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序文 
 

 日本ムードル協会主催の Moodle Moot 2019 は、2019 年 2 月 27 日(水)～3 月 1 日(金)に静岡理工科大

学で開催されました。大会参加者数は 169 名でした。会議では、3 つの基調講演やテーマ別ワークショ

ップ以外に約 70 もの研究や事例発表がありました。この研究論文集は、主にこれらの研究・事例発表に

ついての会議録となります。この論文集が発表者の皆様には、会議の場で発表された内容を他の参加者

および外部の人にも見ていただく良い機会を提供し、また各人の研究論文かつ記録として活用されるこ

とを期待します。 

この研究論文集には、国会図書館発行の ISSN (International Standard Serial Number) が付与され、

この論文集の表ページの一番下に記されています。 

今回も、論文に査読付き部門と査読なし部門を設けましたので、掲載論文が各自の研究履歴として残る

ようになりました。今回は、5 本の査読付き論文と 1 本の査読なし論文を掲載します。発表者の皆様に

おかれましては、積極的な投稿をいただけますことを期待しております。 

最後に、査読者の先生方ならびに原稿の編集にご助力いただきました松木孝幸先生に心から感謝いた

します。 

 

Preface 

 

Organized by the Moodle Association of Japan (MAJ), Moodle Moot 2019 was held at Shizuoka Institute of 

Science and Technology from February 27th (Wednesday) through March 1st (Friday), 2019. The number of 

participants at the Moot reached about 169. There were almost 70 talks on research topics and/or case studies 

in addition to various workshops in Moodle Moot 2019. The proceedings mainly include papers from the 

research presentations and case studies. This is published without a fee to the public, as we would like to 

provide the opportunity for the presenters of Moot 2019 to let other participants and people outside of the 

association see contents of the talks through the proceedings, as well as providing an important record of each 

person’s research. 

The ISSN (International Standard Serial Number), which is shown at the bottom of the top page, is assigned 

by the Japan National Diet Library so that the papers published can be cited by the ISSN and people can utilize 

their publications as their research career.  

This year we had 5 refereed papers and 1 non-refereed papers. I hope the participants of Moot will utilize 

and contribute to the proceedings more. 

Finally, I would like to appreciate referees and Dr. Takayuki Matsuki for helping me edit the whole 

proceedings. 

 

編集者 八木(佐伯) 街子 / Editor Machiko Saeki Yagi 
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203 

Competency-Based Education Features in Moodle 
 

BRIAN NIELSEN†1  

 

Competency-based education practices are those that seek to measure and recognize the attainment and mastery of competency 

independent of time, place, or source of learning. Unlike the traditional model of education, where student advancement is closely 

tied to time spent in a classroom and students advance at approximately the same pace, a competency-based education model 

begins by first assessing what a student knows and then allows that student to advance at a pace that reflects his or her particular 

level of knowledge and skills. This allows for more personalized and differentiated learning experiences. This paper details the 

competency-based education features within the Moodle learning management system. It describes how a competency-based 

structure is first configured within the system, and how targeted competencies are then linked to courses, activities, and to learning 

plans. Using screenshots, the interfaces and procedures used by students when attempting a demonstration of a targeted competency 

are described, as well as the interfaces and procedures used by teachers to monitor a student’s progress in attaining the targeted 

competencies and manually rate these targeted competencies. An analysis of Moodle CBE functionality reveals good levels of 

support for each of the essential elements of competency-based education. 

 

Keywords: competency-based education, Moodle learning management system, learning plans, differentiated learning, 

personalized learning 

 

Moodleにおけるコンピテンシーに基づく教育の特徴 
 

ニールセン・ブライアン†1  
 

コンピテンシーに基づく教育実践とは、時間や場所、学習ソースに関わらず、コンピテンシーの達成と習得を測定し、
把握しようとするものである。従来の教育モデルでは、生徒の進歩は教室で過ごした時間と密接に関連しており、そ

の進みはほぼ同じペースである。しかし、コンピテンシーに基づく教育モデルでは、まず生徒が何を知っているかを
査定し、その生徒の個々の知識とスキルの水準に応じたペースで向上できるようにする。そのため、より個別化され、
区別化された学習体験が可能になるのである。本論文は、学習管理システム Moodle 内でのコンピテンシーに基づく

教育の特徴を詳述する。まず、システム内におけるコンピテンシーに基づく構造の初期設定方法、目標とするコンピ
テンシーを授業や取り組み、学習計画にリンクする方法について説明する。次に、スクリーンショットを用い、目標
とするコンピテンシーのデモンストレーションを行う際に生徒が使用するインタフェースと手順、および目標とする

コンピテンシーの獲得における生徒の進捗をモニターし、そのコンピテンシーを手作業で評価するために教師が使用
するインタフェースと手順を説明する。そして、Moodleにおける CBE機能を分析することにより、コンピテンシーに
基づく教育に不可欠な要素のそれぞれに対して十分なレベルのサポートがあることを示す。 

 
キーワード:  コンピテンシーに基づく教育、学習管理システム Moodle、学習計画、区別化学習、個別最適化学習 

 

1. Introduction     

  This paper describes the essential elements of Competency-

Based Education (CBE) and analyzes the degree to which Moodle 

competency-based education features support each of these 

essential elements. Factors that have contributed to the recent 

shift toward CBE in higher education are discussed, as well as 

tips and pitfalls regarding the setup and operation of Moodle CBE 

features. Using screenshots, the interfaces and procedures used 

by students, teachers, and site administrators to operate Moodle 

CBE features are described. 

  Once enabled, Moodle administrators can set up competency 

frameworks and add competencies to them. Teachers can then add 

competencies from the set-up frameworks to courses or to 

specific activities in a course, and can view a competency 

breakdown report via a course’s administration block, from 

which teachers are able to monitor students’ progress in attaining 

targeted competencies, and from which teachers can manually 

rate a particular student’s competencies.  

                                                                 
 †1 Hokkai School of Commerce 

  If assigned a system role containing relevant capabilities, staff 

can also create learning plan templates, add competencies to them, 

and assign the learning plans to individually selected students or 

to whole cohorts. Teachers with relevant capabilities may then 

review student learning plans via a learning plans block, and also 

view any evidence of prior learning that students submit. 

 

2. What is Competency-based Education?  

  Competency-based education practices are those that seek to 

measure and recognize the attainment and mastery of competency 

independent of time, place, or source of learning (Johnstone & 

Soares, 2014; Klein-Collins, 2012). Rather than forcing students 

to sit through 16-week semesters to earn credit, CBE programs 

award credit once students have proven they have mastered a 

particular competency or set of competencies. In theory, this 

allows students to move at their own pace and provides a clear 

demonstration of what they have actually learned (Franklin & 

Lytle, 2015).  
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  A wide variety of U.S. institutions have already integrated CBE 

models into their programs. These include the 26-campus public 

University of Wisconsin, DePaul University, Northern Arizona 

University, University of Michigan’s Master of Health 

Professions Education Program, Caplan University, Walden 

University, and Alverno College (Mallet, 2016; Riskind, 2014). 

Several factors have contributed to the recent shift toward CBE 

in higher education. Firstly, technology and online educational 

resources have created opportunities for learners to access 

learning pathways that are not bound to a specific place and time.  

Secondly, CBE offers a means of combating the rising cost of 

tuition, caused in large part by public defunding (Gallagher, 

2014).  

Thirdly, a key requirement for 21st-century employers is that 

new hires have the competencies to do their jobs well, without 

requiring the employer to provide further training in basic skills 

(Ganzglass et al., 2011).  

Fourthly, there has been a rapidly growing trust in online 

delivery models of learning, particularly since these offer learners 

greater convenience and scheduling flexibility, and overcome the 

problem of limited availability of programs in a specific area of 

study. In 2017, the Babson Survey Research Group’s annual 

analysis of U.S. federal data on distance education enrollments 

found 15 years continuing growth in the proportion of students 

taking at least one course online (31.6 percent in 2017). 

  The role of Prior Learning Assessment (PLA) is also integrated 

into many CBE programs, providing a viable process for working 

adults to earn college credit for college level learning acquired 

from other sources such as work experience, professional training, 

military training, or open source learning from the web. Portfolio 

assessment and several forms of standardized tests can also be 

considered PLA. In this way students do not waste time, energy, 

and money, as they would in a traditional classroom sitting and 

listening to things they already know, thereby enabling more 

experienced students to potentially progress more quickly 

through the degree program compared to a traditional degree 

program. The quicker a student progresses through the program, 

the less expensive the degree program. Thus, PLA provides a 

realistic way of offering a college level education at an affordable 

cost to all (Garfolo & L’Huillier, 2016).  

  Competencies and learning outcomes are two related 

educational terms that cause great confusion when discussing the 

CBE paradigm. While competencies and outcomes can both be 

written to describe the learning gained by students in individual 

courses or programs, they do not mean the same thing. Hartel and 

Foegeding (2004) provide the following useful working 

definitions: 

Competency - A general statement that describes the desired 

knowledge, skills, and behaviors of a student graduating from a 

program (or completing a course). Competencies commonly 

define the applied skills and knowledge that enable people to 

successfully perform in professional, educational, and other life 

contexts.  

Outcome - A very specific statement that describes exactly what 

a student will be able to do in some measurable way. There may 

be more than one measurable outcome defined for a given 

competency. An outcome must be specific, observable, written in 

clear, measurable behavioral terms, and be achievable by the 

learner. 

Tip: Truly assessable learning outcomes use language that 

describes learning in such a way that it can be measured. The 

keyword verbs associated with Bloom's taxonomy (Bloom, 1956) 

provide a good starting point when considering measurable 

outcomes (e.g. ‘identify’, ‘estimate’, ‘solve’, ‘discriminate’, 

‘plan’, and ‘design’). 

 

3. Possible Applications of Moodle CBE 

Features  

  Although Moodle’s CBE features could be applied to an 

entire curricula and degree programs model, they can also be 

applied to programs designed for purposes that are more 

specific. For example: 

a) Credit recovery programs: Educational strategies and 

programs that give students who have failed, the 

opportunity to redo coursework or retake a course through 

alternate means, and thereby avoid failure and earn 

academic credit.  

b) Remediation programs: Providing targeted remediation 

before or while students are enrolled in credit-bearing 

courses. 

c) Dual-enrollment courses: Courses high school students can 

take at a local college and potentially earn college credit. 

d) Early entrance programs: Programs that allow (usually 

gifted) high school students to be accelerated into college, 

one or more years before the traditional age of college 

entrance. 

4. Student View of Moodle CBE Features 

    There are three ways that a student can attempt a 

demonstration of a competency, dependent upon whether learning 

plans are used or not: 

1.  Via the “Competencies” link within a specific course (if 

learning plans are not used). 

2.  Via a “Learning Plans” block (if learning plans are used). 

3.  Via a “Learning plans” link in their profile page (if 

learning plans are used). 

The following explanation outlines the procedure a student 

would follow when accessing competencies via a learning plan, 

which can be accessed via a “Learning plans” link in their profile 

page or via the learning plans block (see Fig. 1). 
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Figure 1 Student access to assigned learning plans. 

 

  Tip: A learning plan block should be placed on the “Dashboard” 

page of the Moodle site and learners should be trained to access 

learning plans from this “Dashboard” page location. This reduces 

learner confusion by providing them an easy-to-remember, 

centralized location from which to access learning plans. 

  Having entered into a learning plan, a student can see their own 

progress towards completion of set competencies (Fig. 2-①), can 

see the associated competencies (Fig. 2-②), and can click the 

'Edit' dropdown to request a review of any competency, or to find 

courses linked to that competency (Fig. 2-③). 

 

 

Figure 2 Student capabilities in a learning plan. 

  

  By clicking on the “Edit” button for a particular competency in 

a learning plan and then selecting the “Find courses” option (Fig. 

3-①), students are provided links into courses containing 

learning activities associated with particular competencies within 

the learning plan (Fig. 3-②). 

 

 

Figure 3  Finding courses linked to a competency in a learning 

plan. 

 

Once inside a course, the student navigates to the “Course 

administration” block and clicks on the “Competencies” link (Fig. 

4-①). Activities associated with competencies in that course are 

then displayed. The student clicks on an activity link and attempts 

the activity in order to demonstrate the targeted competency (Fig. 

4-②). 

 

 

Figure 4 Finding activities linked to targeted competencies 

within a course. 

4.1 Evidence of Prior Learning 

  Students can also upload evidence of prior learning via a link 

within their learning plan. This evidence can be used to 

demonstrate proficiency for one or more competencies. 

  To upload evidence of prior learning, students first access their 

“Learning plans” page via a link in their profile page. Once inside 

the “Learning plans” page, they locate the link at the bottom 

called "Evidence of prior learning", and click it to begin the 

uploading procedure (see Fig. 5). 

 

 

Figure 5 Link for uploading evidence of prior learning. 

 

  A student clicks on the “Add new evidence” button (Fig. 6-①), 

then names and describes the evidence of prior learning (Fig. 6-

②). Digital files can be uploaded as evidence of prior learning 

(Fig. 6-③). URLs can also be submitted as evidence of prior 

learning (Fig. 6-④). 
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Figure 6  Submitting evidence of prior learning. 

 

4.2 Requesting a Competency Review 

  A student can request a review of a competency, for example if 

they have submitted a piece of work as attached evidence of a 

competency and they wish to alert their course teacher to this. 

The student accesses “Learning plan competencies” from their 

“Learning plans” page (Fig. 7-①) and clicks "Request review" 

from the Edit menu (Fig. 7-②) of a particular competency within 

their learning plan. 

 

 

Figure 7  Link for requesting review of a targeted competency. 

 

  The student will then see 'Waiting for review' next to that 

competency (see Fig. 8). 

 

 
Figure 8 Student view of review request status. 

 

  Any teacher who is allowed to review competencies linked to 

learning plans will then see the request from the learning plans 

block on their dashboard (see Fig. 9). 

 

 

Figure 9 Teacher view of review request status. 

 

5. Teacher View of Moodle CBE Features 

  There are two ways that a teacher can rate competencies, 

dependent upon the roles and permissions assigned to them by the 

site administrator: 

1.  Via a “Competency Breakdown” report link within a 

specific course. 

