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In this report, we introduce an improvement example of the user interface of education support system 
iPortfolioMaker using the Ajax/RIA framework. And we examined the effectiveness of the Ajax/RIA 
framework in the usability improvement of the Web application. 
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1．はじめに 

 大学全入時代の到来により高等教育の現場では，学

力・モチベーション等の面で多様化する学生への対応を

迫られている。以前と同じ教育効果を得るためには，よ

り多くの労力と時間を教育活動に割く必要があるが，一

方では教員の雑務は増えるばかりであり，十分な教育効

果をあげることが難しくなってきている。 
 筆者らは大学の高等教育関係のセンターに所属し，一

般情報処理教育に携わる傍ら，教育改善に活用できる

ICTシステムの開発を行ってきた。近年は誰にでも簡単

に利用でき授業支援のツールとして教育支援システム

『iPortfolioMaker』の開発を行っている。 
 本報告では，教育支援システム『iPortfolioMaker』のユ

ーザーインターフェイスをAjax/RIAフレームワークを用

いて改良した事例を紹介し，Webアプリケーションのユ

ーザビリティ改善におけるAjax/RIAフレームワークの有

効性について検討を行う。 

 
2. 教育支援システム『iPortfoliMaker』 
2.1 概要 

 iPortfolioMakerは長崎大学で研究・開発を行っている教

育支援システムである。iPortfolioMakerは授業に関する

様々な情報を収集・蓄積・分析し，クラス全体および個々

の学生を把握しやすくすることによって教育を支援する

ことを目的としたシステムである。iPortfolioMakerでは，

学習ポートフォリオ，教育ポートフォリオの作成を通じ

て教育情報を収集する。また，一部ｅラーニングシステ

ム的な機能も実装している。 

 
2.2 iPortfolioMaker のシステム環境 
 長崎大学で運用している iPortfolioMaker は複数のサー

バーを用いて運用している。以下のそれぞれのサーバー

の環境，およびクライアントの環境を簡単に示す。また，

各サーバー間の連携状況を図 1 に示す。 
a) アプリケーションサーバー 

・OS：CentOS 5.3(Redhat Enterprise Linux互換) 
・Webサーバー：Apache 2(OS付属のもの) 
・プログラム言語：PHP 5.2.x(OS付属のもの) 
・フレームワーク：Symfony 1.0.x(1.0.20) 
b) データベースサーバー 
・OS：CentOS 5.3(Redhat Enterprise Linux互換) 
・RDBMS：Oracle 11g 
c) 分析サーバー 
・OS：Windows 2003 Server 
・分析エンジン：CBMI 1.4(ジャストシステム社)，R 
d) Webサービスサーバー 
・OS：Windows 2003 Server 
・Webサーバー：Apache(XAMPP) 



 

・プログラム言語：PHP 5.2(XAMPP付属のもの) 
・Webサービスライブラリ：PEAR XML-RPC2 
e) クライアント環境(パソコン) 
・OS：最新のブラウザが動作する環境 
・対応ブラウザ：Firefox, IE, Chrome, Safari 
f) クライアント環境(携帯電話) 
・各社の携帯電話に対応 

 

