの仕組みの適用方法を検討し， そ

れをもとに制作したSCORM1.2版SKFコンテンツの実装

について述べる。 

 

3.1 SCORM1.2とは 

 SCORM 規格は WBT 型 e ラーニングシステムにおける

学習コンテンツの共有化を図るための仕様を標準化し

たものである。このうちSCORMのバージョン1.2であ

るSCORM1.2規格では，学習資源（LO; Learning Object）

を集約してコースにするためのコンテンツモデル，メ

タデータ，コンテンツパッケージングについてまとめ

た“SCORMコンテンツアグリゲーションモデル”(4)と，

LMS とコンテンツ間で情報をやりとりするための仕組

図5 ソフトウェア構成 

SKFコンテンツファイル

SKFシステムファイル
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図4 サーバ構成 
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図6 コンテンツ構造 
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みと，そこで実際に送受信される情報を定義した

“SCORMランタイム環境”(5)などについて述べている。 

 SCORM1.2規格では，LMSの役割として「目次を提示

する」「学習者に選択された目次に対応する学習資源

を配信する」「進捗状況や得点などを受け取り格納す

る」といった機能を定めている。 

 コンテンツの役割としては「学習者に学習画面を提

示する」「学習状況を判定（修了・学習中など）する」

「LMS に学習状況を送信する」「採点などを行い結果

をLMSに送信する」といったことを定めている。 

 SCORMランタイム環境の概要を図7に示す。SCORM1.2

上ではコンテンツの各々のデータをアセットと SCO

（Sharable Content Object）の2つで区分している。

アセットは SCORM1.2 上で動作の記録対象にならない

学習資源であり，SCORM API を実装する必要はない。

一方SCOは SCORM APIを通じてLMSと通信を行う学習

資源であり，SCORM ランタイム環境にて LMS に動作を

記録できる 小単位の学習資源となる。 

 LMS とコンテンツ間の情報のやり取りは必ず SCORM 

API を通じて行う必要があり，これらは互いに独立し

ていなければならない。また，一度に1つのSCOだけ

が起動でき，SCO が別の SCO を起動（SCO の入れ子や

SCOの制御によるSCOの移動）することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて，SCORM コンテンツアグリゲーションモデル

の概要を図8に示す。コンテンツアグリゲーションモ

デルは，学習ユニット（コース，章，節，モジュール

など）を1つにまとめ，学習者に学習内容を提示する

順序やコンテンツ構造を定義するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 9 に SCORM コンテンツパッケージ構造を示す。

SCORM1.2 コンテンツの構造はマニフェストファイル

（imsmanifest.xml）で記述され，LMSはこれをもとに

コースの目次を生成し，実際の物理ファイルとのリン

クが確立される。また，学習の順序をマニフェストフ

ァイルへの記述で制御することが可能であるが，この

機能は SCORM1.2 規格では必須要件として明確な定義

がなされていないため，この機能に対応し，実装する

かどうかはLMS開発ベンダの判断に任されている。 

 なお，本規格についてのより詳細な情報は，文献 3

～5を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 仕様の検討 

 前章にて述べたASP版 SKFの仕組みをもとに同様の

動きがSCORM1.2規格に準拠したLMSでどこまで再現で

きるかを検討した。実装するうえで必要となる要件と

SCORM1.2規格の対応状況を表2に示す。 

 

表2 実装における要件とSCORM1.2規格の対応 

SKFコンテンツ実装 

における要件 
SCORM1.2規格の対応状況 

コンテンツファイルを流

用できるか 

○（W3C標準に準拠） 

教材構造を再現できるか ○（同等の表現が可能） 

学習履歴を管理できるか △（必須と任意のデータモデルが混

在し，LMSに依存） 

ナビゲーションボタンの

利用が可能か 

△（コンテンツ側によるSCO間のナ

ビゲーション不可） 

学習順序を制御できるか △（LMSによって対応状況が異なる）

学習方法の選択機能を再

現できるか 

×（シーケンス機能が定義されてい

ない） 

ユニット間の移動ができ

るか 

×（SCOからSCOを呼び出せない）

メールや各種通知機能が

あるか 

×（定義なし，LMSに依存） 

 

