
 

 

学習素材としてのデジタルデータを共有、活用するツールについて 

 

川井和彦１＊、高幣俊之１、金子委利子１、戎崎俊一１、高沖英二２、
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小学校から大学まで、授業や講義の中でＰＣとプロジェクターを使った授業が増えてきている。学習素材を共有し、活用

するツールとして、我々が開発している“ＲｅＫＯＳ”が使える。“ＲｅＫＯＳ”は、プレゼンテーションツールとしての機能、指導

案や資料等のデジタルデータの簡易データベースとしての機能を実装している。デジタルデータを共有し、活用していくため

のツールとして “ＲｅＫＯＳ”を紹介する。 
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1. はじめに 

1.1. ＲｅＫＯＳ（リコス）とは 

ReKOS（Research Knowledge Organizing System）

は研究者や教師が効果的な発表や授業を行うため

の、デジタルコンテンツ用共通プラットフォームである。

パーソナルなクライアント環境で、マルチメディア素材

を自由に並べ替え、さらに簡単に自作コンテンツを作

成、追加することができる。独立行政法人理化学研

究所戎崎計算宇宙物理研究室が中心となって開発

を行っている。 
ＲｅＫＯＳはコンテンツの実行及び編集・管理ツール

であるアプリケーションと、このアプリケーションがコン

テンツを扱うためにコンテンツが満たすべき仕様からな

っている。ＲｅＫＯＳの仕様は ADL SCORM1.2 および

IMS LOM1.0 の仕様に準拠している。[1] 

1.2. 学校教育の情報化 

 e-Japan重点計画2004[2]には「2005 年度までに、

概ねすべての公立小中高等学校等が高速インターネ

ットに常時接続できるようにするとともに、各学級の授

業においてコンピュータを活用するため、必要な校内

LAN の整備やIT 授業などに対応した「新世代型学

習空間」の整備等を推進することにより、すべての教

室がインターネットに接続できるようにする。」とあり、

学校教育において、コンピュータを活用した授業実施

は今後ますます推進されていくことは容易に想像でき

る。 

1.3. 教育現場でデジタルコンテンツの普及を図る上で

の整備指針 

 学校教育現場で、デジタルコンテンツを今後の普及

を図る上で整備する方向として「教員による自由な並

べ替え、独自の素材の取り込みなど、教育の現場か

らの要望に応える手段として「モジュール化」と「パッケ

ージ化」の概念に基づくコンテンツ整備が考えられる。

（中略）また、デジタル教材の中で提供される素材は、

それが何を表すかの情報が伴って初めて学習資源と

しての意味をもつ。従って、整備する全ての学習資源

に対し、メタデータを付加するのはもちろんのこと、学

習資源の流通にあたっては、単なる画像等素材単体

での流通ではなく、ストーリー性を持ったある単位で流

通されるよう配慮してゆくべきである。」[3]という提言

が文部科学省科学技術・学術政策局からなされてい

る。 

1.4. デジタルデータ，デジタルコンテンツとは 

本稿で言う「デジタルコンテンツ」とは、研究者等が

講演などでコンピュータを用いて利用する資料や、教

育現場において従来の紙やＯＨＰ，ビデオ，模型など

の教育素材ではなく、コンピュータを用いて利用する

教育素材及びソフトウェアを「デジタルコンテンツ」とす

る。「デジタルデータ」とは、コンピュータで扱えるデータ

（テキストファイル、ワープロ文書ファイル、画像ファイ

ル、ムービーファイル、ソフトウェア等）全てを「デジタル

データ」という。「デジタルデータ」は「デジタルコンテン

ツ」を含む。 

2. ＲｅＫＯＳについて 

2.1. ＲｅＫＯＳの特徴 

デジタルコンテンツのプラットフォームとして、既成の

デジタルコンテンツをそのまま使えるのはもちろんのこ

と、欲しい素材を検索で探し出し、それらの素材を自

由に組み合わせ、容易に独自のデジタルコンテンツを

構築できる機能を実装している。図１は、ＲｅＫＯＳの
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機能概要を表した図である。ＲｅＫＯＳで作成するペー

ジはテンプレートで統一されているので、ユーザーはコ

ンテンツの種類によらず同様の画面レイアウト、インタ

ーフェイスでデジタルコンテンツを活用できる。 

このシステムの特徴は次のような点である。 

１）ページ作成にテンプレートを使う。 

２）ページをメタデータによって検索できる。 

３）ページ順序の並べ替え、追加、削除ができる。 

４）デジタルデータをページと関連づけできる。 

５）デジタルデータを共有できる。 

 

 

 

 

図１ ＲｅＫＯＳの機能概要 

 