2.  Via a “Learning Plans” block.  

  By default, a course instructor can review and rate 

competencies via the “Competency breakdown” report link from 

within a specific course they teach (see Fig. 10). 

 

  

Figure 10 Navigating to competency breakdown report link. 

 

  Once inside a course's competency breakdown report, the 

teacher selects a student from a dropdown that shows all 

participants (Fig. 11-①), and then clicks on the "Not rated" link 

in the "Rating" column to manually rate the competency (Fig. 11-

②). 

 

 

Figure 11 Competency breakdown report page. 

 

Within the “User competency summary page”, the teacher 

clicks on a link to review an activity that requires proficient 

completion to demonstrate the targeted competency (see Fig. 12). 
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Figure 12 User competency summary page. 

 

To manually rate a competency, the teacher clicks on the 

"Rate" button (Fig. 13-①), and then writes in the “Evidence 

notes” area when and by whom the competence was rated, as well 

as details of the course to which the competence was associated 

(Fig. 13-②). The teacher then selects an appropriate competency 

rating from the "Rating" dropdown menu (Fig. 13-③). 

 

 

Figure 13 Procedure for manually rating a competency. 

 

5.1 Competency Reviewer Role 

  To enable a teacher to review and rate competencies via the 

learning plan block and receive notifications for competencies 

that are waiting for review, a Moodle site administrator must first 

create a “Competency Reviewer” role and assign this to the 

teacher: Site admin ► Users ► Define roles.  

  It is important to leave the Role archetype as “None” (Fig. 14-

①) and for the “Context types” setting select “User” (Fig. 14-

②). You can tick “System” as a context type, but this will then 

mean any teacher assigned this role will see all competencies on 

the site. Normally a teacher would only review those inside their 

own courses. 

 

 
Figure 14 Creating a custom competency reviewer role. 

 

  The following capabilities should be set to “Allow” for this 

role:  

1.  moodle/competency:usercompetencyreview, 

2.  moodle/competency:usercompetencyview 

3.  moodle/competency:competencygrade 

4.  moodle/competency:userevidenceview 

  Once this custom role has been created, the site administrator 

must then assign the teacher to the students whose competencies 

they will review. When assigning a teacher to a large number of 

students, the administrator first creates a cohort and adds the 

relevant students to it. The administrator then navigates to Site 

administration ► Users ► Permissions ► Users Assign user 

roles to cohort, and chooses the teacher to be assigned from the 

“Select users to assign role” dropdown (Fig. 15-①). The site 

administrator then chooses “Competency reviewer” from the 

“Select role” dropdown (Fig. 15-②), chooses the cohort 

containing the teacher’s students from the “Select cohorts” 

dropdown (Fig. 15-③), and then clicks the “Assign” button (Fig. 

15-④). 

 

 

Figure 15  Assigning a teacher to a cohort of students whose 

competencies they will review. 
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5.2 Rating competencies via the learning plan block 

  By default, the Learning Plans block is available on the 

teacher's dashboard. Any competencies sent for review by their 

students will be visible here (see Fig. 16). However, it is 

important to note that the block will not be visible unless there 

are pending competencies to be reviewed. To begin a review of a 

competency via the learning plan block you first click on the link 

of the competency requiring review (Fig. 16-①). 

 

 

Figure 16  Teacher view of learning block showing 

notifications for review of competencies. 

 

  After entering the competency rating page, you click on the 

“Start review” button (Fig. 17-①). When the review is in 

progress, the review status words will change from “Waiting for 

review” to “In review” (Fig. 17-②). 

 

 

Figure 17  Starting the process of reviewing a competency via 

the learning plan. 

 

  You then scroll down the competency rating page and click on 

the link within the “Evidence” section (Fig. 18-①), which leads 

you to the completed Moodle activity or uploaded file that seeks 

to demonstrate the student’s proficiency in the targeted 

competency.  

 

 

Figure 18  Link to student’s evidence of targeted competency. 

 

  After grading the associated activity or reviewing the uploaded 

evidence, you then click the “Finish” button to finish the review 

(Fig. 19-①). The message 'In review' no longer displays for the 

student. You then click on the “Rate” button to rate the 

competency (Fig. 19-②). 

 

 

Figure 19   Finishing review of a competency. 

 

  You are then taken to the “Rate” page, where you write in the 

“Evidence notes” area when and by whom the competence was 

rated, as well as details of the course to which the competence 

was associated (Fig. 20-①). Finally, you select an appropriate 

competency rating from the "Rating" dropdown menu (Fig. 20-

②). 

 

 

Figure 20  Providing evidence notes and rating a competency. 

 

 The rating given is then reflected in the competency rating page 

for that student (see Fig. 21). 

 

 

Figure 21  Competency rating awarded. 

 

  Tip: It is important to remember that if you choose to rate a 

competency from within a learning plan block, then the 

competency will display as complete in the learning plan but will 

not show as complete inside the “Competency Breakdown” report 

within the course to which it is associated. Since this can cause 

great confusion if the task of monitoring a learning plan is shared 

among several teachers, it is best practice to advise such teachers 

to rate competencies solely through the learning plan block, and 

not via the “Competency Breakdown” report within a specific 

course to which the competency is associated .   

 

6. Competency Frameworks 

  Competency frameworks are a hierarchical list of 

competencies that describe the level of understanding or 

proficiency of a learner in certain subject-related skills. To create 

a competency framework, competencies must first be enabled on 

the Moodle site: Site admin ► Competencies ► Competency 
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settings. Both "Enable competencies" (Fig. 22-①) and "Push 

course ratings to individual learning plans" (Fig. 22-②) should 

be set to “Yes”. 

  This will enable CBE features on the site, as well as ensuring 

that any competency rated in a course will also be set in a user's 

individual learning plan. 

 

 

Figure 22  Enabling competencies on a Moodle site. 

 

  Competency frameworks can be manually added by users 

assigned a system role containing relevant capabilities, or can be 

imported and exported from Moodle in CSV format. At the time 

of this writing, 39 frameworks are available for import in CSV 

format from Moodle.net. In Moodle 3.2 or above, a plugin to 

import competency frameworks is included by default. However, 

in Moodle 3.1 this plugin must first be installed. Examples of 

these importable frameworks include: 

◦ CEFR – Unofficial Common European Framework for 

Languages 

◦ Common Core State Standards – Math 

◦ Australian Curriculum - Languages F-10 

  To manually create a competency framework, users assigned a 

system role containing relevant capabilities navigate to Site 

administration ► Competencies ► Competency frameworks, 

and clicks the "Add new competency framework" button (see Fig. 

23). 

  

 

  Figure 23   Creating a competency framework. 

 

  The framework name is the one that will appear in the 

frameworks list (Fig. 24-①). A short description should provide 

information regarding the types of competencies to be included 

in the particular framework (Fig. 24-②). The ID number is a 

unique identifier for the framework in the Moodle system (Fig. 

24-③). 

 

 

Figure 24 Naming, describing, and setting an ID for a 

competencies framework. 

 

6.1 Competency Rating Scales 

The default scale in Moodle to describe levels of competence 

is "Competent/Not Competent". However, it is possible for a site 

administrator to set up custom scales to express greater levels of 

competency (Fig. 25-①). Once a custom scale has been set up, it 

can then be applied to a competency framework (Fig. 25-②). 

  Finally, the custom scale needs to be configured to indicate 

which items in the “Proficient list” are considered to be at a level 

of competent. In the example below, 'Meets expectations' or 

'Exceeds expectations' will both result in the student achieving 

that competency (Fig. 25-③). 

  Tip: By setting up a custom scale at Dashboard level, it can be 

used site-wide in a variety of course categories and courses. It is 

important to note that once a scale has been used, you are unable 

to edit the scale itself. 

 

 

Figure 25 Setting up and configuring custom competency 

rating scales in a competencies framework. 
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6.2 Taxonomies 

     At the bottom of the “Add competencies framework” page, 

you have the ability to change the terminology used to describe 

the competencies in your framework at the different levels that 

they sit within your competency framework tree. By default these 

levels are all set to “Competency” (see Fig. 26). 

 

 

Figure 26 Setting terminology to describe different levels 

within the competency framework tree.  

 

When all settings are complete, click the "Save changes" 

button at the bottom of the page. This will create your new empty 

framework and take you to a page where you can begin adding 

competencies to your newly created framework. 

 

6.3 Adding Competencies to a Framework 

  To add a competency to your newly created framework you 

first select the framework name (Fig. 27-①), and then click the 

"Add competency button" (Fig. 27-②). 

 

 

Figure 27 Adding a competency to a newly created framework. 

 

  The competency name is the one that will appear in that 

particular competencies framework tree list (Fig. 28-①). A short 

description of the competency should also be included (Fig. 28-

②). The ID number for the competency must be unique within 

the Moodle system (Fig. 28-③). 

 

 

Figure 28 Naming, describing, and setting an ID for a 

competency within a framework. 

 

  The default setting for rating the particular competency is 

"Inherit from competency framework". However, you can also 

select a different scale for each competency from the dropdown 

menu if you wish to rate certain competencies differently to 

others within the same framework (Fig. 29-①). When all settings 

are complete, click the "Save changes" button (Fig. 29-②). This 

will create your new competency and take you to a page where 

you can continue adding competencies to your framework. 

 

 
   Fig 29  Selecting a rating scale for a competency. 

 

6.4 Competency Rules 

  By adding competencies under a particular node within the 

framework, you can create parent and child competencies (see 

Fig. 30). 

 

 

Figure 30   Parent and child competencies within a framework. 

 

  Competency rules can then be created to trigger automatic 

actions such as auto completion, based on certain criteria for the 

child competencies. To do so, you first click on the parent 

competency (Fig. 31-①), then click on the “Edit” button in the 

right hand pane (Fig. 31-②), and then select “Competency rule” 

from the menu (Fig. 31-③). 
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Figure 31   Creating a competency rule. 

 

  Selecting the outcome as "Mark as complete" will mark the 

parent competency with the default status of the marking scale, 

which should indicate "proficient" (Fig. 32-①). Selecting a value 

of “All children are complete” for “When” will trigger auto 

completion of the parent competency once all its child 

competencies have been achieved (Fig. 32-②). 

 

 

Figure 32  Auto completion rule for when all child 

competencies are complete. 

 

  By selecting a value of “Points required are met” for “When”, 

it is possible to add weights to child competencies towards 

completing the parent one, to express a difference in their 

importance (Fig. 33-①). You can also set whether a child 

competency is required before awarding the parent competency 

(Fig. 33-②). In addition, you can set the total amount of points 

required before awarding the parent competency (Fig. 33-③). 

   

 

Figure 33  Auto completion rule for when points tied to child 

competencies are met. 

 

7. Learning Plans 

  Once a "Competency framework" has been set up, a learning 

plan template can then be created. A learning plan defines a set of 

competencies which can be assigned to an individual or 

group of learners. A great advantage of using learning plans is 

that they are synced to users to which they are assigned, meaning 

that any updates made to the learning plan will appear to all 

students assigned to the learning plan. 

  To create a learning plan, users assigned a system role 

containing relevant capabilities navigate to Site administration ► 

Competencies ► Learning plan templates, and click the "Add 

new learning plan template" button (see Fig. 34). 

 

 

  Figure 34  Creating a learning plan template 

 

  From the "Competency picker" overlay, you can then select a 

particular framework (Fig. 35-①), find and select a competency 

you wish to include (Fig. 35-②), then click the "Add" button" to 

add it to the learning plan template (Fig. 35-③). This process is 

repeated until all targeted competencies have been added to the 

learning plan template. 

 

 

  Figure 35  Adding competencies to a learning plan. 

 

  After all targeted competencies have been added to the learning 

plan template you can then begin linking users to it. A learning 

plan template can be assigned to an individual user or to a group 

of users within a cohort. 

  To manually add an individual student to a learning plan, you 

navigate back to the "Learning Plan Templates" page, click on the 

“Edit” link in the right column of the learning plan template you 

wish to assign (Fig. 36-①), then select "Create learning plans" 

(Fig. 36-②). 
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Figure 36 Assigning an individual user to a learning plan. 

 

  You are then taken to a page where you can select an individual 

user (or users) from a dropdown to add to that particular learning 

plan (see Fig. 37). 

 

 

Figure 37 Adding an individual student to a learning plan. 

 

  A learning plan can also be linked to a cohort (or cohorts) of 

students. After first creating a cohort and adding students to it, 

you navigate back to the "Learning Plan Templates" page, click 

on the “Edit” link in the right column of the learning plan 

template you wish to assign (Fig. 38-①), then select "Add 

cohorts to sync" (Fig. 38-②).  

 

 

Figure 38  Assigning a cohort to a learning plan. 

 

  You are then taken to a page where you can select a cohort (or 

cohorts) from a dropdown to add to that particular learning plan 

(see Fig. 39). If new users are added to the cohort later, they will 

be automatically synced to the learning plan. 

 

 

Figure 39 Adding a cohort to a learning plan. 

 

  Pitfall: A common mistake when using learning plans is 

forgetting to enrol the individual users or cohorts using the plan 

into all the courses that contain activities to which learning plan 

competencies have been associated. Otherwise, when a learner 

clicks on links to activities within the learning plan they will be 

taken to a message telling them they are not enrolled in that 

course.  

8. Using Rules to Trigger Automatic Actions for 

Competencies 

  Once competencies have been added to a course, it is then 

possible to create rules to trigger automatic actions upon 

completion of courses, or upon completion of activities within 

courses.  

8.1 Triggering automatic actions for a competency upon 

course completion 

Triggering automatic actions upon course completion is only 

applicable if activity completion is activated within the course, 

and if the students will be completing the course. 

 To trigger automatic actions upon course completion, a 

course instructor first clicks on the “Competencies" link from 

within the specific course they teach, this takes them to a 

dropdown from which they can select an action for each 

competency when a course is completed. The four options you 

may choose from are: a) “Do nothing” (default), b) “Attach 

evidence”, c) “Send for review”, or d) “Complete the competency” 

(see Fig. 40). 

  Tip: Selecting the “Complete the competency” option is not 

advisable, since it will automatically award the targeted 

competency to a student upon course completion without 

requiring the instructor to first check the quality of the student’s 

work. However, choosing the “Send for review” option will alert 

the instructor in the “Learning plans” block that there are 

competencies requiring review. The instructor can then review a 

student’s work to determine how well it demonstrates proficiency 

in targeted competencies, before manually rating them. 
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Figure 40  Setting an action for a competency to trigger 

automatically upon course completion. 