 ASP版SKFをSCORM1.2に実装する上で問題となる点

は，ナビゲーションボタンをカスタマイズできないこ

と，学習順序を制御できないこと，シーケンス機能が

定義されていないため学習方法の選択機能を実装でき

ないこと，ユニット間の直接移動ができないこと，メ

ールや各種の通知機能を規定できないことである。こ

のような制限のなか，SCORM1.2版 SKFをどのように実

装するか検討し，次のように対応することにした。 

コンテンツ構造

アグリゲーション

コンテンツ・アグリゲーション

学習資源

アグリゲーション

学習資源

学習資源

学習資源

学習資源

SCO
アセット

SCO

SCO

アセット

アセット

アセット

アセット

アセット

図8 SCORMコンテンツアグリゲーションモデル 

（文献4, p.7をもとに加工） 

図9 SCORMコンテンツパッケージ構造 

（文献4, p.111をもとに加工） 

コンテンツパッケージ

<meta-data>
<organizations>
<resources>

物理ファイル

<manifest>
マニフェストファイル（imsmanifest.xml）

図7 SCORMランタイム環境 

（文献5, p.3をもとに加工） 

LMS

API
Adapter Javaスクリプト

SCO アセット

Webブラウザ

*サーバ

*クライアント

コンテンツ配信
SCO-LMS間の通信

SCORM API
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・ テキスト学習，問題演習，修了テスト機能はコン

テンツファイルを流用しASP版と同等にする 

・ 1 つのユニットに含まれるテキスト，問題演習を

各々1つのSCOとして目次に表示する 

・ 初にコースを選択したときに表示されるコース

ガイダンスを1つのSCOとして目次に表示する 

・ 学習履歴情報は 低限のデータモデルだけを使う 

・ SCO 内のみコンテンツ側でナビゲーションを提示

する 

・ 学習の順序制御（SCO 単位のシーケンス）は行わ

ず，任意とする 

・ 学習方法は「テキスト＋問題演習型」に限定する 

・ メールや各種通知に関する機能は削除する 

 

3.3 コンテンツの実装 

 我々は，前節の方針に従いASP版 SKFコンテンツの

構造を図10のように変更することにした。ASP版とそ

れに対応するSCORM1.2版の機能割り当て先を表3に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 ASP版とSCORM1.2版での機能割り当て先 

機能 ASP版 SCORM1.2版 

教材構成情報

の管理 

DBサーバにて 

独自仕様 

マニフェストファイル

(imsmanifest.xml) 

制御情報管理 

(採点及びコン

テンツ制御等) 

DBサーバにて 

独自仕様 

教材コンテンツファイ

ル内Javaスクリプト 

(アセットでの制御) 

LMSとの通信 SKF アプリケーショ

ン独自仕様 

(ColdFusion API) 

SCORM API 

 

 まず，DBサーバで管理していた教材構成情報はマニ

フェストファイルに記述するようにした。 

 そして，WebミドルウェアであるColdFusionにてDB

経由で教材の遷移情報を読みとり，制御を行っていた

部分をJavaスクリプトによる制御に置き換えた。この

制御に関連する情報は全てコンテンツと同じディレク

トリ上に配置した。 

 さらに，問題演習の正誤判別処理と採点処理（合計

で何パーセント正答したかを計算）も同じくJavaスク

リプト上で行い，正答情報もコンテンツと同じディレ

クトリに配置した。 

 加えて， SCORM APIを使ってこれらの処理結果をLMS

に送信する処理を実装した。コースガイダンスやテキ

ストといった読むだけで修了と判定されるSCOについ

ては，テキストの 終ページに到達した段階で SCORM

データモデルの cmi.core.lesson_status 値に完了を

意味する completed を格納し，LMS に送信する。問題

演習を採点した場合には，採点時の問題演習の点数を

cmi.core.score.raw値に格納し，その点数が基準値以

上の場合 cmi.core.lesson_status には合格を意味す

るpassedを，基準値より小さい場合は不合格を意味す

るfailedを格納し，LMSに送信する。 

 ASP 版 SKF システムでは，このような処理はサーバ

サイドスクリプトと DB を用いていたが，SCORM1.2 版

ではこれら全ての処理をクライアントサイドスクリプ

トで行い，LMS は教材の配信と SCO との通信のみを管

理することになる。 

 SCORM1.2版は，図11のような範囲でSCOを定義し，

それ以外のコンテンツ（現状確認テスト及び学習方法

の問題演習型）はSCORM1.2規格上で実装するのが困難

であったため除外した。コンテンツファイルは，コー

スガイダンスSCO，テキストSCO，問題演習SCO，修了

テストSCOと，これらのSCOをまとめてコンテンツの

目次構造を定義するマニフェストファイルで構成され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASP版とSCORM1.2版の目次画面例を図12,13に示す。

