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日本の教育環境への適合を目指す
授業支援型 e ラーニングステム CEAS の発展
― プレゼンテーション層変更によるモダンブラウザ・マルチデバイス対応と次世代 CEAS ―

宮崎誠†1

冬木正彦†1 植木泰博†2

概要：CEAS10 は，マルチデバイス・モダンブラウザ対応とセキュリティ向上を目的として授業支援型 e ラーニング
システム CEAS に改修を行った新しいバージョンである．本論文では，まず CEAS の構造と実装機能について説明
し，マルチデバイス・モダンブラウザ対応とセキュリティ強化の課題を示す．第 3 章では，プレゼンテーション層の
変更と，ロジック層の部分的改修により，それぞれの課題を解決する CEAS10 の開発方針と実装方法を提案する．続
いて CEAS10 の開発結果とユーザの評価を述べる．さらに第 4 章では，Ruby on Rails を使って作成した次世代 CEAS
のプロトタイプと今後の開発の方針について述べる．

Development of Web-Based Coordinated Education Activation
System (CEAS) for the Japanese Educational Environment
- Presentation Layer Multi-Device and Modern Browser Capability Revision and Next Generation CEAS–
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Abstract: The new CEAS10 is a revision to the Web-Based Education Activation System (CEAS) developed to
improve its multi-device and modern browser capability as well as resolve current security issues. In this paper, the
structure and functions of CEAS are examined, followed by a review of developments which led to the CEAS10
revision. The presentation layer revision to the multi-device and modern browser capability, and a new function
addition to the logic layer to resolve security issues are proposed in Ch. 3, followed by an examination of the
respective implementation methods, the development results and user review comments. Furthermore, an
examination of the next generation of CEAS, a prototype created by Ruby on Rails, and future developmental
policies are presented in Ch.4.

1. はじめに
学生の思考力・判断力・表現力の能力育成を図るため，

がら，ここ数年タブレットやスマートフォンなどのデバイ
ス利用が拡がり，ブラウザも高機能化が進み，CEAS のユ
ーザインターフェイスも対応が求められていた．

大学教育においてアクティブラーニングの教育方法を取り

これらのマルチデバイスとモダンブラウザでの利用ニー

入れることのニーズが高まっている．
「授業と学習（予習・

ズに対応するため，ユーザインターフェイスの機能向上を

復習）のサイクル形成」の統合的支援を目的として開発さ

目的として CEAS10[a]の開発を行う．具体的には，画面サ

れた授業支援型 e ラーニングシステム[1]は，このアクティ

イズが異なるデバイスに対しレスポンシブな表示が行え，

ブラーニングの実施支援ツールとして，有効に活用できる

かつ Microsoft Edge や Google Chrome の最新バージョンの

と期待される．

ブラウザで利用できるようにシステム開発を行う．また同

CEAS は 2002 年に PHP により実装された CEAS バージ
ョン 2 系が開発され，その後 2007 年に Java 言語でフレー

時に CEAS3 において課題となっていたセキュリティの向
上のためにビジネスロジック層の改修を実施する．

ムワークを利用した CEAS3 系が再開発され[2][3]，Sakai

システム開発は，CEAS の特長である「授業支援型ユー

CLE との連携などによる機能強化[4]を経て現在も利用さ

ザインターフェイス」[4]を継承する，データベースのスキ

れている．

ーマは変更しない，開発工数は抑える，の 3 点を基本方針

CEAS のユーザインターフェイスは，利用者の使用する
デバイス（端末）としては PC を想定し，キーボード，マウ
スによる Web ブラウザの操作を前提としていた．しかしな
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とする．
本論文では，これらを踏まえ CEAS10 の開発経緯と課題，
開発方針と実装を説明する．さらに開発結果と運用評価を

a) CEAS3 系の後継のバージョンは，CEAS10 とした．
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述べる．最後に今後の情報環境の変化への適応を目的とし，
Ruby on Rails を使って次世代 CEAS のプロトタイプを作成
し，今後の開発の方針について述べる．

共通

2. CEAS3 の構造と実装機能
2.1 CEAS3 のアーキテクチャ

履修環境
管理者

CEAS3 では，基本アーキテクチャに Layer パターンを採
用し，Web アプリケーション全体を３層の機能層，プレゼ
ンテーション層，ビジネスロジック層，インテグレーショ
ン層に分けて構成し，それぞれの依存性を最小限に抑える