 

8.1 Triggering automatic actions for a competency upon 

activity completion 

  Once competencies have been linked to a course, and if activity 

completion is activated within the course, it is also possible to 

trigger automatic actions upon completion of an activity to which 

a competency or competencies have been associated. 

  First you add an activity to the course. Then you click on the 

“Turn editing on” button on the course page and scroll down to 

the “Edit” dropdown for the activity (Fig. 41-①) and select the 

“Edit settings” link (Fig. 41-②). 

 

 

   Figure 41   Navigating to “Edit settings” for an activity. 

 

  You then scroll down to the "Competencies section" of the 

"Edit Settings" page and select one or more competencies from 

the dropdown list of course competencies (Fig. 42-①). You can 

map more than one course competency to an activity by selecting 

more than once from the “Course competencies” search 

dropdown list. 

  Selected competencies for that activity will then appear in blue 

above the competencies search dropdown (Fig. 42-②).  

 

 

Figure 42  Associating course competencies to an activity. 

 

  You then scroll down to the section called “Upon activity 

completion” and select one of the options from the dropdown (Fig. 

43-①). Then save the settings by clicking one of the Save option 

buttons below (Fig. 43-②). 

  

 

Figure 43  Setting an action for a competency to trigger 

automatically upon completion of an activity. 

 

  Choosing the “Attach evidence” option means that when a 

student has completed the activity, a text record is added to the 

competency record for that student stating that the activity 

associated with the targeted competency has been completed (see 

Fig. 44). 

 

 

Fig 44  Text message automatically added to competency 

record indicating activity completion. 

 

9. Analysis of Moodle CBE Functionality in 

Relation to Essential CBE Elements 

To determine the usefulness of Moodle CBE functions, its 

functionality was analyzed in relation to how well it supports 

each of the essential elements of competency-based learning. 

 

Table 1  Essential CBE Elements and Moodle CBE 

Functionality 

Essential CBE 
Elements 

Moodle CBE Functionality 

Learners are able 
to adjust their 
pace of course 
completion (e.g., 
accelerate or 
slow down their 
learning). 

Level of support: Good.  Learners can work 
through course competencies or learning plans 
at their own pace. Learners are rated solely on 
the degree to which they demonstrate mastery of 
assigned competencies, and not based on the 
time they spend learning. 

Learners are able 
to determine their 
own sequencing 
of learning. 

Level of support: Good.  Unless otherwise 
instructed, students can attempt Moodle 
activities associated with competencies in any 
order. 

Learners are able 
to keep track of 
their own 
learning and 
progress. 

Level of support: Good.  Students can view 
their progress toward achieving target 
competencies via a progress bar in the “Course 
competencies” page or via the “Learning plan 
competencies page”. Learners can track the 
competencies they have already achieved and 
those still requiring demonstration of mastery. 
Learners assigned to learning plans can track the 
status of their competency review requests. 
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Allows for the 
use of 
standardized 
assessments or 
authentic 
assessments (i.e., 
learners perform 
real world tasks).  

Level of support: Good.  Competencies can be 
awarded based on the results of online quizzes, 
or based on assignments that use a rubrics 
grading method to standardize assessment. Non-
digital scores gathered during assessment of real 
world tasks can later be input into the Moodle 
system (e.g. within the gradebook of a course 
assignment to which target competencies have 
been associated).  
Weak point:  Setting “Upon activity 
completion” in an automatically graded quiz to 
“Complete the competency” will cause only the 
default “Competent” scale value to be shown. If 
you wish to use a rating scale that describes 
more discreet levels of competence  (e.g. 
“Unacceptable”, “Needs improvement”, “Meets 
expectations”, “Exceeds expectations”), then the 
higher or lower values of competence must be 
manually rated by a competency reviewer. See 
the tip in section 8.1 of this paper on the best 
automatic action option to select when 
triggering a competency based on completion of 
a Moodle activity. 

Allows for a 
hierarchical list 
of competencies 
that describe the 
level of 
understanding or 
proficiency of a 
learner in certain 
subject-related 
skills. 

Level of support: Good.  Moodle competency 
frameworks sit at the site level, and not at course 
level. This allows activities within different 
courses to feed information back into the 
Moodle competency frameworks regarding 
measurable learning outcomes associated to 
learning activities, which help demonstrate 
mastery of a target competency (i.e. gradebook 
scores tied to Moodle quizzes, and/or scores tied 
to assessment of Moodle forums or 
assignments). 
Strong point:  A useful Moodle report plugin 
exists (downloadable from moodle.org) that 
provides learning program managers the ability 
to filter competencies based learning data by 
“Learning plan template”. This provides an 
overview of all competencies-related activity 
among a very large number of learning plans. 
This high-level monitoring capability is possible 
because identical learning plans are created for 
each learner at the time that a cohort is synced to 
a learning plan template.  
Strong point:   Preexisting competency 
frameworks can be downloaded from 
moodle.net and imported as .csv files into a 
Moodle system. 
Strong point:   Competency rules can be 
created in Moodle competency frameworks that 
trigger automatic actions based on certain 
criteria for child competencies: Different 
weights can be added to child competencies to 
express a difference in their importance toward 
achieving the parent competency; and/or child 
competencies can be designated as required 
before awarding a learner the parent 
competency. 
Weak point:  Because Moodle data competency 
frameworks sit at the site level, and not at the 
course level, there exists confusion regarding 
where best to rate the competencies. If you 
choose to rate a competency from within a 
learning plan block, then the competency will 
display as complete in the learning plan block 
but will not show as complete inside the 
“Competency Breakdown” report within the 
course to which it is associated. See the tip in 
section 5.2 of this paper on how best to prevent 
competency rating confusion.   

Allows for 
mastery through 
personalized 
learning 
pathways. 

Level of support: Good.  Competencies can be 
tailored to the specific learning needs of a 
learner by creating an individualized learning 
plan and assigning it to the learner. 
Strong point:   If users are given the role 
capability to ‘view their own draft learning 
plans’, they can create a draft learning plan for 
themselves, which can then be sent for approval 
to create an active learning plan from the draft.  

Allows for timely 
and differentiated 
instruction and 
support. 

Level of support: Good.  By requesting a 
competency review in a learning plan, learners 
can alert instructors when they have submitted a 
piece of work or completed an activity as 
evidence of a competency. Any competencies 
sent for review by learners will appear on the 
instructor’s learning plans block. 
Strong point:   Adaptive learning paths can 
also be created for learners by using a 
combination of “Activity completion” and 
“Restrict access” settings. For example, after 
taking a quiz any one of three different lessons 
might appear to a learner, depending upon their 
quiz score: One for low score ranges, one for 
average score ranges, and one for high score 
ranges. 
Weak point:  The ability to request a 
competency review only exists for learners 
synced to a learning plan template. These 
learners will require special instruction in how 
to locate the “Request review” and “Find 
courses” features in learning plans. 

Allows for 
assessment of a 
learner’s prior 
learning. 

Level of support: Good.  Learners can upload 
evidence of prior learning via an upload link 
within a learning plan. 
Weak point:  Learners require special 
instruction in how to use this feature, since this 
upload link can only be accessed via a learner's 
profile page, and not via the normally used 
learning plans block. 

 

10. Findings and Conclusion 

  The analysis presented in Table 1 reveals that Moodle CBE 

functionality offer good levels of support for each of the essential 

elements of competency-based education. Learning plans are 

particularly useful, since they enable learners to request a 

competency review once work has been submitted and the ability 

to track the review status of their request. Learning plans also 

provide a means of offering individualized and differentiated 

learning. 

Many of the weak points noted among Moodle CBE features 

can be overcome by ensuring that learners receive special 

instruction on how to request a competency review, how to find 

courses associated with competencies, and how to upload 

evidence of prior learning. To prevent competency rating 

confusion, it is very important that competency reviewers adhere 

to a consistent competency rating policy (see the tip in section 5.2 

of this paper). 

  There are several notable strengths regarding Moodle CBE 

functionality. Firstly, competency rules within Moodle 

competency frameworks provide program managers greater 

levels of fine-tuning regarding how sub-competencies are to be 

treated and rated (i.e. the ability to weight child competencies 

and/or designate which child competencies must be met before 

awarding a learner the parent competency).  

Secondly, Moodle CBE functionality provides the ability for 
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program managers, instructors, and learners to keep track of 

learning and progress toward achievement of target competencies. 

A Moodle report plugin is particularly useful for learning 

program managers, since its filtering capabilities can provide 

them an overview of all competencies-related learning activity 

among a very large number of learning plans.  

A third strength is that standardization in assessment of 

competencies is greatly aided by the use of Moodle quizzes, 

forums, or assignments to first assess what a learner knows and 

then provide adaptive learning paths that would allow that learner 

to advance at a pace that reflects his or her particular level of 

knowledge and skills. Higher levels of learner feedback and 

standardization of assessment can be achieved by the use of 

assignments that employ a rubrics grading method. 

Overall, Moodle CBE functionality provides a means of 

creating opportunities for learners to access learning resources 

and pathways that are not bound to a specific place and time. 

They also provide a means of offering individualized and 

differentiated learning, and a means whereby learners, instructors 

and program managers can keep track of learning and progress 

toward achievement of target competencies.  

  However, program managers must carefully consider how they 

want learners and instructors to interact with Moodle learning 

plans and course competencies. Instructors assigned the role of 

competency reviewer will require clear understandings regarding 

how they will assist learners and asynchronously monitor and rate 

learner progress online. To build familiarity with Moodle CBE 

features, instructors, learners and site administrators will require 

special training.  

  Novices to Moodle’s CBE features are advised against initially 

trying to apply them to an entire curricula and degree programs 

model until a high level of familiarity has been achieved. Instead, 

they should first experiment with Moodle CBE features by 

applying them to smaller institutional programs designed for 

purposes that are more specific (e.g. credit recovery programs, 

remediation programs, dual-enrollment courses, or early entry 

programs). A good starting point would be importing an existing 

competency framework from Moodle.net and adjusting it to your 

needs. 
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Improvements to the Moodle Cloze and GIFT Code Generator 
 

JORDAN SVIEN†1   

 

The Moodle Cloze and GIFT Code Generator, an Excel-based tool released in 2017, allows users to quickly generate lines of code 

ready to be imported into Moodle, streamlining the often-laborious Moodle question creation process. This generator has been 

updated to Version 3.1, which includes several new features. First, the interface has been overhauled and input screens have been 

expanded from 20 questions to 50, allowing for the creation of longer tests. Second, partial credit now can be awarded to incorrect 

answers. Third, users can create a feedback preset index, where predetermined comments can be recalled via preset for any answer. 

Finally, the generator now allows for customized question titles and categorization of questions within the question bank, improving 

question organization within Moodle. This paper demonstrates these new features of the generator, reviews the process from 

question input to readying the quiz in Moodle, and discusses future planned upgrades.  

 

ムードルクローズコードと GIFTコードジェネレーターの改良版 
 

スヴェン ジョーダン†1   
 

2017年にリリースされたエクセルを用いたムードルクローズコードと GIFTコードジェネレーターは、ユーザーに
対し、しばしば労力を要するムードルの問題作成過程を簡素化し、ムードルへ即インポートできる形式にまで作成

することを可能にした。このジェネレーターはいくつかの新しい機能を加えたバージョン 3. 1 へと改良された。第
一に、インターフェイスが全面改装され、インプットスクリーンの問題数を 20から 50へと拡大することにより、
より長いテストの作成を可能とした。第二に、不正解の回答に対する部分点の付与が可能となった。第三の改良点

として、ユーザーは予め設定しておいたフィードバックコメントを各回答に対して付与することができるようにな
った。最後に、このジェネレーターではムードル内の問題貯蔵庫（クエスションバンク）の問題タイトルとカテゴ
リーをカスタマイズできるようにし、ムードル内の問題体系を改善した。本論はこのジェネレーターのムードルへ

のテスト作成過程のレビューに加え、新しい機能を解説したものであるとともに、将来的な改良版への計画を検討
したものである。 

 

 

1. Introduction     

  To facilitate the creation of Moodle questions within the 

question bank, particularly for inexperienced users who may shy 

away from Moodle due to the initial hurdle of transferring a quiz 

manually from paper to its online counterpart, the Moodle Cloze 

and GIFT Code Generator was developed by Svien in 2017. By 

utilizing Excel formulas, the generator can automatically 

translate plain question and answer text and feedback into 

Moodle-readable code (Svien, 2017). To date, the generator has 

been downloaded over 1500 times from the website 

https://hbubecc.wixsite.com/jordan/tools. 

  Toward improving overall functionality and developing a 

smoother user experience, the generator has recently been 

updated to Version 3.1. This paper will outline the core 

functionality of the generator and the code strings it creates 

before detailing the updates new to Version 3.1 and discussing 

future potential improvements. 

2. Operating the Generator 

  This section provides basic details about cloze questions and 

GIFT format and summarizes the generator’s operating 

procedures. 

                                                                 
 †1 Hiroshima Bunkyo University 

2.1 Embedded answer (cloze) questions 

  Embedded answer (cloze) questions are a highly convenient 

and flexible question format that allows questions, answer 

choices, partial credit, and feedback to be coded within the body 

text of a Moodle question. This circumvents the process of 

entering text manually via other question formats and a lengthy 

series of mouse clicks and input boxes (Moodle.org, 2019A). 

Cloze code can be used for a multitude of question types such as 

multiple choice, short answer, matching, and in-line drop down 

questions. Furthermore, there is no limit on the number of cloze 

questions that can be embedded within the body text of a single 

Moodle question in the question bank. Thus, use of generators to 

produce cloze code for multiple questions that can subsequently 

be copied and pasted is very common. 

2.2 GIFT Format 

  GIFT format utilizes the Moodle question bank import process. 

Question text is coded and saved into a text document, which is 

then uploaded to Moodle. Unlike cloze questions, each individual 

question created will be saved as its own Moodle question. In 

addition to code that specifies questions as multiple choice, short 

answer, missing word, true or false, or matching type, GIFT code 

can also designate question titles, categories, feedback, and 

partial credit (Moodle.org, 2019B). Like cloze code, GIFT code 

generators are often used to generate lines of code that are pasted 
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into a text document and imported to Moodle. This circumvents 

the laborious process of creating each question via the Moodle 

question bank, making Moodle much more user-friendly to 

inexperienced users and saving considerable man hours. 