ASP 版では，目次の 1 項目にテキストと問題演習の両

方が含まれているのに対して，SCORM1.2版では別々に

1項目ずつ定義している。 

 また，ASP 版では 初にコースを開始するとコース

ガイダンスが表示されるようになっており，それ自体

は目次に表示されないが，SCORM1.2版ではコースガイ

図11 SCOの実装範囲（SCORM1.2版） 

ユニット 1～n

ユニットガイダンス

テキスト 1

テキスト 2

テキスト n

問題演習 1

問題演習 2

問題演習 n

修了テスト

テスト問題

SCO
(テキスト)

SCO
(問題演習)

SCO
(修了テスト)

コースガイダンス

コースガイダンス
SCO

(コースガイダンス)

現状確認テスト

ユニットフィードバック(合否判定)

テキスト＋問題演習型

問題演習型

図10 SCORM1.2版 SKFコンテンツのシステム構造 

教材構造情報

データ取得データ送信

LMS

SCORM1.2版
マニフェスト

ファイル
(imsmanifest.xml)

教材構造

SKFコンテンツファイル

コンテンツ
ファイル（flash）コンテンツ

ページ（html）
コンテンツ

ファイル（jpeg/gif）

制御フレーム(SCORM1.2)

SCO

SCO

SCO

教材構造

Javaスクリプト
による制御

① コンテンツ
制御情報
（アセット制御）

② 正答情報
③ 正解判別処理
④ 採点処理

（成績更新）
⑤ LMSとの通信

（SCORM API）
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ダンスがSCOとして扱われ，目次の中に表示される。 

 本節にて述べたSCORM APIの処理については文献11

の Chapter4 に詳しく記述されているので参考にされ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ユーザインタフェースの実装 

 ASP 版では，学習者に一貫した操作を提供するため

にページ送りや解答操作などのユーザインタフェース

を統一感のあるものにしている。SCORM1.2版でもこれ

に準じた操作が可能となるように，ユーザインタフェ

ースの仕様を検討した。テキスト画面の実装結果を図

14,15に示す。 

 SCORM1.2規格では，ナビゲーションに関する詳細の

仕様が定義されていなく，LMS ごとに独自のインタフ

ェースを提供している。このため，画面遷移を行う場

合，コンテンツ側に遷移ボタンを用意しないと確実な

動作を保証できない。そこで，ASP 版でテキスト画面

の右下に自動表示している「前へ」「次へ」ボタンを，

SCORM1.2版ではコンテンツ内に埋め込み，ページの右

下に配置した。また，SCORM1.2準拠のLMS側でサポー

トされない目次に戻る，質問をする，マイページ，進

捗状況表示などのボタンは全て画面上から削除した。 

 これらの画面仕様に関する指針も文献 11 の

Chapter4に記述されているので参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 問題点とその対応 

 ここでは制作したSCORM1.2版SKFコンテンツをもと

に，SCORM1.2規格の問題点と対応策を考えてみたい。 

 第一の問題点は，オプション項目の存在である。LMS

のオプション項目に対する対応状況の違いにより，う

まく相互運用性が確保されないことがある。コンテン

ツでオプション項目を使用している場合，対象となる

LMS がその項目に対応していなければ正しく動作する

ことが保証されないためである。 

 そこでSCORM1.2版 SKFコンテンツでは，SCORMラン

タイム環境にて定義しているデータモデルについては，

必須として定義された項目だけを用いるようにした。 

 SCORM コンテンツアグリゲーションモデルについて

は，ADL 拡張要素として定義された“前提条件”を示

す要素<adlcp:prerequisites>を必要に応じて使用す

ることにした。この要素は規格書の中で必須であると

明確に示されていないため，LMS によって対応状況が

異なるという問題を抱えている。一方で，コンテンツ

を前から順番に利用させたい，修了テストは全てのユ

図12 ASP版 SKF 目次画面 

図13 SCORM1.2版 SKF 目次画面 

（富士通Internet Navigware 7による画面例） 

図14 ASP版 SKF テキスト画面 

図15 SCORM1.2版 SKF テキスト画面 

（富士通Internet Navigware 7による画面例） 
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ニットを終えてから実施したいといったコンテンツの