担任者

ことで，設計や開発・デバック・保守の容易化を図ってい
る．さらにシステムの保守性・拡張性・オープン性向上を
図るため CEAS3 の開発には Java 言語のフレームワークを
利用している[2][3]．
プレゼンテーション層では Java の標準フレームワーク

学生

JSF(JavaServer Faces)[6]と MyFaces 実装[7]を採用する．ビ

表 1 実装機能一覧
ログイン・ログアウト，公開 FAQ，
お知らせ，公開科目一覧，個人情報
変更，レポート確認
ユーザ管理，科目管理，ユーザリス
ト読込，科目リスト読込，科目担任
リスト読込，科目担任リスト読込，
履修情報リスト読込，システム利用
状況，告知機能，アクセスログ
授業資料，教材割付，科目独自ペー
ジ，複合式テスト作成，記号入力式
テスト作成，レポート課題作成，ア
ンケート作成，複合式テスト管理，
記号入力式テスト管理，レポート管
理，アンケート管理，出席管理，シ
ステム情報，科目環境設定，連結評
価一覧表，お知らせ/メール，FAQ，
回答登録，教材一括更新
複合式テスト実施，記号入力式テス
ト実施，レポート提出，アンケート
実施，テスト結果表示，お知らせ，
FAQ，チャット出席確認，出席情報
収集，出席表，グループフォルダ

ジネスロジック層には DI コンテナをサポートするフレー
ムワーク Spring[8]を用いる．インテグレーション層では，

表 2

O/R マッピングフレームワーク Hibernate[9]を用いる．

CEAS3 の規模
総行数

CEAS3 の開発では，ブラウザへのレスポンス（出力コー
Interface

ド）は HTML4 規約に従い，開発当時の Windows OS の標

class
143

JSP
202

Java

JSP

39,172

32,678

準ブラウザ IE7 を検証ブラウザとしていた．CEAS3 は IE8

プレゼンテーション

から IE10 までは問題なく動作していたが，IE11 で表示が

ビジネスロジック

29

67

39,995

崩れる現象が現れたため，JSP ファイルのメタタグに IE8

インテグレーション

34

68

15,048

63

278

の互換指定を行うなどの対応を行っている．

202

94,215

32,678

2.2 実装機能とシステム規模
CEAS3 に実装している授業と学習を支援する機能を表 1
に示す．これらの機能は商用の CMS/LMS(コース管理シス
テム/学習管理システム)が提供している機能と同様である
が，CEAS ではこれらの機能が「授業支援型ユーザインタ

設定では対応できない．
プログラムを長期にわたり，スキルの異なる担当者
で保守してきたためコードの品質に幅がある．
プログラム規模として約 13 万行あり，すべてを変
更するとなると期間とコストが膨大になる．

ーフェイス」[4]の原則にしたがって提供されている．なお，
この表に含まれていない自学自習用のコースウェア管理機
能，BBS 機能は，Sakai CLE との連携システムにおいて，
SCORM 学習コンテンツ利用機能，フォーラム利用機能と
して CEAS/Sakai システムに実装されている[4]．
上述の機能を実装した CEAS3 のシステム規模を，表 2

2.4 セキュリティ面の対応すべき課題
CEAS3 の現在の仕様においては，次のことが対応すべ
き課題となっていた．
ローカル認証で利用するユーザパスワードが暗号化
されず平文で保存されている．

