
LMS と SNSの強みを比較する指標の作成 
A Guideline to Compare the Difference between LMSs and SNSs  

-情報共有支援ツール SharedPanel の紹介- 
-Connecting Tools with an Information Sharing Tool “SharedPanel”- 
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 ＜あらまし＞ 近年，LMSや Facebook などのソーシャルメディアを活用した学習活動が行われている．

しかしながら，学習活動を行う上で，その ICT ツールを導入する際に留意すべき事項を検討せずに導

入しているケースがある．そこで本研究では，LMSと SNSそれぞれの強みについて「学習者の特性」や

「データの保存性」，「導入・維持コストと学習規模」等の項目で整理した先行研究に，「主な利用端末

（モバイル端末/PC 端末）」という視点を加えて再整理をした．また，本発表ではこの指標に即して LMS

と SNS のそれぞれの強みを活かすことを目的とする，SNS 等で入力した情報が LMS である Moodle で一

覧表示・保存される機能「SharedPanel」についても説明する．     
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１．はじめに 
多くの高等教育機関では LMS が導入されてい

る一方，Facebook や Twitter といった SNS を利

用した教育実践も多く行われている（例えば，高

橋ほか，2013）．LMS と SNS ではできることに

重複している部分も多いが，それゆえにその特性

を踏まえて教育実践に導入しないと，「SNS 上で

行った学習活動のデータが検索できない」等の問

題が後になってから起きてしまう． 

そこで長岡ほか（2017）は LMS および SNS

の各ツールがどのような強みや弱みを持ってい

るのかを把握することを目的とした指標（以下，

指標）を設計・開発した．その結果，LMS と SNS

の各々を独立して用いる場合は，両方の長所を同

時に活かすことは困難であることがわかった． 

著者らはそれらの問題を解決するために，

LMS と SNS からの情報を共有することを支援

する機能「SharedPanel」を設計・開発している．

本システムを利用することで， SNSのFacebook

と Twitter，Email，Evernote で入力した情報が

自動的に収集され， Moodle の活動モジュール上

にカード形式で一覧表示することができる．その

結果，SNS を使用したほうがメリットが高い実

践は SNS を利用しつつ，LMS 側でデータの保存

ができるようになる． 

２．指標への新たな視点の追加 

長岡ほか（2017）の指標では，「学習者の特性」

や「データの保存性」，「導入・維持コストと学習

規模」等で整理した．表 1に示すように，今回は

新たに「主な利用端末（モバイル端末/PC端末）」

という視点を加えて再整理をした． 

その結果，新たにわかったことは，SNS を利

用することはちょっとした気づきの入力やフィ

ールドワークなどのモバイル端末を用いた学習

に向いていることであった．一方，LMS を利用

することは，レポート作成など PC 端末を利用す

る学習活動には向いているが，モバイル端末が利

用されがちなインフォーマルな学習には SNS よ

りあまり向いていないということであった． 

３．SharedPanelに対する改良 
本研究における比較を元に，今後，モバイル端

末と SNS の相性に着目して，SharedPanel の改

良を行いたい．例えば，モバイル端末を用いて行

うことが多いフィールドワークなどの教育実践

に着目し，そこで利用しやすい形に SharedPanel

の表示形式をカスタマイズするなどを行いたい． 
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 表１：LMS と SNS選択時に考慮すべきツールの特性やプラクティカルな要因をまとめた指標 

LMS　想定：Moodle SNS　想定：Facebook
フォーマルな利用
「最終課題の提出」など，成績と結びつくよ
うなフォーマルな学習活動を行いたい．

提出された学習成果物は組織だって管
理され，各学習活動と評価機能などが
連結しているので，効率よく，成績がつ
けられる．

タイムライン方式を採用しているため，学
習者が学習成果物を提出しても，組織
だった管理が不可能である．

カジュアルな利用
「実習で気づいた点を随時，他の学生と共
有する」など，カジュアルな学習活動を行
いたい，

基本的に大学のLMSは随時，ログインす
る必要があるため，ちょっとした気づきを
入力するなどのカジュアルな利用には向
かない．また，学習者は入力する際，比
較的，慎重になりやすいと考えられる．

学習目的以外でも利用している可能性
があり，ちょっとした気づきなどの入力に
向いている．また，入力した情報の削除
もできるので，学習者は心理的負担を感
じにくいと考えられる．