 
図 1 サーバー間の連携図 

 
2.3 iPortfolioMaker の機能 

 iPortfolioMakerには，ポートフォリオ作成に関する機能，

アンケート実施に関する機能，ｅラーニングに関する機

能など様々な機能が実装されているが，ここでは現行バ

ージョンのiPortfolioMaker2の主要な機能について紹介す

る。 
a) アンケート機能 
 iPortfolioMakerではポートフォリオ中にアンケート要

素を配置し，アンケートを実施することができる。アン

ケート要素としては，1) 短答式，2) 記述式，3)複数選

択式，4) 択一選択式，5) ファイル提出式が用意されて

いる。アンケートの回答はパソコンからだけではなく，

携帯電話等の携帯端末を用いて行うこともできるように

なっている。 
b) 資料提示機能 
 ポートフォリオ中に資料提示要素を配置し，学生へフ

ァイル等を提示することができる。資料提示要素として

は，1) ファイル配布要素，2) イメージ表示要素，3) メ
ディア表示要素，4) リンク(URL)要素，5) リッチテキス

ト要素がある。各要素では，システムに組み込まれたフ

ァイル管理機能を用いてファイルのアップロード・管理

を行うようになっている。 

3) テスト要素 
 ポートフォリオ中にテスト要素を配置し，オンライン

テストを実施することができる。テスト要素では，設問

形式として，1) 短答式，2) 記述式，3) 複数選択式，4) 択
一選択式を選ぶことができる。また，見出しを用いて階

層構造を作成することも可能である。 
4) レポート機能 
 ポートフォリオ中にレポート要素を配置し，レポート

を課し，オンラインでレポートの回収を行うことができ

る。レポートの回収にあたっては，開始日時，締切日時

の他，締切後の提出の可否および打ち切り日時，複数回

の提出を許可するかどうかの設定が行える。 
5) 授業評価機能 
 ポートフォリオ中に授業評価要素を配置し，授業評価

を実施することができる。授業評価機能は，アンケート

機能に類似しているが，組織単位で定めたカテゴリー(設
問の集まり)を選択する必要があるところが異なってい

る。 
6) メモ機能 
 iPortfolioMakerでは，ポートフォリオ中にメモ要素を配

置し，授業の記録等を残すことができる仕組みが用意さ

れている。また，メモ要素の他に学生のポートフォリオ

画面では，学生毎，クラス毎の記録を残すことが可能で

ある。 

 
3. Ajax/RIAフレームワーク 
3.1 Ajax とは 

 AjaxとはAsynchronous JavaScript + XMLの略称で，1) 
XHTMLとCSSを使った標準規格のプレゼンテーション，

2) DOM(ドキュメント・オブジェクト・モデル)を使った

ダイナミックな表示と相互のやりとり，3) XMLとXSLT
を使用したデータ変換と操作，4) XMLHttpRequestを利用

した非同期なデータ検索，といった技術をJavaScriptを利

用して上手く組み合わせたアプローチを指す。 
3.2 RIA とは 

 RIAとはRich Internet Applicationの略称で，ユーザーイ

ンターフェイスとしてFlashやJavaアプレット，Ajaxなど

を用いて，単純なHTMLで記述されたWebページよりも

操作性や表現力に優れたWebアプリケーションを指す。 
3.3 Ajax ライブラリ 

 3.1で述べたようにAjaxは複数の技術の組み合わせた

ものであり，それぞれの技術の仕組みさえ理解できてい

れば開発者自身がシステムに実装することが可能である

が，実際にはクロスブラウザ対応の難しさから公開され

ているライブラリを用いることが多い。Ajaxライブラリ

を用いることによって，1) クロスブラウザ対応，2) 
Javascript機能拡張，3) 視覚的な画面効果追加，4) リッ

チなGUI部品，といった機能を簡単に利用できるように

なる。以下に主要なAjaxライブラリを示す。 



 

a) Prototype 

 http://prototype.conio.net/ 
b) script.aculo.us 

 http://script.aculo.us 
c) Yahoo! User Interface Library 

 http://developer.yahoo.com/yui/ 
d) jQuery 

 http://jquery.com 
e) ExtJS 

 http://www.extjs.com/ 
 http://www.extjs.co.jp/ 
3.4 ExtJS とは 
 ExtJS は，Ext JS 社によって提供される Ajax/RIA フレ

ームワークである。ExtJS の特徴としては，1) 高機能で

カスタマイズ可能な GUI 部品，2) オブジェクト指向プ

ログラミングのデザインパターンに従った拡張可能なコ

ンポーネントモデル，3) 豊富なドキュメント，4) 商用

ライセンスとオープンソースライセンスのデュアルライ

センスモデル，5) 開発元による商用サポートがあげられ

る。ExtJS の対応ブラウザは，1) Internet Explorer 6+，2) 
Firefox 1.5+，3) Safari 3+，4) Opera 9+，となっている。