 

2.2. デジタルコンテンツの構成 

現在市販されているデジタルコンテンツの構成とし

て、階層構造になっている物が多い（図２、左図）。 

 

図２ デジタルコンテンツの構成例 

 

調べ学習には適しているが、教員が行う一斉授業

で、特定のページだけを使いたいとき（図２、右図）に

は不向きである。ある一定の基準（仕様）のもとに作ら

れたページ群を、順序をつけて表示できるツールがあ

れば、教員がそれぞれの授業に合わせたデジタルコン

テンツの利用が可能となる。（図３） 

 

 
図３ デジタルコンテンツの構成例２ 

 

ＲｅＫＯＳでは、１１種類のテンプレート（図４）を用意



 

 

している。 

 
図４ テンプレート 

 

各ページがテンプレートで統一されて作成されるた

め、他者が作ったページと組み合わせて使ってもデザ

イン上の違和感がなく使える。また、ページを再編集

することによって、別のテンプレートを選ぶことも可能

である。 

図５はＲｅＫＯＳの画面をキャプチャしたものだが、下

段の編集エリアでページの並べ替えや追加，削除，

再編集ができる。 

 
図５ ＲｅＫＯＳの画面 

右側下には、メタデータが表示される。ページ毎にメ

タデータがあるので、このメタデータによって、ページ単

位での検索が行える。 

ユーザーからはページ内のテキストデータの全文検

索や画像ファイルをしたいとの要望もあり、今後の検

討課題となっている。 

2.3. デジタルデータの関連づけ 

デジタルコンテンツの素材として、デジタルカメラで

撮影した画像やビデオカメラで撮影した動画などがあ

る。ＲｅＫＯＳでは、これらの素材にもメタデータをつけ

られるが、撮影条件や状況、画像に対する注釈など

詳細な情報を扱うには、デジタルデータを添付できる

と便利である。図６は、ＲｅＫＯＳにサンプルとして同梱

して配布している「夏の大三角」が写っている写真の

ページだが、左下に線上に写っているものがある。こ

れは、流れ星が偶然写ったものである。（印刷では見

えないかもしれないが、ご容赦下さい） 

 
図６ ＲｅＫＯＳのサンプルページ 

 

ＲｅＫＯＳで使えるメタデータは、現在は文字情報し

か入れられないので、画像上に写っている物を説明す

るのは困難であった。しかし、デジタルデータが添付で

きるようになったので、図７のような情報をつけられる。 

 
図７ 流れ星を明確に指し示す添付資料 

 

このような図を添付することによって、画像に写って

いる物についても明確に情報を伝えられる。デジタル

コンテンツが流通する際に、それが何を表すのかを情

報が伴って、初めて素材としての意味を持つ。今まで

は、素材とメタデータ及びその背景を説明する資料は

別々に管理されることが多かったが、ＲｅＫＯＳで扱う

場合には、それを一元的に扱うことができる。図８は、

ＲｅＫＯＳでページにデジタルデータを添付するメニュー

の例である。 

デジタルデータをページに添付することにより、実質

的にデジタルデータをメタデータで管理する機能が実

現した。例えば、計算科学を行っている研究現場では、

シミュレーション結果を可視化した画像に、そのシミュ

レーションの初期設定値やシミュレーション実行環境、

論文そのものを一緒に管理することができる。教育現

場においては、授業の指導案や配布プリント等とデジ



 

 

タルコンテンツを一元的に扱えることによって、デジタ

ルデータをより有効に活用できるようになる。 

 

 
図８ ＲｅＫＯＳで添付書類を扱うメニュー例 

 

 

3. 教材を利用するためのプラットフォーム 

3.1. デジタルデータの共有・活用 

デジタルデータを共有、活用を行うために、ローカル

サーバーシステム、センターサーバーシステムの開発

も進められている。サーバーシステムを用いた共有イ

メージを図９に示す。ＲｅＫＯＳは、データをＸＭＬ形式

のファイルで管理をしていることから、サーバーシステ

ムではＸＭＬデータベース化している。 

サーバーシステムの無い環境では、ネットワーク上

にある共有ＨＤＤにデータを置くか、書き出したパッケ

ージフォルダをＷｅｂサーバーやＦＴＰサーバーなどに

置くこと、ＣＤ－ＲやＵＳＢメモリ等によって、デジタルデ

ータを交換・共有することが可能である。また、html 書

き出し機能を使って、デジタルコンテンツをＷｅｂページ

として公開もできる。 

 

 

 

図９ 教育現場でデジタルデータをサーバーシステムで共有し、活用するイメージ図 

 