自立した学習者が対象
ICTツールを使い慣れていたり，わからなく
ても自力で解決できる学習者を対象にして
いる．

組織としてLMSを導入しているのなら
ば，特に使い方に関する説明などは不
要である．利用したことがない場合はマ
ニュアル等を渡して解決できる．

そのSNSを利用したことがある学習者で
あれば，サポートは特に要らない．使っ
たことがなくても，使い方に関する情報が
ウェブ上で多数公開されている．

サポートが必要な学習者が対象
ICTツールを使い慣れておらず，わからな
い場合は自力での解決が厳しい，サポー
トが必要な学習者を対象にしている．

利用したことがない場合はLMSのログイ
ンの仕方から利用方法まで，チューター
や事前研修をするなど，手厚いサポート
が必要である．

学習者にとって使い慣れているSNSを利
用するなどして，サポートの手間を減ら
すことも可能であるが，サポートが必要
である．

関係者以外にアクセスを許可したい
「学生の実習先の担当者もディスカッション
へ加わる」など，学生以外もアクセスがで
きるようにしたい．

LMSは，アカウント登録されている人の
みが利用できるように設計されており，
関係者以外がアクセスして利用すること
は一般的ではない．ゲストアクセスの機
能を用いても，課題提出やディスカッショ
ン書き込みをさせることはできない．

アクセスしてほしい人がそのサービスを
利用していれば，学習用のグループペー
ジへ招待することで，アクセス・関与が可
能となる．

アクセスを制限したい
「実在する患者の症例に関するディスカッ
ション」など，個人情報のやり取りがあるの
で，関係者以外，アクセスできないようにし
たい．

大学のLMSは一般的に非公開なので，
アクセスを制限できる．また，一部のコン
テンツに対しては特定の学習者・グルー
プのみアクセスできるように設定すること
もできる．

学習用のグループページを非公開にす
ることでアクセス制限は可能だが，一部
のコンテンツに対して特定の学習者のみ
に表示するなどの細かいアクセス制限は
不可能である．

データを保存したい
過去の授業の情報を参照したり，他の教
員が参照できるように，学習活動のデータ
を残しておきたい．

基本的に全てのデータは大学のサー
バー等に保存されるので，データはその
大学の責任のもとで保存される．

全てのデータは運営企業のサーバで管
理されるので，企業の方針によっては過
去のデータを失うこともある．また，書込
みが削除される可能性がある．

その場だけでよい
「実習に関して自由に感想を言い合う」な
ど，特に学習活動のデータを残して活用す
る予定はない．

LMS上で入力した情報は全て保存され
る．どの情報も記録され，学習者の権限
では削除することができない．

書き込みが削除される可能性があり，過
去の情報はタイムライン方式のため，見
えにくくなる．

内輪での利用
「学習者同士の情報共有」など，内輪だけ
の利用を想定しており，共有された情報が
拡散していくことは望まない．

元々，LMSのコースページは内輪向けと
なっている．アクセスに制限がかけられ
るので，拡散してほしくない情報が拡散
する心配はない．

学習用のグループページを非公開にす
ることで，情報が拡散される心配はな
い．

拡散させたい
研究成果をまとめたポスターなど，学習成
果物が多くの人に見てもらえるように拡散・
宣伝したい．

大学のLMSは一般的に非公開なので，
学習活動の結果得られた学習成果物の
拡散は発生しにくい．

学習コミュニティのグループページを公
開にする，もしくは投稿を公開にすること
で拡散し，関係者以外の目にも触れる可
能性がある．

大規模にコストをかけて行う
学部などの部局単位や組織としての導入
なので，開発コストや維持費がかかっても
問題ない．

外部の業者もしくは内部の技術者に依
頼することで大規模な運用を目指した
LMSの環境設定は容易にできる．

コストはかからないが，大規模にやる場
合，環境設定が難しく，組織としてのセ
キュリティポリシーに抵触するなどの問
題が発生する．

小規模に低コストで行う
一つの授業や研究室単位などの小規模で
短期的にやることを考えており，コストはあ
まりかけられない．

LMSを導入する場合，導入する技術や
開発コスト，開発後のアップデートなどの
維持が必要なため，オープンソースの
LMSだとしても本人が技術を持っていな
い限りは困難である．

外部のSNSを利用する場合は既存の
サービスを利用するため，開発コスト・維
持コストともに不要．

モバイル端末を主に利用する
フィールドワークやPCを持っていない学生
の自宅学習など，モバイル端末の利用を
主に想定する．

いくつかのLMSはモバイル端末用アプリ
を提供しているが，Facebookなどの著名
なSNSほどは，利用しやすい状態とは
なっていない．

モバイル端末用アプリなどが開発されて
いるため，モバイル端末での利用，例え
ばちょっとした気づきの入力等が容易で
ある．また，元々利用している場合，日常
的にアクセスする可能性が高い．

PC端末を主に利用する
常時接続可能なPCが準備されているか，
学習者が確実にPCを所有していることを
想定する．

画面でコースページを表示した際など，
一括で情報を把握できる．また，レポー
ト等を作成，提出するのが容易である．

長い文章の入力には向いていない．
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