2.3 Generator interface 

  The cloze code and the GIFT format generator quiz input 

screens appear nearly identically. Each is shown in Figures 1 and 

2 below. 

 

 

Figure 1  Cloze Code Generator Interface 

 

 

Figure 2  GIFT Code Generator Interface 

 

① In both generator input screens, users first select the 

question type from the drop-down menu in the control panel 

on the left of the interface (yellow box). 

② Users input question text along with correct and incorrect 

answers. In the case of in-line replacement (cloze) or 

missing word (GIFT) questions, the answer word is typed 

as is into the question text, where it is subsequently 

removed by the generator. 

③ To apply feedback or partial credit, or to reveal additional 

incorrect answer columns, the appropriate button is pressed 

in the control panel to reveal the hidden columns. 

④ (Cloze Only) Users can automatically add a question 

number by pressing the appropriate button in the control 

panel (useful when there are several question lines 

embedded within one Moodle question). 

⑤ (GIFT Only) Users can provide a set title and category, in 

addition to specific question instructions, titles, and 

categories. (For more information on titles and categories, 

see sections 3.4 and 3.5.) 

⑥ Once all questions have been entered, the data can be 

copied manually from the question strings columns. For the 

GIFT generator, users can also press the appropriate button 

in the control panel to copy all question strings. 

⑦ After transferring the data to Moodle, the data is cleared by 

pressing the red button at the bottom of the control panel. 

  For further details about the operation of the generator, see 

Svien (2017).  

2.4 Transferring the data to Moodle 

  Embedded answer (cloze) data strings are simply pasted within 

the body text of an embedded answer (cloze) question, as 

demonstrated in Figure 3 below.  

 

   

 

Figure 3  Embedded Answer (Cloze) Question Creation 

 

  Once pasted, the user may make any formatting and/or spacing 

changes to align the test as desired. 

  GIFT Code strings are pasted into a text document via a text 

editing tool such as NotePad or TextEdit, as demonstrated in 

Figure 4 below.  

 

    

 

          

Figure 4  GIFT Code Import Process 

 

  If there are special characters, such as Japanese writing, the 

text file should be saved in UTF-8 format. The file is 

① 

① ② 

③
④ 

⑤ 

⑥

⑦ 

⑦ 

② 

③

⑥
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subsequently uploaded to Moodle via the question bank import 

feature, with users selecting “GIFT format” as their file format. 

Once the import is complete, users will be taken to the question 

bank to confirm their newly created questions. 

3. Features New to Version 3.1 

3.1 Interface improvements 

  To accommodate larger quizzes, both the cloze and GIFT 

generator interfaces have been reconfigured to accept 50 

questions at a time. Furthermore, as shown in Figures 1 and 2, 

buttons for showing and hiding columns have been moved to a 

control panel to the left of the input screens, allowing for a cleaner 

experience by consolidating all the generator toggles and 

command buttons into a single location. The entire control panel 

can also be hidden to further streamline the interface. 

3.2 Partial credit columns 

  In both generators, incorrect answers can now be assigned a 

partial credit value, as demonstrated in Figure 5 below.  

 

 

 

Figure 5  Partial Credit Demonstration 

 

  By revealing the partial credit columns from the button in the 

control panel, users can enter a value out of 100 to be awarded 

for incorrect answers. This value is automatically added to the 

line of code adjacent to the incorrect answers. In the case of short 

answer questions, while leaving the partial credit value blank 

already awards 100% to alternative answers, users can also assign 

partial credit values to these alternate answers. This could be used 

to partially mark off points when less desired answers are entered, 

such as incorrect spellings.  

3.3 Feedback Presets 

  Through showing the feedback columns in either generator’s 

control panel, users can enter feedback messages for both correct 

and incorrect answers. To streamline this process, a feedback 

preset system has been implemented and can be found to the right 

of the main interface. 

 

Figure 6  Feedback Preset Input Interface 

 

  Two types of feedback presets have been programmed: 

individual answer and group incorrect answer feedback. These 

feedback messages are linked to numbers or letters as shown in 

Figure 6 above. Users can enter feedback messages they wish to 

use repeatedly next to one of these number or letter presets (some 

examples have been pre-written but can be overwritten as 

desired). These presets can then be input into the feedback 

column(s) of the generator to automatically attach the desired 

message to the appropriate answer. Figure 7 below demonstrates 

the feedback presets as preprogrammed in Figure 6.  

 

 

 

Figure 7  Feedback Preset Demonstration 

 

  In the case where one single feedback message is desired for 

all incorrect answers, to circumvent having to enter identical 

preset numbers into every incorrect answer feedback column, 

users can instead use a preset letter from the group incorrect 

answer feedback section. This letter is input into the “Feedback 

on Wrong Answer 1” column (demonstrated in question 2 of 

Figure 7 above), upon which the linked message is automatically 

attached to each incorrect answer in the question.  

  



MoodleMoot Japan 2019 Proceedings  

 

ⓒ2019 Moodle Association of Japan 22 
 

3.4 Customizable Question Titles (GIFT) 

  As of Version 3.1, the question titling system for the GIFT 

generator has been revamped. 

 

Table 1  Question Title Format Version Comparison 

Old Format Question Titles (Version 3.0 and prior) 

Question Title Pieces Example Question Title 

1. Optional Set Title 

2. Question Number 

3. (Question Format) 

::Geography  Question 01 (MC):: 

New Format Question Titles (Version 3.1) 

Question Title Pieces Example Question Title 

1. Optional Set Title 

2. Specific Title 

-OR- 

3. Question Text 

::Geography  Capital of Canada:: 

-OR- 

::Geography  What is the capital of 
Canada?:: 

 

  As seen in Table 1 above, previous versions of the generator 

allowed for a single question set title that attached itself to all 

questions. This was followed by automated numbering and the 

format of the question (such as MC for “Multiple Choice”). Once 

the questions were imported to Moodle, these titles would display 

within the Question Bank. 

  From Version 3.1, users can now specify specific titles for each 

question. Furthermore, the automatic question numbering and 

question format attachment to the question titles has been 

scrapped. 

 

 

Figure 8  GIFT Question Title Input 

 

  In Figure 8 above, specific question titles are input into the 

marked column, in addition to an optional blanket set title located 

below the control panel. If users do not wish to give a specific 

question title, the question text itself will be used as the title. This 

code will appear automatically in the GIFT question strings 

column. Thus, users now have the freedom to use whatever 

question naming conventions they are comfortable with that 

matches the organization of their question bank. Once the 

questions are imported to Moodle, their titles will display as 

written as seen in Figure 4 (see section 2.4). 

3.5 Category labels (GIFT) 

  Moodle allows for the categorization of questions into folders 

and subfolders within the question bank. These categories are 

normally set up in advance via the “Categories” option within 

Moodle’s course administration tab, as shown in Figure 9 below. 

  

Figure 9  Moodle Question Bank Categories 

 

  GIFT code allows the automatic placement of questions into 

designated categories. Following, the GIFT generator now allows 

category labels to be designated so they will be uploaded into the 

appropriate question bank category. Similar to customizable 

question titles, both blanket category labels and question-specific 

category labels can be input. 

 

 

        

Figure 10  GIFT Question Category Demonstration 

 

  As shown in Figure 10 above, users first turn on categories in 

the GIFT generator by clicking on the appropriate button in the 

control panel. Users subsequently input the main category located 

at the bottom of the control panel, followed optionally by any 

question-specific category in the newly revealed column. The 

resulting categories will automatically be added to the GIFT 

question strings column. If users designate a category that does 

not exist within the question bank, Moodle will automatically 

create that category post-question upload. Thus, this feature is 

highly convenient for users who wish to make multiple quizzes 

simultaneously (especially with the expansion of the question 

input count as described in section 3.1), as all questions can be 

categorized into their appropriate subcategories for easy upload 

to quizzes.  

  Users may also manually subcategorize questions within the 

main or question specific category input areas by using a slash [/] 

between category labels, such as “Geography/Test 1”. If used in 

the main category input, this can be used to bypass the question 

specific category column, useful in cases where all uploaded 

questions are bound for the same question bank category. 

4. Future Upgrade Plans 

  Several features are under consideration for a future version of 

the generator.  
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  First, adding tags to questions for convenient searching is a 

useful feature for those with particularly large amounts of 

questions within the question bank (Moodle.orgC, 2019). Similar 

to the implementation of question titles and categories, user-

defined tags can be added as an additional input column to the 

GIFT generator.  

  Second, matching questions, a popular format for quizzes, are 

currently not supported by the GIFT generator as they would 

require a considerable format reconfiguration due to the current 

single-question single-line layout. To this end, a new interface 

specifically for matching questions is under consideration. 

  Third, for users who may find it unnatural to input questions 

and answers horizontally rather than vertically as is commonly 

found on paper tests, a vertical layout converter is under 

development. This converter would allow users to input their 

question text in a format more conducive when copying questions 

from a paper test to the generator, whereupon the data would be 

sent in its proper format to the appropriate generator interface.  

  Finally, as the GIFT generator forms the back end of Svien’s 

(2018) Quizlet Integrated Moodle Code Generator Excel tool, 

these two tools can be merged into one, allowing users to 

automatically generate Moodle quizzes based on student Quizlet 

vocabulary study data (for details see Svien, 2018) that are 

supported by Version 3.1’s functionality enhancements. 
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クラウドを利用したログ解析環境の Moodleへの適用 
 

浜元信州†1 横山重俊†1†2 竹房あつ子†2 合田憲人†2 

桑田喜隆†3 石坂徹†3 

 

Moodle にはウエブサービスの提供に必要な LAMP 環境のログや Moodle の活動ログ等の様々なログが蓄積されて
いる。前者は、Moodle同時利用時の負荷分析や、セキュリティインシデント時の発生源特定に有効であり、後者は、

近年盛んな Learning Analytics（LA）研究でも分析に利用されている。 

大学間連携や、部局統合に伴い、全学 Moodle、大学間共有 Moodle などの大規模 Moodleが現実的になりつつあり、
それに伴って蓄積されるデータも大規模化している。大規模化に耐えるためには、サーバ資源をクラウド化すること

が解決策の一つとなるが、クラウド上での処理では、そのデータ管理が問題の一つとなる。 

我々はローカルの Moodle のデータ解析をクラウド上で行うため、情報漏洩に配慮し、データの暗号化機能を備え
た環境を提案する。その手順を Jupyter Notebook を利用して整理することで、多くの環境で適用可能な提供形態とし

た。本稿では、ログ解析環境と Jupyter Notebook の利用形態について述べ、Moodle負荷試験に適用した結果を述べる。 

 

Application of Log Analysis Environment using a Public Cloud for 

Moodle Service Operations 
 

NOBUKUNI HAMAMOTO†1 SHIGETOSHI YOKOYAMA†1†2 

ATSUKO TAKEFUSA†2 KENTO AIDA†2 YOSHITAKA KUWATA†3 

TOHRU ISHIZAKA†3 

 

On Moodle and related servers, various logs are recorded and stored such as the LAMP environment logs required for providing 

web services and Moodle activity logs. The logs of the LAMP environment are effective for load analysis and identification of 

affected users when security incidents arise. Moodle activity logs can be analyzed and used in Learning Analytics (LA) research 

that is being actively studied of late. 

In addition, large-scale Moodle systems such as university-wide Moodle and inter-university Moodle sharing systems are 

becoming realistic with instances of inter-university collaboration and department integration increasing. The scale of accumulated 

data is also becoming large. The use of a public cloud is one of the solutions to handle such large-scale data. However, we need a 

way to protect ourselves from data leakage to the cloud when processing such data. 

We propose a secure cloud log-analysis environment to analyze on-campus Moodle logs, using encryption of the records. We 

have developed the Jupyter Notebook for the construction of this environment and applied it to the various logs of Moodle. In this 

paper, we describe the proposed log-analysis environment and the results of application to a Moodle load test. 

 
 

1. はじめに  

 Moodle は現在、大学を始めとした多くの教育機関で用い

られており、授業や自習のためのサービスとして不可欠な

ものとなりつつある。この結果、Moodle の運用に伴いログ

が生成されており、その活用が期待される。例えば、ウエ

ブサービスの提供に必要な LAMP（Linux, Apache, MySQL, 

PHP）環境のログや Moodle の活動ログ等の様々なログがあ

る。前者は、複数利用者による Moodle 同時利用時等の負

荷分析やセキュリティインシデント時の発生源特定に有効

であり、後者は、近年盛んな Learning Analytics（LA）研究

でも分析に利用されている（木實ほか 2018）。 

一方で、Moodle を安定運用するためには、システム運用

に必要な様々な課題を解決する必要がある。近年は、大学

間連携や部局統合に伴い、全学 Moodle、大学間共有 Moodle

                                                                 
†1 Gunma University 

†2 National Institute of Informatics 

†3 Muroran Institute of Technology  

などの大規模 Moodle が現実的になりつつある。これによ

り、利用者の一斉アクセス数やコース数、保存されるファ

イル容量が増大し資源の確保が難しくなることや、部局や

機関を越えた ID の管理など、運用に関わる問題はますま

す難しくなっている（上田ほか 2015; HAMAMOTO et al. 