流れをカスタマイズする要望に応えるためにはこれを

利用する必要がある。そこで，この要素については顧

客からの要望に応じて利用するかどうかを選択するこ

とにした。LMS によってはこれに対応していないこと

があるため，LMS ごとに適宜マニフェストファイルを

書き換えて提供する必要があるが，その作業は当該要

素の定義行をマニフェストファイル中に記述／削除す

るだけで済むため，負担は大きくない。 

 第二の問題点は，ナビゲーションボタンの問題であ

る。LMS によってはナビゲーションボタンを常時表示

しているものがある。そこでコンテンツ側にナビゲー

ションボタンを配置した場合，画面中に同じような意

味のボタンが混在するため，学習者が混乱してしまう

危険がある。 

 またSCOの 後のページに行ったときに「次へ」ボ

タンが出なくなるため学習者が混乱する問題もある。

これは目次ボタンを押して一旦，目次に戻り，次のSCO

を選択して学習を継続するのが多くの場合で正しい操

作手順となるが，この操作に関する仕様はLMS側に委

ねられている役割であり，この画面がどのように構成

されているかはコンテンツ側から判断することができ

ない。よって，LMS が提示する画面を見て学習者はど

のように操作する必要があるのかを判断しなければな

らないが，これを直感的に判断できる学習者は少ない

と思われる。 

 この問題は，LMS の画面構成がベンダによって異な

ることや，その状況をコンテンツ側で把握できない規

格にも原因がある。これについては，コンテンツ上で

どのように操作するのが正しいか情報を提示し，その

ように操作をするよう促すといった，各LMSに応じて

コンテンツをカスタマイズする程度しか対応策がない

のが現状である。 

 第三の問題点は，マニフェストファイルに処理を記

述したにも関わらず，意図通りに動作しないLMSが存

在する問題である。例えば，SCO の合格判定のための

基準点を定義する<adlcp:masteryscore>の動作は LMS

によって異なるため，そのまま利用することが困難で

あった。 

 SCORM1.2版 SKFコンテンツでは，各LMSで問題が起

きないようにマニフェストファイルにこの記述をした

上で，さらにJavaスクリプトによる処理を入れて対応

する必要があった。このような不具合は，主に規格の

定義が曖昧であることが原因であるが，コンテンツ制

作側にとって負担が大きく改善が必要であると考える。 

4. SCORM2004を用いたコンテンツ制作 

 本章では，SCORM2004 規格の仕組みについて概要を

述べ，適用方法を検討し，それをもとに制作した

SCORM2004版 SKFコンテンツの実装について述べる。 

4.1 SCORM2004とは 

 SCORM2004 規格は SCORM 規格の 新バージョンであ

り，現在ADLの WebサイトではSCORM2004 3rd edition

が公開されている(6)。 

 SCORM2004規格では，SCORM1.2規格にて生じた問題

をもとに規格の追加定義や改訂が行われた。基本的な

考え方や仕組みは変わっていないが，SKF のコンテン

ツを実装する上でいくつかの重要な変更がなされてい

る。大きな変更点を挙げると次のようになる。 

・ シーケンシング機能の追加 

・ SCO からのナビゲーションコマンド発行機能の追

加 

・ LMS ナビゲーションボタンの表示／非表示が選択

可能になった 

・ ランタイムデータモデル要素の全てが必須項目に

なった 

・ 仕様が明確化，詳細化され，多言語にも対応した 

 

4.2 仕様の検討 

 ASP 版 SKF の動きを SCORM2004 規格の記述の枠組み

にてどれだけ実現できるかを検討した。実装するうえ

で必要となる要件とSCORM1.2及び2004規格の対応状

況を表4に示す。 

 

表4 実装における要件とSCORM2004規格の対応 

SKFコンテンツ実装 

における要件 

SCORM 

1.2 
SCORM2004規格の対応状況

コンテンツファイルを流

用できるか 
○ 

○（W3C標準に準拠） 

教材構造を再現できるか ○ ○（同等の表現が可能） 

学習履歴を管理できるか 
△ 

○（全データモデルが必須

項目になった） 

ナビゲーションボタンの

利用が可能か △ 

○（コンテンツ側の制御に

よるSCO間のナビゲーショ

ンが可能になった） 

学習順序を制御できるか 
△ 

○（シーケンシング機能に

て対応） 

学習方法の選択機能を再

現できるか 
× 

○（シーケンシング機能に

て対応） 

ユニット間の移動ができ

るか 
× 

○（SCOから次のSCOを呼

び出し可能） 

メールや各種通知機能が

あるか 
× 

×（定義なし，LMSに依存）

 