3.2. ページに機能を持たせる 

ＲｅＫＯＳは教材等を提示するプラットフォームとして

の機能を有している。また、Macromedia Ｆ ｌ ａｓｈや

Shockwave に対応していることから、インタラクティブ

性の高いページを作ることが可能となっている。リアル

タイム・シミュレーションを実行するページ、クイズのペ

ージなどを作ることが可能である。また、実験等何か

を行っている様子をリアルタイムで画像データとして取

り込み、すぐに再生するという機能を持たせることもで

きる（この機能を持ったページは、近いうちに公開する

予定である）。今後、センサーからデータを取得する機

能を持ったページを作れば、理科の授業で力学台車



 

 

等の運動の状況をリアルタイムに動きをグラフ化した

り、温度変化や圧力変化をグラフ化することも可能と

なるであろう。 

コンテンツの利用状況を考えて作り込むことにより、

教員が講義に使う場合や学習者が自習する場合の

どちらでも対応できる。 

3.3. ＲｅＫＯＳで使えるデジタルコンテンツ 

現在、ＲｅＫＯＳで使えるデジタルコンテンツとしては、

文部科学省が平成１４年度「教育施策に適合したデ

ジタル教材の開発」[4]において作成した１５タイトル約

３５００ページ、メディア教育開発センター（ＮＩＭＥ、現

在は独立行政法人）の平成１４年度メディア教材開発

事業で開発された「情報システムと現代社会」[5]など

がある。ＲｅＫＯＳのユーザーが増えることによって、今

後はユーザーが開発したコンテンツも流通することが

予想される。 

 

4. 教育現場での利用 

4.1. 初等中等教育 

平成１４年度から、神戸市において「理科大好きや

ねん！ 神戸教育用デジタルコンテンツ活用研究会」

（構成：神戸市教育委員会、理化学研究所、筑波大

学、兵庫大学）の活動を始め、既存の教材では教え

にくい部分などをデジタルコンテンツを活用してわかり

やすい授業ができないか、児童・生徒の興味・関心を

引き出すために、どのような工夫ができるかなど、学

校設備のあり方などを含めて検討している。この中で、

ＲｅＫＯＳを使ってのデジタルコンテンツの活用が行わ

れている[6]。 

ＲｅＫＯＳを利用することによって、デジタルコンテン

ツと指導案を一括して扱えるので、他の教員が授業

でデジタルコンテンツを活用する際に、指導案も共に

参考にできる。 

「阪神・淡路大震災」の被災からおよそ１０年が経

過しようとしている。神戸市では学校教育の中で「防

災教育」も行われている。この教育活動では、当時の

映像なども使うが、地域事情、保護者の意向によって

は使えない映像が当然ながらある。このように、同じテ

ーマで授業を行うのだが、各校によって事情が異なる

場合に、ＲｅＫＯＳのようにデジタルコンテンツを取捨択

一し、独自のページを追加して提示できるシステムは

非常に有効であることがわかってきている。 

4.2. 高等教育 

「情報システムと現代社会」[5]を帝京大学、大阪

工業大学等での利用実績がある[7] [8]。この教材は、

複数の素材で構成されており、各コンポーネントには

ビデオクリップとセルフテストが含まれている。これらを

組み合わせ、講義で使われている。また、卒業研究や

教育実習時にＲｅＫＯＳを用いた研究・教育活動も始

まっている。 

4.3. Ｗｅｂページの利用 

ＲｅＫＯＳは、ページ作成時にＵＲＬを指定すると、そ

のＷｅｂページを表示することができる。ＣＧＩ等でテスト

ページを作っておくことによって、学習者の到達度を

自動チェック、集計することができる。 

4.4. ＬＭＳとの連携 

ＲｅＫＯＳ及びＲｅＫＯＳに関連するサーバーシステム

には、学習者の学習履歴や学習到達度を管理し、学

習支援を行えるような機能は今のところ無いが、ＲｅＫ

ＯＳをベースとしたシステム（Actioforma［9］）では、Ｌ

ＭＳシステムと連携し、ＲｅＫＯＳから試験問題等を生

成し、ＬＭＳでテスト実施、自動採点などが行えた。 

 

5. おわりに 

ＲｅＫＯＳはクライアントＰＣ上で動くアプリケーション

である。デジタルデータをメタデータにより統合的に管

理でき、コンピュータ上に蓄積されたデジタルデータを

有効に活用するツールとして利用が可能である。大が

かりなサーバー／クライアントシステムが無くても、既

存の設備（共有ＨＤＤ、ＦＴＰサーバー、Ｗｅｂサーバ

ー）で、デジタルデータの共有が可能となる。 
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