2018; 浜元ほか 2018a; 浜元ほか 2016）。蓄積されるデー

タが大規模化していることが問題の 1 つだが、大規模化に

耐えるためには、サーバ資源をクラウド化することが有力

な解決策である（桑田ほか 2018; 浜元ほか 2018b）。 

 システム運用に必要な要素の一例として、英国商務局に

よりまとめられたガイドブックである ITILv2 のサービス

サポートの中ではインシデント管理、問題管理、構成管理、

変更管理、リリース管理、サービスデスクの 6 つの要素を

挙げている。aこれらは Moodle をサービスとして運用する

際にも必要な要素であり、Moodle の運用を念頭に置いて各
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要素を記載すると以下のようになる。 

 インシデント管理：Moodle の障害対応記録管理、利用 

 問題管理：Moodle の障害対応、予兆検知 

 構成管理：Moodle 設定の構成情報の収集、管理、提供 

 変更管理：Moodle に行われた変更の許可、実装 

 リリース管理：テストと導入バージョンの管理 

 サービスデスク：Moodle 利用者からの質問受付窓口 

本課題は全て解決するべきものであるが、中でも、リリ

ース管理については、クラウドを利用した試みが筆者らを

中心に行われており、Moodle アップグレードや OS 環境

のアップデートの際に事前テスト、及び、アップデートを

迅速に行う仮想基盤が提案されている（浜元ほか 2018b）。

本論文では、引き続き問題管理の中にある Moodle の障害

対応、予兆検知の解決に向けて、パブリッククラウドとオ

ンプレミスの両者を利用したログ解析環境を提案する。著

者らはネットワークログの解析を目的としてクラウドと

オンプレミスを利用したログ解析環境を提案している（浜

元ほか 2019）が、本論文ではこれに改変を加えて Moodle

のログ解析にも適用した。Moodle のログ環境構築には、

クラウドでのアプリケーション環境構築を支援する「学認

クラウドオンデマンド構築サービス」（竹房ほか 2017; 

TAKEFUSA et al. 2017; “学認” 2019）を利用した。本ログ

解析環境では、サービスは全て Docker コンテナとして提

供される。構築した環境を利用した Moodle 負荷試験を行

い、提案環境が有効に利用できること示す。 

 

2. ログ解析環境の要求要件 

 我々は本論文で障害対応や予兆検知を行うためのログ解

析を目指して、ログ解析環境を提案する。ログ解析やその

ための環境は、Moodle だけでなくサーバやネットワークの

ログなどでも同様に必要である。障害対応の場合には

Zabbix 等の監視ログで十分な場合もあるが、予兆検知やよ

り深い解析のためには複数のログを関連させて原因を追究

することが必須である。また、セキュリティ対応も考える

と、近年はインシデントが長期化していることから、長期

間のログをため込んで端末特定などの追跡に使うこともあ

る。上記のような背景から、クラウドを利用したログ解析

環境として以下の構築要件が提案されている（浜元ほか

2019）。 

 要件(1) 

多様なログを集約し、数年、数か月にわたるログの長

期保存ができること。 

 要件(2) 

ログの分析によりインシデント検知できること。 

 要件(3) 

外部 SOC などからの情報を元に、迅速に端末が特定

できること。 

 要件(4) 

多くの機関で利用可能であること。 

これらの要件を満たすログ解析環境を構築するにあた

り、大量の計算資源と可用性の高いストレージを提供して

いる IaaS 型のパブリッククラウドを利用する。IaaS 型のパ

ブリッククラウドでは、ハードウエアがクラウド提供会社

の管理下にあることから、ストレージなどに保存するデー

タが管理会社へ漏洩する可能性を極力防ぐ必要がある。こ

のため、クラウドを利用するための要件として以下を挙げ

る。 

 要件(a) 

クラウド上へ機密情報を保存する際には、漏洩対策を

施すこと。 

上記すべての要件を満たすクラウド上のログ解析環境

で は Literate Computing for Reproducible Infrastructure 

(LC4RI) という考え（政谷ほか 2015; 長久ほか 2017）のも

と、Jupyter Notebook（”Project Jupyter” 2019）を利用してサ

ーバ構築・管理が実施できるようにした。 

3. ログ解析クラウド環境 

上記要件を満たしたログ解析環境を Moodle へと適用し

た場合の概要図を図１に示す。ログ解析の対象となるログ

の源泉は各機関にある。一方で、ログ解析やログの保存に

必要な計算資源、保存容量はパブリッククラウドを利用す

ることで十分に準備できる。本ログ解析環境は、両者を組

み合わせた構築環境となっている。発生したログは、大学

のログサーバに転送され、ログサーバからログ転送サーバ

へ転送される。ログの転送には fluentd を利用した（”Fluentd” 

2019）。fluentd を利用することによりログの転送のほか、フ

ィルタ処理を実装することできる。正規表現を利用しログ

を意味のあるフィールドに分けることがその一つである。 

Figure 1 Conceptual diagram of the log transfer in the 

proposed log analysis environment. 

図 1 提案ログ解析環境中の Moodle 関連ログ転送

概念図 



MoodleMoot Japan 2019 Proceedings 

 

ⓒ2019Moodle Association of Japan 26 
 

本ログ解析環境のもう一つの特徴として、ログのストリ

ーム処理を利用した結合ができることがある。ストリーム

処理には norikra を利用した（”Query of Norikra” 2019）。こ

の機能を利用すると、複数のログをあらかじめマージして

おく処理が可能である。本機能は、ネットワークログの解

析の場合（浜元ほか 2019）では有用な機能だが今回の

Moodle への適用では利用しなかった。 

 

3.1 解析対象ログ 

本ログ解析環境で考慮している Moodle に関連するログ

を表 1 に示す。ログのソースとしては Moodle ソフトウエ

ア本体に記録される標準イベントログ、Moodle を動作させ

るための LAMP（Linux, Apache, MySQL, PHP）環境、更に

は、Moodle が動作しているハードウエア基盤がある。 

 

表 1 Moodle 管理に関わるログとその内容 

Table 1 Logs and their contents concerning the administration 

of Moodle. 

ログの 

ソース 

ログファイル・ 

内容 

保存場所 

（標準） 

保存場所 

（本環境） 

Moodle ソフ

トウエア 

標準イベントログ Moodle サ

ーバ：DB 

ログ DB 

LAMP 環境 

Web, PHP 

アクセスログ 

エラーログ 

Moodle サ

ーバ：File 

ログ DB 

LAMP 環境 

DB 

DB ログ Moodle サ

ーバ：File 

ログ DB 

LAMP 環境 

OS 

OS ログ Moodle サ

ーバ：File 

ログ DB 

動作基盤 CPU 、メモリ、

Disk,、NW 使用量 

監 視 サ ー

バ 

ログ DB 

 

Moodle ソフトウエアのログでは、標準イベントログとし

てMoodleに関連するイベントがMoodleのデータベース上

に記録される。具体的には、教材配布の際の教材へのアク

セス、小テスト、課題提出、フォーラム利用、フィードパ

ック等の活動ログが含まれる。 

LAMP 環境のログは Web サーバのアクセスログ、エラー

ログ、OS のエラーログがあり、Moodle サーバ上に記録さ

れている。また、動作基盤の CPU、メモリ、Disk、ネット

ワーク（NW）使用量は、Moodle の外の zabbix のような監

視サーバから監視を行い監視サーバ上に記録されるのが標

準的である。 

従来はこれらのイベントログと動作基盤のログは、ログ

の発生源にとどまり分散管理されていた。しかしながら、

ログを互いに比較して障害や予兆検知のような高度な相関

分析を行うためには、ログを統一的な環境で管理すること

が適切である。本ログ環境ではこれらのログを統一的に管

理する基盤を提供する。 

これらのログはセキュリティインシデント発生時の追

跡等にも利用されるが、そのためにはログを蓄積する必要

がある。このための資源を大学内に準備することも考えら

れるが、要件(1)にも挙げたように長期間の保存を考えると、

パブリッククラウドを利用して調達することで、容量の上

限に悩まされることなく調達することが可能となる。この

ため、本環境ではログの保存にはパブリッククラウドを利

用した。 

 

3.2 ログ転送処理 

Moodle 及び監視サーバで発生したログは、ログ転送サー

バである fluentd を利用して取得する。監視サーバには今回

は zabbix を利用している。監視ソフトウエア zabbix でのハ

ードウエア監視情報は、監視サーバ上の関係データベース

上に保存されているため fluentd の SQL プラグインを利用

して取得した。同様に moodle の標準イベントログに関し

ても Moodle の関係データベース上に保存されている。こ

こでは logstore_standard_log テーブルと user テーブルを取

得した。 

 

3.3 暗号化機能 

学内からクラウド上に転送する際に、機密情報について

はデータの秘匿性を高める必要がある。これらのログのう

ち、イベントログには氏名などの個人情報が含まれる。要

件(a)にも記載したが、これをクラウド上で扱うために情報

漏洩対策を行うことが必須である。このため、本ログ解析

環境の暗号化機能を利用してこれらの情報を暗号化し対応

することとした。 

秘匿性を高めるための方法として、本ログ解析環境では

以下の方法が利用可能となるよう fluentd のプラグイン実

装を行った（浜元ほか 2019）。 

1. 暗号化 

2. マスキング（特定の文字で置き換える） 

3. ハッシュ化 

4. 消去 

これらの方法のうち、暗号化以外の、マスキング、ハッ

シュ化、または、消去を適用した場合には、変換後の情報

から元の情報を復元することが困難となる。本論文では、

インシデント対応等で最終的にユーザを特定することが必

要となること想定しているので、情報の復元が必要となる。

このため、データを暗号化する形で Moodle への適用を行

った。具体的には、user テーブルのログのうち、以下の情

報は暗号化して保存するようにした。 

 username 

 firstname 

 lastname 

 email 
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 middlename 

 lastnamephonetic 

 firstnamephonetic 

 alternatename 

暗号化に利用したパスワードなどはパブリッククラウ

ドではなく、大学側に保存し、クラウド上の情報のみでは、

内容が解読できないように配慮した。 

 

3.4 検索システム 

セキュリティインシデント発生時など、Moodle では関連

するユーザを特定することが重要となる。インシデント発

生時間帯に活動を行っていたユーザは、Moodle の標準ログ

（logstore_standard_log）に記録されている。本テーブルに

はユーザが Moodle の内部 id で記録されているため、本 id

と user テーブルをマージして、ユーザ情報を特定する必要

がある。上記のユーザ特定の過程は、クラウド側への情報

漏洩を防ぐため大学側で実施する必要がある。この手順の

実装には、LC4RI の考えに基づき、Jupyter Notebook を利用

して行った。 

検索用の Notebook を抜粋したものを図 2 に示す。ここで

は、検索条件として指定した時間の前後 24 時間にコース

閲覧したユーザを検索している。図中にある「4 検索条件

の入力」では、検索対象のイベントを示す文字列と時間帯

を入力し「 5.3 検索の実行」で Moodle の標準ログ

（logstore_standard_log）を検索しログ中の内部 id を user テ

ーブルとマージしてユーザの分かる形で出力している。検

索されたユーザは，ユーザ名 tool_generator_000002 でユー

ザ ID が 6 番である。図 2 の下方の赤枠には、user テーブル

から、ユーザ ID（id 6）とこれに紐づいた username を検索

し、復号せずに表示した。これが検索時には中段の赤枠の

ように tool_generator_000002 という名前に復号されて表示

されている。 

ネットワークログの解析の場合（浜元ほか 2019）ではロ

グ分析システムはなかったが、本論文では複数のログの関

係を見るため Kibana を利用したログの分析システムを構

築した。図 3 に本システムで表示されている内容のスクリ

ーンショットを示す。上から Disk I/O、ネットワーク使用

量、Moodle 標準ログ、CPU 利用量、メモリ利用量、プロセ

ス数が表示されている。このように複数のグラフと、

Moodle標準ログを並行して配置することにより、Moodleで

発生したイベントと動作基盤との関連を容易に検索できる。 

 

4. Moodle 負荷試験 

開発したログ解析環境の適用例として、Moodle の負荷試

験を実施した。環境構築には、Amazon Web Services（AWS）

と群馬大学の VMware 基盤を利用し、両者を統合的に構築

するために「学認クラウドオンデマンド構築サービス」を

用いた。本サービスでは、統一されたパブリッククラウド

の制御 API を提供しているため、開発した Notebook を用

いて主要なパブリッククラウド上での環境構築が可能とな

る。 

今回は Moodle に付属する JMeter テストプラン（”Apache 

Jmeter” 2019）を利用した負荷試験を行った。本テストプラ

ンは、指定したコースに対して、指定したユーザ数のユー

ザが以下の動作を指定した回数行うものである。 

1. ログイン 

2. ダッシュボードにアクセス 

3. コースにアクセス 

4. ログアウト 

5. ログイン 

6. コースにアクセス 

7. ページモジュールにアクセス 

8. フォーラムにアクセス 

9. ディスカッションを見る 

図 2 Jupyter Notebook によって実装された検索シス

テムの一例 

Figure 2 An example of the searching system 

implemented by the Jupyter Notebook 
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10. 返信する 

11. ユーザ一覧を見る 

12. ログアウト 

今回の試験で利用したコースは Moodle の JMeter テスト

プランにある L サイズのコースを作成して利用した。本コ

ースは 1GB 程度の容量があり 500 のトピック、1000 のペ

ージモジュール、500 の課題モジュール、1 つのフォーラム

からなるコースである。 

負荷試験を行った Moodle サーバに利用したソフトウエ

アを表 2 に示す。いわゆる LAMP 環境であり、OS は Cent 

OS Linux、Web サーバは Apache、PHP、データベースとし

て MariaDB を利用した。 

同時アクセスに応答するため、Apache のプロセス制御と

して MPM を利用し、そのパラメータは表 3 のように設定

している。常時 100 プロセスが起動し、サーバへのアクセ

スに応じて 300 プロセスまで起動する。 

サーバのハードウエア基盤は VMware を利用しており、

その物理マシンのスペックを表 4 に示す。今回の試験対象

とした仮想マシンは 1 台構成であり、割り当てたメモリは

16GB、HDD 容量は 40GB である。また、CPU の性能を 8

コアに固定した。 

 

表 2 Moodle サーバソフトウエアとバージョン 

Table 2 Software and version of the Moodle server. 

用途 ソフトウエア バージョン 

OS CentOS Linux 7.6 

Web サーバ Apache 

php 

2.4.6 

7.2.16 

DB サーバ mariadb 5.5.60 

Moodle Moodle 3.5.2 

 

表 3 Apache のマルチプロセッシングモジュール

（MPM）の設定値 

Table 3 The configuration parameters of multi-processing 

module (MPM) of apache. 

設定変数 値 

StartServers 100 

MinSpareServers 100 

MaxSpareServers 100 

ServerLimit 300 

MaxClients 300 

MaxRequestsPerChild 80 

 

表 4 サーバハードウエア基盤のスペック 

Table 4 The spec of the server hardware infrastructure. 