に階層別に示す．この表で，interface，class の欄はそれぞれ

ログインの失敗ログにユーザ名とパスワードが記録

Java のインターフェイスとクラスの数を示し，JSP と表記

され，履修環境管理者が閲覧できる．

された欄は JSP ファイル数を示す．

3. CEAS10 の開発

2.3 マルチデバイス・モダンブラウザ対応の課題

3.1 CEAS10 開発方針

情報環境の変化に伴い，CEAS3 では次のことが対応す
べき課題となっていた．
固定サイズの画面を想定した設計仕様であったため

2.3 節で述べた課題を解決し，CEAS3 のマルチデバイ
ス・モダンブラウザ対応を実現するにあたり，まず次の点
を考慮した．

マルチデバイスに対応できない．

授業支援システムとして必要とされる主な機能はす

Microsoft Edge や Google Chrome などのブラウザの最

でに実装されており問題なく利用されている．（機能

新バージョンでは表示の崩れが発生し，後方互換の

追加の必要はない）
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…HTML5 の DOCTYPE 宣言
<!DOCTYPE html>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %>
<%@ taglib uri="http://myfaces.apache.org/tomahawk" prefix="x"%>
<html>
<f:view>
<!-- プロパティ読み込み -->
<f:loadBundle basename="jp.ac.language.presentation.common" var="common" />
<f:loadBundle basename="jp.ac.language.presentation.top" var="bundle" />
<f:loadBundle basename="jp.ac.language.presentation.faq" var="faqBundle" />
<f:loadBundle basename="jp.ac.language.presentation.announcement" var="announcementBundle" />
<f:loadBundle basename="jp.ac.language.presentation.login" var="loginBundle" />
<f:loadBundle basename="jp.ac.ceascore.plugins.forums.forums" var="forums" />
<f:loadBundle basename="jp.ac.ceascore.plugins.courseware.courseware" var="courseware" />
<!-- プロパティ読み込み終わり -->
<head>
<meta charset="utf-8">
…InternetExplorer で表示が崩れないよう互換表示しない
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> …レスポンシブ Web デザインを使う
<title><h:outputText value="#{bundle.INSTRUCTORTOP_TITLE}"/></title>
<link rel="icon" href="${pageContext.request.contextPath}/images/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/javascript/bootstrap-3.3.6/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<script
language="JavaScript"
type="text/javascript"
src="${pageContext.request.contextPath}/javascript/jquery1.12.0.min.js"></script>
<script language="JavaScript" src="${pageContext.request.contextPath}/javascript/bootstrap-3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
〜

中略

〜

〜

中略

〜

…Bootstrap の CSS，JavaScript および jQuery を読み込む

</head>
<body>

<p class="navbar-brand">
<img class="img-responsive" src="/Core1/images/logo_s.png">
</p>
<p class="navbar-brand hidden-xs">
担任者 TOP ページ
</p>
〜

以下省略

…body 部のタグに Bootstrap のクラスを指定

〜

図 1

Bootstrap を適用した JSP ソースコードの例およびその説明

CEAS の外部仕様自体は授業支援型ユーザインター

変更後の新実装システムのテストでのデータや動作

フェイスの実装例として，利用の手引きも整ってい

を確認することができるため開発失敗のリスクが少

る．

ない

CEAS3 システムの実装は，3 層アーキテクチャのデ
ザインパターンを順守しているため，レイヤー
（層）単位でのコードの書き直しも他層に影響を与
えず可能である．
以上の点を踏まえ，マルチデバイス・モダンブラウザ
対応については，CEAS3 のプレゼンテーション層のみを
変更する方針を持った．
次に 2.4 節で述べた課題を解決し，セキュリティの向上

3.2 プレゼンテーション層の実装検討
開発プロジェクトの事前検証として，プレゼンテーシ
ョン層の独立性をコードレベルで分析し，CSS フレーム
ワークである HTML KickStart[b][10]にて実装することが実
際に可能であることを確認した．
具体的には，CEAS3 の JSP ファイルを HTML KickStart
による HTML5 タグで書き直す際に