 も大きな変更点は，シーケンシング機能に対応し

たことである。これを用いることで，これまでの

SCORM1.2 規格では実現できなかった学習方法の選択

機能をASP版以外の環境でも利用できるようになる。 

 さらに，SCORM1.2規格ではナビゲーションに関する

規格が定義されていなく，LMS ごとにそれぞれが独自

のインタフェースを提供していたため，学習者が画面

を操作する上で問題が生じていた。しかし，SCORM2004

規格ではナビゲーションに関する規格が制定され，コ

ンテンツ側からSCOの制御が行えるようになった。さ

らに，LMS が提示する操作ボタンの表示／非表示を選
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択することが可能になった。 

 これらから，SCORM2004版ではSCORM1.2版の仕様に

加えて次のような対応を行うことにした。 

・ コースガイダンスの後に現状確認テストを提示す

る 

・ 現状確認テストの結果をもとにユニットごとに

「テキスト＋問題演習型」「問題演習型」を設定す

る 

・ SCOの 後のページから次のSCOを起動する 

・ コンテンツを表示している間は LMS が提示するナ

ビゲーションボタンを非表示にする 

・ 学習順序を制御する 

 

4.3 コンテンツの実装 

 SCORM2004 版 SKF コンテンツは，専用に開発したツ

ールを利用して図16のようにASP版SKFコンテンツの

構造情報（データ構成表）をもとにマニフェストファ

イルを自動作成し，さらにコンテンツについては

SCORM1.2版SKFコンテンツで利用した制御フレームを

SCORM2004 用のものに差し替え，その他のファイルは

そのまま利用した。なお，ここで述べるSCORM2004版

SKF コンテンツは当時の 新バージョンである

SCORM2004 2nd editionをもとに制作している。 

 図17にSCORM2004版SKFコンテンツの仕組みを示す。

基本的な仕組みは SCORM1.2 版とほとんど変わってい

ない。主な違いは，教材構造を記述するマニフェスト

ファイルにシーケンシングルールを付加したことと，

Javaスクリプトを使って学習目標を設定することや， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その状態を更新するためのロジックが追加されたこと

である。 

 SCORM2004版 SKFコンテンツは，図18のようにASP

版の全ての範囲でSCOを定義した。コンテンツファイ

ルは，コースガイダンスSCO，現状確認テストSCO，テ

キストSCO，問題演習SCO，修了テストSCOと，これら

のSCOをまとめてコンテンツの目次構造とシーケンシ

ングルールを定義するマニフェストファイルで構成さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状確認テストを実装するにあたっては SCORM2004

データモデルで新たに追加定義された共有グローバル

学習目標を利用した。この値は全てのSCOから設定，

参照することができ，コンテンツを動的に遷移させる

上で重要となる値である。SCORM2004 版では，この共

有グローバル学習目標を図19のように用いた。 

 初に現状確認テストを行い，その結果をもとに対

応する学習目標の習得状態（OBJ-x）を合格したユニッ

トについてはpassedを，不合格のユニットについては

failedを設定する。そして，学習を開始し，テキスト

SCO が呼び出される段階で学習目標の習得状態が

passedである場合はそのテキストSCOの起動をスキッ

プするようにシーケンシングルールを設定した。 

 これにより，現状確認テストの結果によって，共有

グローバル学習目標の値が設定され，その値に応じて

ユニットごとに「テキスト＋問題演習型」「問題演習

型」のいずれかが自動選択されるようになった。 

 その他のシーケンシングルールについては次のよう

に設定した。 

・ 問題演習が合格であれば，ユニット完了とする

（Rollupルールで制御） 

図18 SCOの実装範囲（SCORM2004版） 

ユニット 1～n

ユニットガイダンス

テキスト 1

テキスト 2

テキスト n
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問題演習 n
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テスト問題
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(テキスト)
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(問題演習)

SCO
(修了テスト)

コースガイダンス

コースガイダンス
SCO

(コースガイダンス)

現状確認テスト

ユニットフィードバック(合否判定)

テキスト＋問題演習型

問題演習型

SCO
(現状確認テスト)

図17  SCORM2004版 SKFコンテンツのシステム構造 
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図16 コンテンツ変換の仕組み 
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【マニフェストファイル作成ツール】

SCORM2004版SCORM1.2版
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・ ユニット完了になると次のユニットを学習するこ