種類 機器 

CPU Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz 

HDD HUC101812CSS200 

HGST 社製 SAS 10520rpm 2.5 インチ 1.2TB 

メモリ DDR4 2400MHz 256GB 

 

以下に 2 種類の試験結果を示す。両者は、仮想マシンや

物理マシンのスペックは同じだが JMeter のテストプラン

の Ramp-Up 時間を変化させ同時アクセス数を変えている。

試験 A では、100 人が 10 秒間でアクセスを開始すること

を想定しスレッド数を 100、Ramp-Up 時間を 10 秒に指定し

た。試験 B では、Ramp-Up 時間を 120 秒に設定し 100 人が

120 秒かけて順番にアクセスするという状況を想定して試

図 3 提案ログ分析システム 

Figure 3 The proposed log analysis system. 
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験を行った。両者ともに、ターゲットスループットは 1000

サンプル数/分として実行が遅れることのないように調整

を行った。また、ループ回数は 1 回とした。 

図 4 に試験 A の結果を示す。上段から Disk I/O、ネット

ワーク使用量、Moodle standard log の活動の種類、CPU 使

用量、メモリ／スワップ使用量、プロセス数、Apache のア

クセスログを示している。 

Moodle standard log のグラフから今回の一連のテストの

様子を見ることができる。テストの内容と moodle standard 

log に記録されている内容の対応を表 5 に示す。 

テスト内容とそれに対応するサーバの動作状況は、本ログ

解析環境を利用して moodle standard log の内容と動作状況

の内容を比較することで容易に確認できる。 

ログイン（１）の際には Disk I/O の読み込みアクセス（紫）

が大きくなり、初回ログインの際データが読みこまれてい

ることが分かる。一方、書き込みアクセスは期間中ほぼ一

定を保っている。Network Traffic では、ネットワーク使用

量のピークが 2 箇所ある。2 カ所とも Moodle Standrd Log

の course viewed や course module viewed、forum viewed と関

連している。これは、本コース（コースサイズ L）が多く

のモジュールで構成されているため、コースの表示内容が

多くなっていることを反映している。CPU の利用量は試験

期間を通じてアイドル状態（紫）から利用状態（緑）に変

化し利用率は概ね 100%である。つまり、CPU 性能が本試

験のボトルネックとなっていることが見て取れる。また、

discussion viewed の後、活動が記録されていないことから、

discussion の閲覧時間がかかっていることが分かる。 

プロセス数は 400 近くまで増加しているが、メモリの残

量は、テスト期間中を通してメモリ利用可能量（ベージュ）

が残っておりスワップを使っていない。このことから、メ

モリ不足ではないことがわかる。 

 

表 5 Jmeter の活動内容と Moodle 標準ログの対応 

Table 5 The correspondence of the activity in Jmeter testplan 

and Moodle standard log. 

 活動内容 標準ログ 

1 ログイン Course viewed & login 

2 ダッシュボードに

アクセス 

Dashboard viewd 

3 コースにアクセス Course viewed 

4 ログアウト logout 

5 ログイン Course viewed & 

login 

6 コースにアクセス Dashboard viewed 

Course viewed 

7 ページモジュール

にアクセス 

Course module viewed 

8 フォーラムにアク

セス 

Forum viewed 

9 ディスカッション

を見る 

Discussion viewed 

10 返信する Post created & uploaded 

11 ユーザ一覧を見る Course viewed & 

User list viewed 

12 ログアウト Logout 

 

図 5 に試験 B の結果を示す。試験 A は約 5 分でテストが

完了しているが、試験 B では Ramp-Up 時間が 10 秒から

120 秒に伸びたため約 7 分に増加した。Moodle 標準ログの

内容も試験 A の場合は、個々の活動が集中して行われてい

るのに対し、試験 B の場合は複数の活動が並行して行われ

ていることが分かる。Disk I/O はどちらも同じような傾向

であるが、ネットワークトラフィックと CPU 使用量は、テ

スト後半に負荷が集中していることが分かる。試験 A と異

なり、試験 B では CPU 使用量は常に 100%とはならない。

テスト後半の forum 関連の動作を実施した時のみに 100%

となっていることが分かる。これは、Moodle 標準イベント

ログとの比較から forum に関連する作業の CPU 負荷が高

いことが原因とわかる。ネットワーク使用量も同様の傾向

図 4 試験 A の結果 

Figure 4  The result of test A. 
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である。 

プロセス数は、試験 A、試験 B のどちらも総数は変わら

ない。メモリ使用量は、図 4 の試験 A の結果では、Memory

のメモリ残量（ベージュ）がほぼ 0 になっているのに対し、

図 5 の試験 B では、Memory のメモリ残量（ベージュ）の

利用可能メモリは多く、プロセス当たりのメモリ使用量が

減っていることが見て取れる。これは forum 関連の動作の

メモリ使用量が多く、試験 B では forum 動作が集中せずに

分散したためであると解釈できる。 

試験 A の場合には、discussion viewed に対する反応時間

が長く、JMeter で反応時間を見ると 1s 程度の時間がかかっ

ていた。しかしながら、試験 B の場合には 0.3s 以内に収ま

っていることが分かった。 

 

5. 結論 

Moodle 運用で解決する課題の一つ、障害対応、予兆検知

を進めるためログ解析環境の開発を行った。学認クラウド

オンデマンド構築サービスを利用して、オンプレミス

（VMware）とパブリック（AWS）を融合したログ解析環境

を構築した。クラウドに転送する個人情報は暗号化を行い、

ユーザ特定はオンプレミス上で実行できるように配慮した。 

本ログ解析環境の適用例の一つとして、Moodle のログ解

析環境を提案し、その構築を行った。Moodle では、監視デ

ータ（zabbix）などマシンやネットワークの状態の低レイヤ

のログと、Moodle イベントログなどのアプリケーションレ

イヤのログが密接に関連している。本環境では、両者を統

合して管理可能なログ解析環境を作成できることが分かっ

た。 

構築したログ解析環境を利用して Moodle 負荷テストの

解析を行った。その結果、Moodle のイベントとサーバやネ

ットワーク負荷の関係が一つの画面で表示されることで、

サーバ負荷の原因となる Moodle イベントの同定などが可

能となり、両者の相関を容易に理解できることが分かった。 
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Moodleと Jupyter Notebookの連携による 

プログラミング教育環境の構築 

 
 

石坂徹†1、桑田喜隆†1、合田憲人†1、政谷好伸†1、横山重俊†3、浜元信州†3 

 

プログラミング教育は年々重要視され、教養系科目の必修として開講される大学もある。プログラミング教育の環境

は、エディタや実行環境などを整備する必要があるが、教養系科目として開講される場合は大人数授業になり、Moodle

などの Learning Management System(LMS)の利用が不可欠である。また、学生の自学・自習を促進する上で、大学で用
意した PC での利用だけでなく自宅 PC での利用が望まれる。さらに、プログラムの作成・実行結果だけでなく、プロ

グラムの作成過程の把握をすることは教育において効果的である。本研究では、プログラミング演習環境を学外から
アクセス可能なサーバ上に構築したうえで、Moodle からプログラミング演習教材を利用する方法を提案する。さらに
サーバ上の演習済み教材を回収し、学習分析(Learning Analytics)の試行を行った。 
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Recently, the importance of teaching programming has become widely recognized. Programming has become a compulsory subject 

in liberal arts at some universities. In such cases, universities are required to prepare programming environments that include PCs, 

editors and compilers, as well as Learning Management Systems (LMS) for the education of large-scale classes. In order to promote 

autonomous learning, students are also expected to make use of their own PCs. Furthermore, from an educator's view point, it is 

effective not only to evaluate the results of programming exercises, but also to use the information obtained from the learning 

processes of programming. In this study, we propose a method to build programming environments which are located outside 

universities, and use them as Moodle external learning materials. We report the results of learning analytics based on the materials 

obtained from our trials. 

 
 

1. はじめに  

2020 年度からの小学校におけるプログラミング教育の

必修化からわかるように、プログラミング教育が重要視さ

れていている。大学においては理工系学部または学科では

古くからプログラミング教育が行われているが、増原

(2010)のように共通科目や教養系科目として開講される例

もある。 

室蘭工業大学の例では、2019 年の理工学部への改組にお

いて、学部共通教育で「情報教育を厚く」を一つのテーマ

として挙げ、プログラミングの基本的能力、統計処理能力

の獲得を掲げている。カリキュラムとしては、プログラミ

ング科目の必修化が実施され、理工学部入学者の必須のス

キルとして位置づけられている。 

本論文では、大学における共通科目として開講されるプ

ログラミング教育を行うため、Moodle とプログラミング環

境として Jupyter Notebook を用いて、これらを連携した環

境を提案する。２節では、大学におけるプログラミング教

育について述べ、３節ではプログラミング環境について提

案する。さらに４節では Moodle からの利用について、５

                                                                 
 †1 Muroran Institute of Technology 

 †2 National Institute of Informatics 

節では学習分析のための手法を提案し、最後に考察並びに

今後の課題を述べる。 

2. 情報基礎教育におけるプログラミング 

大学 1 年次に開講される情報基礎教育においては、情報

リテラシーとして、MS-Word や Excel などオフィスソフト

の活用やインターネット利用に加えて、プログラミング演

習を行う科目も多く開講されている。一般的なプログラミ

ング教育としては、以下のような環境が想定される。 

・ ローカル PC に編集環境、コンパライラまたはインタ

ープリタ環境を用意する。 

・ 学生はローカル PC でプログラムを作成、実行する。 

・ 完成したプログラムを LMS(Learning Management 

System)に提出する。 

・ 教員は LMS から提出されたプログラムをダウンロー

ドし、評価・採点する。 

プログラミング教育における問題の一つとして、環境整

備の問題が挙げられる。大学共用の PC において、プログ

ラミング環境の整備は、特定の言語に対するコンパイラの

実行環境を整え、他のアプリケーションソフトや OS のア

 †3 Gunma University 
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ップデートによる影響などを考慮して運用する必要があり、

導入、運用においてコストがかかる。また、授業時間内で

は、学生は大学で用意した PC の実習環境で演習を行うこ

とができるが、自宅での自学自習や宿題を行うには、同等

の環境を整える必要がある。 

筆者らの経験上、授業の内容としては特定のプログラミ

ング言語を用いて、その言語の利用環境や文法などを教授

すること場合が多いと考えられる。しかしながら、日本に

おけるプログラミング教育について大岩(2016)は、”驚くべ

きことに日本では今に至るまで「プログラミング」教育が

プログラミング言語教育にとどまっている．”と述べている。

それぞれのプログラミング言語の趨勢は時代によって変化

する。言語教育を主体にすると、学生が授業において習得

した言語は経年により陳腐化し、習得した言語は学生にと

って無益なものになってしまう可能性もある。授業におい

て演習を行う上で、プログラミング言語の教育を行うこと

は必要であるが、初学者へのプログラミング教育では、プ

ログラミング言語の仕様や利用方法よりも「ものごとの処

理を順序だてて考えること」を教育することを重要視する

必要がある。これを考慮すると、課題の評価は結果として

完成させたプログラムや実行結果だけでなく、プログラム

を作成する過程に対しても行なうことが有効であると考え

る。これを本論文では、プログラミング演習において、学

生がプログラムを対話的に作成させ、入力内容や操作を記

録することで実現する。 

3. Jupyter Notebook によるプログラミング演

習環境の提案 

3.1 Jupyter Notebook とは 

学生の学修管理のため、LMS の利用は不可欠である。

LMS でプログラミング教育を行うには、プログラムをコー

ディングし、実行するための環境が必要である。LMS とし

て Moodle 用いる場合、そのための環境としては、

CodeRunner(2019)のようなプラグインを用いることが考え

られる。CodeRunner は小テストの形式で提供される学習教

材であり、Python や C 言語などいくつかの言語に対応して

いる。また、布施ら(2016)は、初学者向けのプログラミング

学習環境をプラグインとしてオープンソースソフトウェア

を元に独自に開発している。 

プラグインを用いることは Moodle からシームレスに学

習教材の利用ができるという点では有効であるが、プラグ

インを導入するには Moodle システムの管理者権限が必要

である。大学公式サーバなどでは、授業担当者が管理者権

限を持っていない場合や、サーバのバージョンによっては

プラグインが動作しない場合が考えられる。そこで本研究

では、プログラミング環境 Moodle からの利用を、Moodle

が持つ標準の機能を用いたシステム間の連携という形で実

現した。 

本論文では、前節で述べた課題の解決のため、Moodle に

よる授業管理を行い、Jupyter Notebook(2019)をプログラミ

ングプラットフォームとして用いたプログラミング環境を

提案する。図１に本研究でのプログラミング環境の構成を

示す。 

 

 

図１ 提案するプログラミング環境 

Figure 1 Proposed programing environment. 

 

ここで、JN 環境 A～D は学生 A～D のための、それぞれ

の Jupyter Notebook サーバを表す。Jupyter Notebook はオー

プンソースの Web アプリケーションであり、プログラムコ

ードと装飾つきの説明文章、画像、TeX の数式などを組み

込んだドキュメントを作成できる。利用者は Web ブラウザ

で Jupyter Notebook サーバにアクセスするだけで利用可能

なため、特別な環境は必要としない。 

 Jupyter Notebook のドキュメントは主に「Markdown セル」

と「Code セル」で構成される。プログラミング教育の教材

としては、Markdown セルに解説文書、設問などを記述し、

Code セルに学生はプログラムを入力して実行する。図２に

Jupyter Notebook の画面例を示す。 

 

図２ Jupyter Notebook の画面例 

Figure 2 Example of Jupyter Notebook screen. 