を実現するにあたり，内部設計を見直した．パスワードの

JSF1.1 のタグライブラリで記述できる HTML5 タグ

暗号化およびログイン失敗ログの課題については，重要か

の場合には，タグライブラリを利用する

つ緊急に対策すべきであると判断し，CEAS3 のビジネス

JSF1.1 のタグライブラリで記述できない HTML5 タ

ロジック層の改修にて実現する．

グの場合には，タグライブラリを使わず直接 HTML

これらの方針で開発を進めることができれば，以下が期
待できる．

タグを記述する
とすることで，JSF と MyFaces のバージョン等の変更なし

授業支援システムとしてワークフローの再設計やデ

に実装することが可能であることを確認した．さらに

ータ構造分析などの上流工程を省き開発工数の削減

CEAS10 で実装する CSS フレームワークには，開発コミ

となる．

ュニティの活性度やドキュメントの豊富さなどを考慮し，

現行システムがそのまま稼働しているためシステム

Bootstrap[c][11]を選択した．Bootstrap のグリッドシステム

b) HTML KickStart 0.94

ⓒ2016 Information Processing Society of Japan

c) Bootstrap 3.3.6
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でレイアウトすることでマルチデバイスにおける画面サイ
ズに合わせた表示（レスポンシブ Web デザイン）を実現
した．
3.3 プレゼンテーション層の実装方法と JSP ファイルの
変更
プレゼンテーション層の変更では，パッケージやファ
イル構造，名称，国際化対応のタグなどは変更せず，JSP
ファイルと必要となった設定ファイルの変更のみを行っ
た．
JSF の枠組みの中で HTML5 規格のコードをレスポンス
として出力する方法については，事前に主要なページの
Bootstrap を適用したモックアップ（HTML ファイル）を
作成し，デザインの基本として参照し，個々の JSP ファ
イルの変換を進めた．
具体的には，次の方法を変更対象となる JSP ファイル
に適用した．
HTML5 の DOCTYPE 宣言（<!DOCTYPE html>）に
修正
ヘッダー（HEAD タグ）内の CSS および JavaScript
の指定を Bootstrap に修正
ボディー（BODY タグ）内のデザインを Bootstrap に
適用（グリッドシステムによるレイアウト，class 属
性の指定）
図 1 に適用後の JSP ファイルのソースコードの例を示
図 2

す．MyFaces 等の JSF タグライブラリの宣言や国際化対応

学生 TOP ページ

(上 スマートフォン表示，下 PC 表示)

のために用意したプロパティファイルの読み込みについて
は，従来通り利用可能である．
実装を進めるにあたっての検証ブラウザにはマイクロ
ソフト社の Edge およびグーグル社の Chrome を利用し，

3.5 ビジネスロジック層の実装方法とパスワード一括暗

その他に利用可能なブラウザには，IE11，Firefox などを

号化

想定した．
なお，開発工程にて発見されたビジネスロジック層，
インテグレーション層の潜在的なバグについては，修正し
た．
3.4 ビジネスロジック層の実装
パスワードの暗号化については，次世代 CEAS の開発
では Java 以外の言語も含めて検討することを考慮して，
暗号化アルゴリズムを選択する必要がある．検討した結
果，Java 以外にも PHP や Ruby など主要なプログラミン
グ言語でも利用可能な BCrypt(Blowfish 暗号)を採用するこ
ととした．暗号化の実装対象となる処理は，ビジネスロジ
ック層のユーザパスワード保存処理とローカルログイン認
証処理である．暗号化後のパスワード文字列は，データベ
ースのユーザパスワードフィールドにそれまでの平文パス
ワードに置き換えて保存できるため，データベーススキー
マの変更は不要である．
また，ログイン失敗ログの課題については，失敗ログ保
存処理のパスワードを記録しないよう変更することとし
た．