とができる（Stop Forward Traversalルールで制

御） 

・ 全てのユニットが完了すると，修了テストに挑戦

できる（Rollupルールで制御） 

・ 修了テストに合格するとコース修了と判定する 

 

 なお，本節にて述べたSCORM2004の共有グローバル

学習目標及びシーケンシングルールの振る舞いについ

ては文献12の3章に詳しく記述されているので参考に

されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ユーザインタフェースの実装 

 SCORM2004 版では一貫した操作環境を提供するため

に SCORM1.2 版をもとにユーザインタフェースを改良

した。 

 まず，テキストの「前へ」「次へ」進むナビゲーショ

ンボタンをコンテンツ側で提供し，さらにLMSのナビ

ゲーションボタンは非表示となるように設定を行った。

これによりコンテンツとLMSの両方が同じような意味

のコントロールボタンを同時に表示して学習者が混乱

しないように配慮した。実装結果を図20に示す。 

 さらに，SCORM1.2版の仕様ではSCO内の 後の画面

で一旦，目次に戻る必要があったが，SCORM2004 版で

は次の SCO に進むためのボタンを実装し，SCO 側で次

のSCOに遷移するためのナビゲーションコマンドを発

行するようにした。これにより，学習者は目次に戻る

ことを強制されずに，シームレスにコンテンツが閲覧

できるようになった。 

 なお，SCORM2004 のナビゲーションについては文献

12の 4章に詳しく記述されている。 

4.5 問題点とその対応 

 SCORM2004 版では，シーケンス情報を持つことがで

きるようになったことで，ASP 版に実装されていた学

習方法の選択や学習資源の制御ができるようになった。

さらに，学習ナビゲーション機能の追加やカスタマイ

ズが行えるようになったことで，ユーザインタフェー

スを改善することができた。これによりSCORM2004版

ではASP版とほぼ同等の学習の仕組みやユーザインタ

ーフェースを提供することができた。 

 一方で問題点もまだ残されている。SCORM2004 規格

では多様な教材設計が可能になった反面，教材設計・

開発の段階において規格に関する深い理解が必要とさ

れる。特にシーケンシングルールを設定するところで

は，その仕組みを理解した上で構造を考える必要があ

り，その構造を表現するマニフェストファイルへの記

述が複雑になった。 

 しかし，SKF は全てのコースが同じ構造で設計，制

作されており，学習資源はユニット単位で独立して構

成されている。このため，大きな変更を加えない限り，

既存のマニフェストファイルやファイル構造をそのま

ま活かしてコンテンツを再構成することが可能であり，

変更箇所も 小限で済む。 

 SKF をコンテンツとしてではなく，システムとして

捉えて見た場合，これらとは別の問題点も浮上してく

る。例えば，ASP版をSCORM1.2版にする際に削除され

たメールや各種通知に関する機能である。この機能に

は，チアリングメールを自動で送信し受講を促す機能

や，修了認定期限が迫ったときにそれをメールで知ら

せる機能，その他，画面上で各種の通知を行う機能が

あるが，これらはASP版でしか実装されていない。 

 この問題はSCORM規格の範囲外の事項であるが，学

習をコンテンツだけでなく教育システムとして，大き

な枠で捉えた場合には必要となってくると考えられる

機能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 コンテンツアグリゲーションと学習目標 
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・・・
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・・・
・・・

第１章
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図20 SCORM2004テキスト画面 

（Opensource LMS v1.04による画面例） 

前へ，次へ ボタンを非表示に設定
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5. 動作検証 

 本章では，SCORM1.2版 SKFコンテンツが各社のLMS

上で正常に動作するかを確認した相互運用性確認実験

について述べる。 

 

5.1 相互運用性確認実験 

 日本イーラーニングコンソシアム標準化推進委員会

では，SCORM1.2規格に適合しているLMSやコンテンツ

の認証を行っている。ここでは，テストツールを使用

し，エラーが出なかったLMSやコンテンツをSCORM1.2

規格適合と判断している。 

 これに加えて，認証LMSに認証コンテンツを実際に

載せて動作させ，製品間の相互運用性の検証を行うも

のがこの相互運用性確認実験である。ここでは 2005, 

2006 年度に行われた相互運用性確認実験について述

べる。実験の実施日時及び対象を表5に示す。 

 

表5 実施日時と対象 

日時 
2005年 6月24日～7月8日(2005年度)， 

2006年 6月19日～6月30日(2006年度) 