 

 プログラムの作成と実行は、Code セルに入力して、即

座に実行できるため対話的にプログラムを学ぶことができ

る。CodeRunner プラグインでは Quiz 形式で 1 問ずつ回答

を行い、各問の依存関係は無い。一方 Jupyter Notebook で

は、ドキュメントが一つの環境となっており、セルで変数

や関数を定義し、別のセルからそれを参照、実行すること

ができる。これにより、ドキュメント内で体系立てられ

た、自由度の高いプログラムを作成することができる。 

Jupyter Notebook 自体はユーザ権限で動作する Python ア

プリケーションであり、シングルユーザでの利用が想定さ

れている。Jupyter Notebook を授業で用いるためには、各学

生を識別したうえで、各学生に教材を配布し、また、評価

のため教材を回収を行う必要がある。そこでユーザ認証を

JN環境A JN環境C

Jupyter HubMoodle

リソース

教師
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行い、利用者ごとの環境を提供する機能を持つ Jupyter 

Hub(2019)を利用した。 

3.2 Moodle との連携 

学生及び教員は授業内に Moodle と Jupyter Notebook を利

用することになるため、この２つのシステムのユーザ管理

が必要となる。本研究では、システムごとのユーザ管理を

行うことがないよう、Moodle の持つ「Learning Tools 

Interoperability(2019)連携機能」を用いて、シングルサイン

オン機能を実現する。 

 Learning Tools Interoperability(以下、LTI)は IMS グローバ

ルコンソーシアムが開発した、LMS とオンラインアプリケ

ーション（ツールと呼ぶ）を相互接続して活用するための

規格である。LTIでは、ツールを呼び出す側をLTI Consumer、

ツールを LTI Provider と呼ぶ。Moodle は LTI Consumer と

LTI Provider の双方の機能を持っているが、本研究では、

Moodle から Jupyter Hub にアクセスするため、Moodle を

LTI Consumer、Jupyter Hub を LTI Provider として構築した。 

 一方、Jupyter Hub は標準で LTI Provider の機能を持って

いない。そこで、Moodle から送信されるユーザ情報を元に

認証する処理を行うため、LTIAuthenticator プラグイン

(2019)を利用した。このプラグインは、連携 LMS として、

edX と Canvas においてテストされており、Moodle では動

作確認されていない。実際にこれをそのまま利用したとこ

ろ、利用者認証できないことが確認されたため、コードを

追加し、Moodle に対応させることとした。このプラグイン

自体も Python で記述されており、ソースコードに直接修正

を加えることができた。図３に追加したコードを示す。 

 

図３ LTIAuthenticator に追加されたコード 

Figure 3 Added codes to LTIAuthenticator. 

 

 赤字で示した追加コードの直前の行（①）からわかるよ

うに、このプログラムでは、Canvas に特化したコーディン

グが行われていることがわかる。本研究では、この部分に、

Moodle か ら 送 信 さ れ る ”tool_consumer_info_product_ 

family_code”の値を取得し、その値が”moodle”の場合にユー

ザ名を取得する処理を追加した（②）。 

さらにユーザ名を取得した後、Jupyter Hub にユーザを

追加するため修正を行った（図４）。 

 

図４ ユーザの自動追加のための修正 

Figure 4 Fixed to add user automatically.  

 

JupyterHub は”Local Authenticator”で認証された場合にユ

ーザを追加する機能をあらかじめ持っている。図４の修正

は、LTIAuthenticator を Local Authenticator として動作させ

ることにより、LTIAuthenticator で認証されたユーザを

Jupyter Hub に自動登録するものである。しかしながら、

LTIAuthenticator は Moodle で認証されたリモートの認証で

あるため、この修正が最適であることは未検証であり、今

後の課題とする。 

4. プログラミング教育での利用 

4.1 想定する授業形態 

本研究で想定される授業の形態は図５の通りである。ま

ず、３節で述べた演習環境を構築し、授業前に教員が用意

した「事前学習教材」を用いて学生が「事前学習」を行う。

授業時間内には、まず初めに教員が基本概念を教授し、「個

人演習」では、Jupyter Notebook で作成された説明付きの演

習ファイルが各学生に配布され、学生はそれを用いて演習

を行う。最後に「確認課題」を作成提出して授業が終了す

る。 

 

図５ 想定する授業形態 

Figure 5 Assumed flow of a class. 

 

Jupyter Notebook は Python、R、Scala、Julia など、複数の

言語処理系に対応しているが。本研究では、プログラミン

環境を用意
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基本的概念を教授
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グ言語として、Python を使用することとした。Python はス

クリプト型言語で、文法が比較的わかりやすく初学者への

教育に適しているためである。近年注目度が高くなってお

り、プログラミング言語 Web 上の検索ランキングである

PYPL index 調査(2019)では１位となっている。さらに膨大

なライブラリを利用できるため、入門教育だけではなく、

人工知能を初めとした様々な応用分野での活用が着目され

ている。 

4.2 教員によるコンテンツの登録 

 教員は Moodle 上に Jupyter Hub へのアクセスのためのコ

ンテンツを、一般的な「活動またはリソースを追加する」

機能から登録する。Moodle では、LTI 連携を行うためのツ

ールがあらかじめ用意されており、「外部ツール」を利用す

る。図６に外部ツールの設定画面を示す。 

 

 

図６ 外部ツールの登録 

Figure 6 Adding an External Tool.  

 

外部ツールの登録には、ツール URL、コンシューマ鍵、

及び共有秘密鍵の記入が必要である。ツール URL は LTI 

provider である Jupyter Hub の URL である。コンシューマ

鍵及び共有秘密鍵は Jupyter Hub サーバ構築時に作成して

おき、設定ファイルへ登録する必要がある。 

Moodle に登録されたコンテンツをクリックすると、

Jupyter Hub 上の各学生のトップページに移動する。Moodle

からは切り離された状態になるため、Moodle での活動ログ

としては記録されない。コンテンツを演習ファイルごとに

作成し、配布された演習ファイルへのアクセス状況を把握

するには、「外部ツールの登録」画面の「表示を増やす」を

クリックすることで、詳細設定を行なうことができ、「カス

タムパラメータ」に 

next=user-redirect/notebooks/content1.ipynb 

を記載することで実現可能である。ここで、「content1.ipynb」

が個別の演習ファイルである。別のファイルを指定する場

合は、この部分を変更することで、直接アクセスが可能に

なる。なお、これは LTIAuthenticator が持つ機能である。 

4.3 学生によるプログラミング環境の利用 

学生による演習環境への利用方法は図７のようになる。 

 

図７ 学生による演習環境へのアクセス 

Figure 7 Access to Exercise Environment by Student. 

 

学生は授業開始時に Moodle にログインする。そこから

「外部ツール」と登録されたコンテンツにアクセスすると、

JupyterHub のサーバ起動画面に遷移する。この画面で[My 

Server]をクリックすることで学生個人の Jupyter Notebook

サーバが起動する。一度起動した後は、一定時間の無アク

セス状態によるタイムアウトするまで演習環境に直接アク

セスすることができる。 

5. 学習の分析 

5.1 分析方法 

学習履歴は演習ファイル並びに関連ファイルに記録さ

れている。教員は学生が演習を行った後に、演習ファイル

を回収してその内容を分析する。この演習ファイルの回収

及び分析もまた Jupyter Notebook で作成されたプログラム

である。 

本研究では、次の二つの観点でファイルの情報を取得し

た。 

(1)セルの実行回数 

 実行回数が多いほど、間違いが生じやすいセル、あるい

は解説、設問がわかりにくいということが考えられる。 

(2)セルの実行時間 

 演習ファイル全体の進捗を把握する。 

5.2 分析環境の整備 

Jupyter Notebook では、ファイルの保存を行うと上書きを

行うため、過去のセルの内容は失われる。本研究では、学

生の演習履歴の獲得のため、LC_nblineage と LC_wrapper

（2019）の二つのプラグインを組み込んだ。LC_nblineage は

セルに固有の ID を付与する機能を持ち、教材分析の際に

個々のセルを識別するために用いた。また、LC_wrapper は

セルごとに出力時刻、出力結果を外部ファイルに保存する

機能を持つ。この二つのプラグインは、クラウドの運用管

理のために開発されたものである。 

5.3 分析の試行結果 

分析のための試行として、４名の教員で学生と同じ環境で

演習を行った。図８に実施結果を示す。 

20

各自のnotebook環境を起動

Notebookが表示される
演習・課題の実行

Moodleで外部ツールリソー
スをクリックする
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図８ コードセルごとの実行回数 

Figure 8 Number of Executions by Code-Cell. 

 

演習のための教材は科目「プログラミング入門」の第１

回目の演習ファイルである。このファイルにはコードセル

が２８個あり、マークダウンセルを読みながら上から一つ

ずつ順番に実行していく形式になっている。最後のセルに

はまとめの課題問題が設定されている。横軸が４名の実行

回数の総和、縦軸はセルの ID である。青色のバーが正常終

了、オレンジ色のバーがエラー終了を示す。この結果から

いくつか実行回数の多いセルが存在するのがわかる。特に

最後の課題は間違いを何度か繰り返して、正常実行にたど

り着いているのがわかる。 

次に、各セルの実行時間に基づいた利用者ごとの進捗状

況のグラフを図９に示す。 

 

 

図９ 利用者ごとの実行履歴グラフ 

Figure 9 Progress by User. 

 

このグラフからは図８のグラフと同様に「8824c582」セ

ル実行回数が多いことがわかるが。どの利用者の実行回数

が多いかが判別できる。一つのセルで複数回実行されてい

る利用者は、「詰まり」や「試行錯誤」の状態にあることが

推測される。また、「8824c5c4」から「8824c5cb」まで約 10

分間の時間が空いていることがわかる。この様な場合は「長

考」あるいは「演習未実施」などが考えられる。 

 

6. 考察 

6.1 環境構築 

本論文で提案した環境はすべてオープンソースソフト

ウェア(OSS)を利用している。OSS は入手しやすいが、構

築、運用のノウハウが必要となる場面が多い。Moodle や

Jupyter Notebook など日々開発が行われるものについては、

利用しているプラグインなどの整合性の維持が必要となる。

また、本研究では Moodle から独立した環境を構築したが、

プラグイン導入など Moodle の管理者権限を必要としない

一方、Jupyter Hub サーバを構築するためのコストアップが

デメリットのひとつとして挙げられる。特に、運用のため

の調整や管理コストはそれぞれの教育環境に依存すると考

えられ、学生数や学習内容による検証が必要である。 

本環境におけるプログラミング演習の試行は４名の教

員で行ったが、室蘭工業大学の実際の授業では数１０名～

最大２００名程度の同時利用が見込まれている。サイジン

グは導入、運用コストに直接影響を与える。桑田ら(2018)は

パブリッククラウドでの Moodle のサイジングについて検

討を行っている。オンプレミスでマシンを用意する場合は、

オーバースペックのマシンを設置してしまう場合があるが、

クラウド化することにより、夏季休暇のような休眠期間の

スケールダウンなどコスト面で有効な手段をとることがで

きる。 

 パブリッククラウドでの運用を行う場合は、追加のセキ

ュリティ対策を行う必要がある。一般のインターネット回

線の経路での通信となるので、経路の暗号化は必須である。

大学で SINET に接続している場合は、クラウド接続サービ

スが利用できる。これより、パブリッククラウド間で

L2VPN を構築することができる。また、データの暗号化も

必要となる。パブリッククラウドではクラウド事業者でも

ファイルの内容が読み取れないような暗号化ファイルシス

テムを用いることが推奨される。 

 Moodle との連携として、LTI の機能を用いた Jupyter Hub

間のシングルサインオンを実現した。LTI の機能は豊富で

あり、認証のみならず、Moodle への評定やフィードバック

の入力など双方向の連携も考えられる。また、LTI だけで

なく、xAPI など他の通信規格の利用も今後の検討の余地が

ある。 

6.2 学習分析 

学習分析については、実行回数と実行時間のデータを取

得した。５節で述べた実装では授業時間後のデータ取得、

分析を行ったが、授業時間内にリアルタイムで取得分析す

ることも考えられる。その場合も併せて、ケースによって

分類した対応について表１にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エラー

正常実行

時
系
列

長考

詰まり
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表１ ケースごとの対応 

Table 1 Treatment in Cases. 

ケース 授業時間内対応 

（原因） 

授業後対応 

（教材改善） 

同じセルを何

度も繰り返し

ている（実行回

数が多い） 

長考しているこ

と が 考 え ら れ

る。 

説 明 部 分

（markdown セル）

の改善 

セル間の実行

時間が長い場

合 

教員や TAが学生

のサポートに向

かう 

説明部分の改善 

段階を踏むため

に、間にセルを挿

入する 

全体の進捗に

比べて遅い 

取り残されてい

る 

全体量の見直し 

個別指導 

 

現在、分析をさらに発展させて、学生のクラスタリングや

機械学習による分析を行うことも検討中である。 

7. おわりに 

本論文では、Moodle と連携した外部プログラミング環境

を提案し、構築方法を示した。提案した環境ではシングル

サインオンにより、Moodle を軸として対話的プログラミン

グ演習環境を実現した。 

また、プログラミング演習を行ったファイルを回収して

学生の学習履歴の分析を行った。学習履歴の分析は、学生

個々の状況把握、学生のサポート、教授方法や教材の改善

に有効であると考えられる。 

 

本研究は JSPS 科研費 (JP18K11561)の「クラウドを活用

したプログラミング演習環境に関する研究」の助成を受け

たものである． 
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Word文書を利用した Moodle小テスト問題の一括作成(6) 

-数式記述問題の作成およびランチャールールの改良- 
 

 畑 篤† 上木 佐季子† 遠山 和大† 

 

筆者らは、Moodle 小テスト問題を作成する際に、Word を利用して作成した問題を、Moodle にインポート可能な XML

形式に変換するツールを開発してきた。小テストの中で、穴埋め問題は、多様な問題を作成することができるが、数
式記述問題の作成には適していない。また、数学オンラインテスト評価システム（STACK) は、数式記述問題に適し
ているが、Moodle 上での問題作成は容易ではない。そこで、Word で作成した数式記述問題を Moodle にインポート可

能な XML に変換するツールを開発とともに、各変換ツールを容易に利用できるようランチャーツールの改良を行っ
た。 

 

Batch Creation of Moodle Quiz Questions Using Word Documents (6) 

- Improvement of Word-XML Conversion Tools and Expansion of 

Launcher - 
 

ATSUSHI HATA† SAKIKO UEKI†  KAZUHIRO TOYAMA†
 

 

We have developed a tool to convert problems created using Word into an XML format that can be imported into 

Moodle when creating Moodle quiz questions. The fill-in-the-blank problem is not suitable for creating a formula 

description problem. Also, the math on-line test evaluation system (STACK) is suitable for mathematical 

expression problems, but creating problems on Moodle is not easy. Therefore, we developed a tool to convert 

mathematical expression problems created in Word into XML that can be imported into Moodle, and improved the 

launcher tool so that each conversion tool can be used easily. 