また，ExtJS の主な GUI 部品を表 1 に示す。 
 

表 1 ExtJS の GUI 部品 

部品名 説明 

パネル ExtJS の基本となるユーザーイン
ターフェイス部品 

タブパネル ページ内容をタブで区切ったレ
イアウトを提供する部品 

ウィンドウ アプリケーション用のウィンド
ウとして設計されたパネル部品 

グリッド データを表形式で表示するパネ
ル部品 

ツリー ツリー構造かされたデータを表
示する部品 

フォーム フィールドとラベルを適切に整
列させるためのパネル部品 

ツールバー・
メニュー 

パネルにツールバー，メニューを
追加するための部品 

 
表 1 からわかるように，ExtJS ではより Windows OS など

に似せた Web アプリケーションの構築をサポートする

部品が数多く用意されている。 
 

4. 教育支援システムのユーザビリティ改善 
4.1 ユーザビリティ改善方針 
 教育支援システムのユーザビリティを改善するにあた

り，全体目標として「大学全体で普及可能なこと」(すな

わち，IT が苦手な教員にも使える)を掲げ，以下の点に

留意し，システムの改良を行った。 
1) 直感的なインターフェイス 
2) より少ない画面遷移 
3) 統一化されたデザイン 

4) 開発時間(コスト)の提言 
4.2 iPortfolioMaker におけるユーザビリティ改善 
a) Ajax/RIA フレームワークの採用 
 iPortfolioMaker では 4.1 で示した改善方針に沿って，

Ajax/RIA フレームワークとして ExtJS を採用することと

した。改善前の iPortfolioMaker(バージョン 1)と改善後の

iPortfolioMaker2(バージョン 2)について簡単に比較する

と表 2 のようになる。 
 

表 2 改善前，改善後の比較 

 バージョン 1 バージョン 2 

Ajax PHP フレームワーク
(Symfony)ビルトイン
の機能(Prototype)を使
用。 

ExtJS で用意された
仕組みを使用 

GUI 自前で Windows 風の
GUI を作成し，部品の
動きは Ajax を用いて
制御。 

ExtJS の GUI を利
用。部品の動きにつ
いても，ExtJS のフ
レームワークをそ
のまま利用。 

開発効率 悪い。デバッグに時間
がかかる。デザインの
検討が負担。 

かなり良い。用意さ
れた部品を使って
GUI を構築するこ
とによって，デザイ
ンに悩まされない。 

 
b) ユーザビリティ改善例(アプリケーション画面) 

 まず，ユーザビリティの改善例としてiPortfolioMaker
のアプリケーション画面の例を図2，図3に示す。図2は改

善前，図3はExtJSのGUI部品を用いた改善後の画面であ

る。 

 

 

図 2 アプリケーション画面(改善前) 

http://prototype.conio.net/
http://script.aculo.us/
http://developer.yahoo.com/yui/
http://jquery.com/
http://www.extjs.com/
http://www.extjs.co.jp/


 

 
図 3 アプリケーション画面(改善後) 

 
図2，図3よりわかるように，ほぼ同じ画面構成のまま，

より洗練されたGUIとなっている。画面だけではわから

ないが，システム内部は大幅に簡素化され，動作速度も

向上している。 
c) ユーザビリティ改善例(要素編集) 

 図4，図5は改善前，改善後における各要素の編集画面

である。改善前はインラインで表示していた編集内容を，

改善後はダイアログとして表示するように変更した。こ

のダイアログもExtJSのGUI部品を利用している。 

 

 
図 4 要素編集(改善前) 

 
図 5 要素編集(改善後) 

 
d) 改善効果 

 iPortfolioMakerにおけるAjax/RIAフレームワーク採用

の改善効果を以下にまとめる。 
1) GUIが統一され，デザイン，操作性ともに向上した 
2) ダイアログを容易に用いることが可能となり，画面

遷移が大幅に減少した 
3) 設定画面や編集画面でダイアログを利用することに

よって，ユーザーに必要な操作を明示的に示すこと

ができるようになった 

 
5. まとめ 

Ajax/RIAフレームワークを活用することによって，従

来のWebアプリケーションと比較して，より直感的なイ

ンターフェイスの構築が可能となり，ユーザビリティを

向上させることができることがわかった。また，フレー

ムワークの採用により，統一したGUI，よく利用される

パターンでのシステム開発が可能となり，システム開発

の効率化，コスト削減が期待できる。 
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