対象 

日本イーラーニングコンソシアム認証 SCORM1.2 規格適

合のLMS及びコンテンツ， 

LMS：10製品(2005年度)＋4製品(2006年度)， 

コンテンツ：5製品(2005年度)＋5製品(2006年度) 

 

 実験は，次のような手順で行われた。 

(a) SCORMアセッサはSCORM1.2規格適合コンテンツを

標準化推進委員会へ提供し，LMS ベンダに配布す

る 

(b) LMS ベンダはコンテンツを自社 LMS に載せて動作

実験をする。不具合が起きないかを確認する 

(c) LMS ベンダは動作結果を標準化推進委員会に報告

する 

 

5.2 結果 

 実験結果のうちSKFに関連するものを表6に示す（よ

り詳細な内容は，日本イーラーニングコンソシアムの

Webページを参照されたい）。 

 SCORM1.2版SKFコンテンツは実験した全てのLMS上

で問題なく動作した。しかし，2 つの LMS で“マニフ

ェストファイルのファイル形式の変更が必要”という

条件が付いた。これはマニフェストファイルで使われ

るファイル符号化方式であるUTF-8の BOM（Byte Order 

Mark）を付加するか／しないかの違いで生じている問

題であり，SCORM規格とは直接関係しない。 

 これはテキストエディタで簡単に修正できる問題で

あるため，その後は標準状態として BOM なしの UTF-8

形式でマニフェストファイルを作成するようにした。 

 

 

 

表 6 相互運用性確認実験の結果 

認証番号：

コース名 
結果 認証番号：ベンダ名，LMS名 

○ 
P03-0004：日立電子サービス， 

HIPLUS on Web v8 

○*1
P03-0005：日本電気， 

CultiivaⅡ v1.6 

○ 

P03-0008：日本電気， 

Cultiiva Enterprise Powered by 

SumTotal v6 

○ 
P03-0009：コンパック， 

AcademicWare WBT v2 

○ 
P03-0011：NRIラーニングネットワーク，

NetTutorⅡ v4 

○ 

P04-0001：ウィルソン・ラーニング ワー

ルドワイド， 

eARTH-LMS v1.0 

○ 
P04-0002：レックウェル， 

MSTeLMS v2.0 

○ 
P04-0003：空， 

Challenge Learning System v2 

○ 
P04-0004：松下電器産業， 

Let's learning v1 

C04-0008：

ビジネスマ

ナー 

○*1

P04-0005：富士通， 

Internet Navigware Server Enterprise 

Edition v8 

○ 
P03-0009：コンパック， 

AcademicWare WBT v3.0 

○ 
P04-0002：日本リズテック， 

MSTeLMS v2.0 

○ 
P06-0001：キバン， 

eLearning Manager v3 

C05-0016：

プロジェク

トマネジメ

ント超入門

○ 

（参考）：NTT resonant, eLC, NTT， 

OpensourceLMS / SCORM2004学習エンジン 

v1.0 

*1：マニフェストファイルのファイル形式の変更が必要 

 

5.3 考察及び課題 

 実験の結果，SCORM1.2版 SKFコンテンツは実験対象

となった全てのLMSで問題なく動作したことが確認さ

れた。これはコンテンツの使用するデータモデルを必

須項目のみに絞って制作したことが要因と考える。 

 しかし，一部の他社コンテンツでは“当該LMS非対

応のオプション項目をコンテンツで使用しているため

テスト未実施”という結果になっているものがあった。

これはオプション項目について各LMSの対応状況が異

なるために生じている問題であり，一概に SCORM1.2

規格準拠といってもその対応レベル（LMS-RTE1～RTE3）

の違いを利用者が意識しないといけない状況にあるこ

とを示している。 

 このような状況を考えると，LMS 開発ベンダはなる

べく全ての項目に対応すべきであるし，コンテンツ開

発ベンダはなるべく必須項目だけでコンテンツを制作

することで，全てのコンテンツが問題なく動作するこ

とを保証する必要がある。根本的な対策としては，全

ての項目が必須項目として定義されたSCORM2004規格

への移行が も単純で確実な方法であろう。 
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6. 標準化における課題 