ⓒ2016 Information Processing Society of Japan

CEAS10 へのパスワード暗号化は，jBCrypt ライブラリ
[12]を利用し，実装した．また，データベースに保存され
た平文のユーザパスワードについても暗号化する必要があ
るため，プログラムへのパスワード暗号化実装と同時に，
データベースの該当データをバッチ暗号化処理した．
3.6 CEAS10 の開発結果と評価
CEAS10 の開発は，畿央大学がプロジェクトリーダーの
役割を務め，ボウ・ネットシステムズ（株），ニュータイ
プシステムズ（株）が役割分担して，約 6 か月で開発を終
了した．極めて短期間で計画通りに大規模な変更を達成で
きた要因としては，関係者の役割分担が明確であり，かつ
新規機能追加は行わず CEAS3 の機能の再現を順守したこ
とが挙げられる．
CSS のフレームワークを利用し HTML5 規格に適合させ
たことにより，以前モダンブラウザで生じていた表示の崩
れや，一部 JavaScript が動作しなくなったことによる不具
合なども解消され，デバイスを気にせず利用できる点で，
とくに学生ユーザの利便性は向上した．図 2 からは，画
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面サイズの異なるデバイス上で， CEAS の学生 TOP ペー
ジがレスポンシブに表示されていることがわかる．実際に
新しいデザインの印象について学生に尋ねたところ「テス
ト結果が分かりやすい」，「かわいらしくなった」，「すっき
りしていて明るくて良いと思いました」といった好意的な
感想であった．
ただし，マルチデバイスでのレスポンシブ Web デザイ
ン特有の課題については，さらなる改善の余地があると考
えている．ブラウザ表示がタッチパネルとなったためポイ
ントデバイスがマウスから指先にかわり，それに伴いメニ
ューやボタンが大きくなり表示サイズが PC 固定のメニュ
ーより大きく長くなった．さらに小さな画面のデバイスで
は，メニュー自体をアイコンに変化させるので仕様が変わ
り全体の把握が難しくなった．図 3 に CEAS10 と CEAS3
の担任者 TOP ページの比較を示す．CEAS3 をこれまで使
っていた教員からは，「文字が全体的に大きくなり，画面
表示も大きくなったので確認・操作しやすくなりました」
という感想がある一方，「文字が大きくなった分，スクロ
ールする回数が増え，閲覧のしにくさを感じた」という表
示サイズに起因した感想があった．「画面イメージが変わ
るので，慣れが必要だと思います」と感じている教員もい
るため，これまで CEAS3 を使ってきたことによる影響も
多少はあると思われるが，このようにデバイス毎にメニュ
ー等が変化するのでユーザビリティと見せ方の問題は今後
改善の余地があると考える．
3.7 まとめ
CEAS3 をマルチデバイス・モダンブラウザに対応させ
るための開発方針とその実装について述べた．CEAS3 の
プレゼンテーション層に対する変更のみでマルチデバイ

図 3

ス・モダンブラウザ対応が実現できたことは，3 層アーキ

担任者 TOP ページの比較

(上 CEAS10，下 CEAS3)

テクチャのデザインパターンを順守していることを実証し
ている．
CEAS10 の運用を開始して，約 6 ヶ月が経つが，
CEAS10 に関する操作方法や利用方法に関する問い合わせ
も特になかったことから CEAS3 の「授業支援型ユーザイ
ンターフェイス」を移植できたと考える．
今後は，CEAS10 でのマルチデバイス表示に関して担任
者のワークフローと学生のワークフローでの画面表示情報
のあり方を再検討する．

4. 次世代 CEAS
CEAS10 の後継である次世代 CEAS では，ビジネスロジ
ック層およびインテグレーション層をアップデートし，最
新の技術に対応することを目指す．
CEAS10 にて緊急に対応すべきパスワードの取り扱いに
関する仕様変更による改修はできたものの，実装している
Java フレームワークやライブラリのバージョンは，
CEAS3 の開発当初のままであり[d]，これらを最新のもの

にアップデートするには，ソースコードの修正や設定ファ
イルの変更など，それ相当の工数が必要となってしまうこ
とが予想される．
このことを踏まえ，CEAS をさらに今後 10 年間利用で
きるシステムとするには，Java 言語のまま最新技術に対
応する開発工数と他の開発言語での再構築する全開発工数
を見積もって比較，検討した上で慎重に進めていくという
2 つの方法を考えた．前者の Java 言語のまま最新技術に
対応するには，ビジネスロジック層とインテグレーション
層を最新のものにアップデートし，プレゼンテーション層
の JSP ファイルを JSF2 の標準である Facelets に変更する
ことが必要である．
本報告では，まず後者の他の開発言語によって再構築
する工数を見積るために，Instructure 社の Canvas[13]でも
採用されている Ruby 言語を選択し，Ruby on Rails[14]で
プロトタイプを作成した．画面デザインおよびユーザイン

d) Apache MyFaces 1.1.3, Spring 2.5.5, Hibernate 3.1.3
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ターフェイスは，CEAS10 を踏襲し，パスワードの暗号化
については，CEAS10 と同じ BCrypt による暗号化を採用
することで，共通のデータベースの情報を利用してデータ
ベースの移行が可能であり，本手法による実現性も確認で
きた．
今後の次世代 CEAS の開発にあたっては，先に述べた
Java 言語のまま最新の実装にアップデートし，最新技術に
対応する開発工数を見積もり，プロトタイプ開発工数にて，
両者を比較，検討した上で慎重に進めていく予定である．
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