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あらまし：放送大学で学ぶ准看護師を対象に看護師国家試験の受験をサポートする学習支援サイトの開発

を行っている．これまでに Moodleをプラットフォームとして利用し，モバイル端末への対応機能を追加
することで，PC とモバイル端末のいずれの環境からでも学習を可能としてきた．この学習支援サイトで
の利用を想定し，Web APIを利用した携帯電話用のMoodleクライアントのプロトタイプを開発した．開
発したプロトタイプは，サーバ上で動作する Web ベースのアプリケーションとし，学習支援サイトで必
要とされる小テスト機能・ファイル表示機能を実現した． 
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1. はじめに 
放送大学で科目履修している約 1万にのぼる准看

護師を対象として，看護師国家試験の受験に向けた

学習をサポートするための学習支援サイトの開発を

行っている．この学習支援サイトでは，対象者が 30
〜50台までという多様な年齢層となり，またその多
くが PC と携帯電話等のモバイル端末の両方の環境
を利用していることから，学習機会の創出を図るた

め，PCとモバイル端末のいずれからも利用可能とす
ることが求められている． 
これまでにMoodleのバージョン 1.9をプラットフ

ォームとして利用し，モバイル対応機能を追加する

ことにより，PCとモバイルのいずれからもシースレ
スに学習することが可能な学習支援サイトを構築し

てきた(1)．コンテンツとして，看護師国家試験の過

去問題の解答学習，各問題に対応する関連事項を学

ぶ発展学習シートなどを開発し，2011年 4月よりプ
ロトタイプを公開して運用を行っている． 
	 これまでに構築した学習支援サイトでは，携帯電

話等のモバイル端末への対応を，Moodleに直接機能
を追加する形で実現していた．そのため，新しいバ

ージョンへの更新などにより，Moodle自体に変更が
生じる際には，モバイル端末への対応機能にも大き

な影響が生じる可能性があり，更新が容易には行え

ないという運用上の課題があった． 
	 そこで，Moodle自体に変更が生じた場合の影響を
低減可能とするため，Web APIを利用するWebベー
スの携帯電話用 Moodle クライアントを開発した．
本発表では，試作した Moodle クライアントの概要
を報告する． 
 

2. Moodleの携帯電話への対応 
	 Moodleのバージョン 2では，利用者の端末種別ご
とに異なるテーマを適用する機能があり，PCとモバ
イル端末それぞれに適した UI の提供が可能となっ
ている．しかし，この機能は PC 用と同様の能力を
有するWebブラウザを前提としており，従来から存
在する一般的な携帯電話のように，限定された能力

しか有していない端末への対応としては不十分であ

る．そのため，このような端末への対応は，標準の

Moodleだけでは行うことができず，何らかの対応機
能を追加することが必要となる． 
	 また Moodleはバージョン 2から，Web APIを実
現するためのフレームワークが用意されており，外

部システムとの連携やクライアントの実装に利用可

能となっている．Web API を利用して Moodle を操
作する場合，操作する側は APIのインターフェイス
にのみ依存することになり，Moodle自体に変更が生
じた場合でも大きな影響は受けないことが期待され

る． 
	 そこで，標準の Moodle では対応できない，限定
された能力しか有していない携帯電話を対象として，

Web API を利用する携帯電話用の Moodle クライア
ントを開発することとした． 
 
3. Moodleクライアントの開発 
3.1 クライアントの構成 
	 開発したクライアントと Moodle 及び携帯電話か
らなるシステムの構成を図 1に示す．クライアント
は，Moodle とは異なるサーバ上で動作する Web ベ
ースのアプリケーションであり，携帯電話からの要

求に応じてMoodle上のWeb APIを呼び出すことで，
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Moodleの操作及びデータの取得を行う．また取得し
たデータは，クライアントが加工することで携帯電

話での表示を可能とする． 

 
図 1 システム構成 

 
3.2 プロトタイプの実装 
	 プロトタイプとして，携帯電話用クライアントと

Moodle上で処理を行うWeb APIの実装を行った．  
	 クライアントは，Scalaを用いて Java EE環境で動
作するWebアプリケーションとして実装した．ただ
し，クライアントは Moodle とは独立したサーバ上
で動作することから，実際には任意の方法で実装可

能である．また携帯電話としては，XHTML が利用
可能な 3G携帯電話に対応した． 
	 Web APIは，Moodle 2.1を対象として実装を行っ
た．実装には，Moodle に用意された Web サービス
用のフレームワークを用いた．Moodleは，標準機能
に対応した Web APIの実装を標準で持っているが，
Moodle2.1 時点では，機能が十分ではなかったこと
から，独自に実装を行っている．そのため，今後

Moodle標準の実装が進展した場合には，独自の API
実装は不要となることが期待される． 
3.3 実現した機能 
	 Moodleの標準機能の中から，現在の学習支援サイ
トで利用している機能として，過去問の学習を行う

ための小テスト機能，HTMLで作成されている発展
学習シートを表示するためのファイル表示機能に対

応した．ただし，携帯電話での利用は学生のみが行

うものと仮定し，教材登録・更新等の教員・管理者

が利用する機能までは実現していない． 
	 小テスト機能では，対象とする国家試験が選択形

式の問題のみであることから，図 2に示すような多
肢選択形式にのみに対応した．小テスト機能の画面

は，Web API を通じて Moodle から取得した問題デ
ータに基づいて，クライアントが生成している．ま

た解答は，選択結果のみがクライアントから Moodle
に送られ，正誤判定及び採点は Moodle 上の API 実
装が行っている． 
ファイル表示機能では，Moodleにリソースとして

登録されている HTML ファイル及び画像の表示に

対応した．図 3に画面例を示す．クライアントは，
Web API を通じて Moodle からファイルを取得した
後，携帯電話用に HTMLの編集・画像サイズの縮小
等を行ってから画面を生成している．このようなク

ライアントでの加工により，PC用のファイルについ
ても，携帯電話での一定の表示を可能とした． 

 

 
図 2 小テスト機能（多肢選択形式）の画面例 

 

 
図 3 ファイル表示機能の画面例 

 
4. おわりに 

Web API を利用する携帯電話用 Moodle クライア
ントのプロトタイプを実装し，想定する学習支援サ

イトで必要とされる小テスト機能・ファイル表示機

能を実現した． 
開発した Moodle クライアントは，Moodle 上の

Web APIにのみ依存していることから，Moodle自体
に変更が生じた場合にも，クライアント自体には影

響が生じず，運用上の課題となる Moodle の更新が
容易になることが期待される． 
	 現在の学習支援サイトでは，弱点分析に用いるた

めに，小テストの結果をレーダチャート表示する機

能など，標準の Moodle にはない独自機能を追加し
ている．そのため今後は，このような独自機能への

対応を計画している．  
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