 SCORM1.2 規格は今や，多くの LMS が準拠しており，

WBT 型 e ラーニングシステムにおけるコンテンツ形式

の標準的規格となっている。仕様に若干の制限がある

がSKFコンテンツもオリジナルであるASP版に近い形

で再現されており，しばらくは業界標準の形式として

利用されると考える。 

 SCORM2004規格は，まだそれほど普及していないが，

近年になって準拠したLMS製品が増えはじめている状

況にある。本学会や他においてもオープンソースとし

て開発したLMSや規格を応用したシステムについての

報告がある(13-16)。 

 SCORM2004 規格では，複雑な設計や動作が規定でき

るようになったが，その分，仕組みが複雑になってお

り，教材設計や開発を行う際に，規格に関する深い理

解が必要となる。現状では，教材開発者が簡便に

SCORM2004 教材を開発できるツールは少ないため，今

後はこれらの教材設計，開発ツールや環境の充実が求

められてくるであろう。 

 こういった規格は，本来，システム開発側が意図し

た通りに動作させるためのものというよりも，コンテ

ンツを作る側の意図を反映することができるようにす

べきものである。これからは，教材設計，開発を行う

者にとって“どう規格を適用するか”よりも“どう学

ばせるか”を考えて教材を制作できるような規格に発

展していくことが望まれる。 

 また，学習をコンテンツだけでなく教育システムと

して捉えた場合，一般には学習者の支援機能が求めら

れることが多い。SCORM1.2から2004になったことで，

この可能性は大きく広がってきており，SCORM 規格を

拡張して学習者の支援を行う研究(17,18)や，学習デザイ

ンを記述するための標準規格(19-21)が制定されている。 

 SKF においては学習者に e メールを自動送信し，受

講開始や修了を促すような働きかけを行っているが，

これはASP版でのみ実装されており，SCORM版ではLMS

に依存するため定義できていない。これらの手続きに

ついても標準化によってコンテンツ側に記述できるよ

うになれば，より効果的な学習コンテンツが設計でき

るようになるであろう。今後の発展が期待される。 

7. むすび 

 本論文では，産業能率大学で開発した独自仕様の問

題演習型eラーニングシステムSANNO KNOWLEDGE FIELD

の概要を述べ，その仕組みを国際標準規格である

SCORM1.2 及び 2004 規格へ適用，実装し，その結果と

課題について考察した。 

 SCORM1.2 版 SKF コンテンツは仕様に制限があるが，

オリジナルに近い形で再現することができ，各LMS製

品上で問題なく動作することが確認された。 

 SCORM2004 版 SKF コンテンツは新たに追加定義され

たシーケンシングや学習ナビゲーション機能を利用し，

SKF の学習の仕組みやユーザインタフェースをより近

い形に再現することができた。このSCORM2004版はま

だ正式な商品としては利用されていないが，今後，市

場の動向を踏まえた上でいくつかのLMSとの相互運用

性を検証し，リリースすることを検討している。 

 SCORM2004 規格は準拠した製品が出始めている状況

である。規格の普及には準拠したLMSの開発が前提で

はあるが，その上で利用されるコンテンツ制作ツール

の開発がより一層重要になってくると考える。 

 今回，SCORM 版 SKF コンテンツの動作を検証する上

で日本イーラーニングコンソシアムの相互運用性確認

実験について述べたが，SCORM1.2 規格だけでなく，

SCORM2004 規格を対象にした実験も必要であるし，実

際の利用を考えると，他の観点，例えばユーザインタ

フェースの適切さなどを考慮した実験も必要となる。

本論文ではそこまでの検証はできていないので，これ

らは今後の課題としたい。 

 謝辞 本システムの設計，開発に関わった企業，関

係者の方々に深謝する。 
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要旨 

本論文では，産業能率大学で開発した問題演習型eラ

ーニングシステムSANNO KNOWLEDGE FIELDの設計とそ

れをもとに開発したSCORM1.2及び2004規格に準拠し

たコンテンツの設計と実装について述べる。本eラー

ニングシステムは独自仕様で設計されたASP型 WBTシ

ステムであり，コンテンツも独自仕様で実装されてい

る。このような仕様はシステムを 適なものにしやす

く，相性問題も生じにくい利点があるが，他のeラー

ニングシステムにコンテンツをそのまま提供すること

が困難であった。このコンテンツをもとに国際標準規

格であるSCORM規格に準拠したものを制作することで，

世界的に流通したLMS上でコンテンツを動作させるこ

とができるようになる。ここでは，独自の設計がなさ

れたコンテンツと同様の学習の仕組みを，SCORM 規格

でどう実現したか，その適用方法や実装における課題

について考察する。 
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