 
 

1. はじめに† 

 Moodle では様々な形式の小テストを作成することができ

る。しかし、複雑な問題を GUI 上で作成するには手間がか

かる。筆者らは、小テスト問題をイメージでき、かつ、多く

の人にとって普段使い慣れた Word を利用して問題を作成

し、それを Moodle にインポート可能な XML ファイルに一

括変換するツール（畑ら,2015）、テスト問題の XML ファイ

ルを可視化するビューア（上木ら,2015）、正誤、組み合わせ

問題の変換及び Moodle XML ファイルの逆変換（畑ら,2016）、

ミッシングワード選択及びドラッグ＆ドロップ問題（畑

ら,2017）、小テスト問題変換ツールの改良およびランチャー

ツール（畑ら,2018）、ドラッグ＆ドロップマーカー問題の変

換および逆変換（上木ら,2018）の開発を行い公開してきた。

小テストの中で、穴埋め問題は、多様な問題を作成すること

ができる。しかし、数式記述問題を作成する場合、あらゆる

正解を用意する必要がある。また、数学オンラインテスト評

価システム（STACK)を利用することにより、数式を用いた

問題を作成することが紹介されている。STACK と Moodle

で実践する数学 e-ラーニング、（中村ら,2010）、数学ｅラー

ニング数式評価システム STACKと Moodleによる理工系教育

（中村,2010）、STACK を利用した物理数学授業実践の報告

                                                                 
†University of Toyama 

（中村ら,2010b）、STACK と Moodle による数学 e-ラーニング

（中村ら,2011）、数学オンラインテストシステム STACK の

問題作成支援ツールの開発と STACK3.0 の展望（中村

ら,2012）。しかし、Moodle で STACK を利用した問題作成は

容易ではない。筆者は、Excel を用い、STACK での代数計算

問題に対応したツール開発（畑,2014）を行ったが、数式を

用いた穴埋め問題には対応していない。そこで、筆者らは、

Word で作成した数式記述問題を Moodle にインポート可能

な XML に変換するツール開発を行った。この他、我々は、

これらのツールの利便性を向上させるためランチャーツー

ル等の機能拡張を行った。本ツールは、MS-Windows10 以降

でかつ、MS-Word2007 以降がインストールされている環境

で利用ができる。また Moodle3.x において変換した Moodle 

XML ファイルのインポート及び Moodle からエクスポート

XML ファイルの Word への逆変換が正常に行えることを確

認した。本稿では、Word で数式記述問題を作成し、Moodle

にインポート可能な XML に変換するツール及びランチャ

ーツール等の機能拡張について紹介する。 
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2. Wordでの問題作成様式 

 Word で問題文を作成した後、解答としたい変数を黄色の

蛍光ペンで塗布することとした。問題文を作成後、変数を定

義することとした。変数と解答を区別させるため、解答とす

る変数の前に、「ANSA::」を、変数については、「VAR::」と

記述し解答と変数を区別することとした。また、問題文で

Tex 記号を用いた数式に対応するため、Tex 記号で表記する

箇所をピンクの蛍光ペンで塗布することとした。 

 小テスト問題の記述例を図１に、作成した問題を Moodle

にインポートした結果を図２、図３に示す。図２は図 1 の

問題例での変数（VAR::）を用いない場合の変換結果を示す。

図３については、図１の問題での変数（VAR::）部分の変換

結果を示す。 

 

図１ 数式記述問題の作成例 

 

 

図２ 数式記述問題の Moodle 表示例 

 

 

図３ 数式記述問題の Moodle 表示例（数値利用） 

 

 

2.1 数式問題の評価方法 

 数式問題の判定には、複数の評価方法があることから、筆

者らは、代数評価、構文評価、式の整理、数値評価の各評価

を行えるようにした。このことから、解答の数式評価を区別

させるため、解答の判定方法によって、解答の前の記号で区

別することとした。 

このことにより、式が簡略化されていない場合、式の展

開、通分がされていなかった場合及び小数点以下の表記結

果についても判定することができる。 

評価方法及び、評価の判定方法の記述を以下に示す。 

① 代数評価 

代数評価は、評価対象が代数的に等しいかについて

判定する。記述書式は、解答式の前に、ANSA::と記述

する。 

 ② 構文評価 

評価対象が代数的に等しくかつ、式が簡略化されて

いるかについて判定する。ただし、数式の記述順序は、

アルファベット、小文字大文字順で記載されている必

要がある。記述書式は、解答式の前に、ANSC::と記述

する。 

 ③ 式の整理 

評価対象が代数的に等しくかつ、評価対象が展開、

通分されており更に式が簡略化されているかについ

て判定する。記述書式は、解答式の前に、ANSS::と記

述する。 

④ 数値評価 

評価対象の数値が正しいかを判定する。小数点桁数

についても評価する。記述書式は、解答式の前に、

ANSN::と記述する。小数点以下の表記については「|」

の後に小数点に桁数を記述することとした。 

 

図４に判定評価の記述例、図５に解答結果例を示す。 

解答結果について、式が簡略化されていない、式の展開と

通分がされていない形式で解答した判定結果の例を示す。 

 

 

図４ 解答評価の記述例 
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図５ Moodle での数式の評価 

 

2.2 ギリシャ文字の対応 

 解答欄には、ギリシャ文字を記述することができないた

め、問題文にギリシャ文字を利用した場合、ギリシャ文字の

後にアルファベットでギリシャ文字を記述できるようにし

た。このことにより、解答者は、問題文のギリシャ文字（ア

ルファーベット）を用いて解答することができる。 

 ギリシャ文字後のアルファベット記述の有無については、

ツールのオプション設定で行う。 

図７に Moodle でのギリシャ文字の表記例を示す。 

 

 

図６ ギリシャ文字を含む問題 

 

 

図７ Moodle でのギリシャ文字の表記例 

 

 

2.3 個別フィードバック 

個々の設問の正解時フィードバック、不正解時のフィー

ドバックを指定することができるよう、変数記述後、正解時

のフィードバック開始記号「T::」と正解時のフィードバッ

ク終了記号「::T」の間の行に正解時フィードバックを記述

することした。不正解時のフィードバックについても正解

時フィードバックと同様、不正解時の開始記号「F::」と「::F」

の間の行に不正解時フィードバックを記述することとした。

また、正解時フィードバック、不正解時フィードバックのみ

を記述することもできる。 

 個別フィードバックの記述例を図８に、Moodle での個別

フィードバック例を図９と図 10 に示す。 

 

図８ 個別フィードバックの記述例 

 

 

図９ Moodle での個別フィードバック（正解時）表示例 

 

 

図 10 Moodle での個別フィードバック（不正解時）表示例 

 

2.4 Word での数式記述 

 Word で数式を記述するために、Word の数式エディタを

利用し記述することができる。Word 数式エディタを利用し

た場合は、Word の数式エディタの設定で、二次元形式から、

行形式に変換することで変換ツールの書式に変換すること

ができる。図 11 に Word での数式エディタで記述した数式

例を、図 12 に数式エディタを用い、行形式に変換した数式

例を示す。 

式が簡略化されていない 

式の展開、通分がされていない 
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図 11 Word 数式エディタでの数式の作成 

 

 

図 12 Word での二次元形式から行形式への変換結果 

 

2.5 Word 文書から Moodle XML 変換 

 Word で作成した問題ファイルを変換ツールにドラッグ

ドロップすることにより、Moodle XML に変換することが

できる。変換時には、設定により Moodle で表示したときの

イメージを HTML で表示させることができる。 

 

図 13 Word から XML への変換 

 

 図 14 に図１で示した問題例のツール変換後表示する

HTML 画面を、図 15 と図 16 に Moodle XML 変換結果を示

す。XML について、図 15 は問題文及び変数に関する情報、

図 16 の右図は記述に関する設定情報、左図は解答した数式

の評価に関する設定情報を示す。 

 

 

図 14 変換結果のビューア表示 

 

 

図 15 XML 変換結果（問題と変数の定義） 

 

 

図 16 XML 変換結果（入力設定と評価設定） 

 

2.6 オプションの設定 

 ツールでの変換に際し、「解答欄のサイズ」、「解答に自動

的に乗算を示すアスタリスクの挿入」の有無及び、「ギリシ

ャ文字のアルファベット表記」の有無といった設定を行え

るようにした。この他に、解答する場合、「使用してはいけ

ない文字列」の設定や、問題によっては、式の簡略化を求め

ない評価に対応できるよう「式の簡略化」等の設定を行うこ

とができる。図 17 に式を簡略化しない例、図 18 にオプシ

ョン設定画面を示す。図 17 で示す式を簡略化した場合、左

辺と右辺の記述内容が同じとなり、出題の意図と異なった

評価となる。図 19にXMLでの禁止文字の設定情報を示す。 

 

図 17 数式を簡略化せずに評価する例 

 

X
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図 18 設定のオプション画面 

 

 

図 19 XML での禁止文字設定例 

 

2.7 XML から Word への変換  

 Moodle XML から Word 文書への変換を行うことができ

る。変換は、XML ファイルをツールにドラッグ＆ドロップ

することで、Word 形式での数式記述問題が作成される。変

換結果について、Word での作成時は、Tex で表記したい場

合は、ピンクの蛍光ペンで塗布することとしていたが、XML

から Word に逆変換する場合は、Tex 記号で表記するため、

Tex 表記箇所はピンクの蛍光ペンでの塗布はされない。図 4

のXML変換結果を Wordに逆変換した結果を図 20に示す。 

 

図 20 XML を Word に逆変換した結果 

 

 

3. ランチャーツール等の機能拡張 

Moodle 小テストの問題タイプ毎に専用のツールを作成

しているため、利用者は使用する問題のタイプ毎に適切な

ツールを選択して起動させなければならない。この煩雑さ

を解消するため、メニュー画面でツールのアイコンを選択

し、起動できるランチャーの開発を行った（畑ら,2018）。ラ

ンチャーの機能として、変換したい Word ファイルまたは、

Moodle XML ファイルをランチャーのウィンドウにドロッ

プすると、自動的に適切なツールを起動して目的の XML フ

ァイルまたは Word ファイルに変換することができる。 

今回、記述式数式問題変換ツールを新たに開発したこと

によりランチャー機能を追加した。また、複数の問題タイプ

の小テスト問題を一括変換できるよう、Word で作成した問

題タイプが異なる小テスト問題を一括で変換するツールに

ついても開発を行った。 

 

3.1 ランチャーツールの機能拡張 

数式記述問題変換ツールを新たに開発したこと及び

Word で作成した、異なる問題タイプの小テストを一括で変

換するためのツールを新たに開発した。これらのツールに

ついても、ランチャーアイコンを選択することにより、変換

ツールが起動できる。また、Word で作成した数式記述問題

ファイルをランチャーにドラッグ＆ドロップすることで、

当該変換ツールが起動し、XML または Word 文書に変換す

ることもできる。ランチャーで数式記述問題タイプである

ことを識別させるため、Word 文書の行頭に「//st」、「//sc」ま

たは、「//数式」と記述することで、Word 作成した数式記述

問題を XML に変換することができる。 

 図 21 に機能拡張をしたランチャーツール画面と Word フ

ァイルをランチャーにドラッグ＆ドロップによる変換イメ

ージを示す。 

 

 

図 21 ランチャー画面と変換イメージ 

 

3.2 異なる小テスト問題の一括変換 

問題タイプの異なる小テスト問題作成は、個々の問題タ

イプ毎に作成し、変換を行う必要がある。しかし、出題によ

っては問題タイプが異なる問題の複合問題といった形での

出題もある。そこで、問題タイプが異なった問題タイプにつ

いても、一括で変換するための変換ツールの開発を行った。

問題タイプが異なる変換については、従来の変換ツールを

利用することとし、各変換ツールをコントロールする機能

をもつ変換ツールとした。変換方法は、一つのフォルダの中

に、異なる問題タイプの Word ファイルを格納し、フォルダ

を変換ツールにドラッグ＆ドロップすることにより、一括
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変換を行う。このとき、どのツールを起動させるかを判断さ

せるため、各 Word ファイル名の先頭に、問題タイプを示す

キーワードをつけることとした。作成される XML のファイ

ル名はフォルダ名で作成される。キーワードと問題タイプ

の記述を以下に示す。 

 

 ① 正誤問題：tf_ファイル名 

 ② 組み合わせ問題：ma_ファイル名 

 ③ 多肢選択問題：mc_ファイル名 

 ④ 穴埋め問題：fl_ファイル名 

 ⑤ ミッシングワード選択問題：mw_ファイル名 

 ⑥ ドラッグ＆ドロップテキスト問題：dt_ファイル名 

 ⑦ 数式記述問題：st_ファイル名 

 

 なお、ドラッグ＆ドロップイメージ（畑ら,2017）及びド

ラッグ＆ドロップマーカー（上木ら,2016）については、複

数の問題作成時に、フォルダを利用した変換を行っている

ことから、これらの問題タイプについては一括変換を行う

ことはできない。 

 図 22 に問題タイプが異なる Word ファイルの一括変換イ

メージを示す。 

 

 

図 22 フォルダを利用した Word ファイルの 

一括変換イメージ 

4. おわりに 

 本ツールは、富山大学総合情報基盤センターの Web サイ

ト*で公開している。a 

穴埋め問題では，数式記述問題の作成には適していない。 

また、STACK を利用することにより数式記述問題を作成

することは可能であるが、解答の評価の設定及び不正解時

のフィードバック等の設定は容易ではない。筆者らが開発

したツールは、文書作成で広く使われている Word を利用し

たツールであることや Word で作成することから、問題作成

時、問題をイメージし易いといったことから、数式記述問題

を作成することができる。そのため、理数系の途中経過を問

う数式記述問題等の作成への寄与が期待できる。この他、ラ

ンチャー等機能の拡張により、問題タイプを意識せずに、

                                                                 

* http://www.itc.u-toyama.ac.jp/moodle3/tool 
 

Word で作成した小テスト問題を一括変換できることから、

Word で小テスト問題を作成し、変換ツールで変換できるこ

とから、教員間や大学間での Moodle の小テスト問題の共有

化や既存の小テスト問題資産の有効活用に寄与するできる

ことが一層期待される。 
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Moodleの小テストの STACK問題タイプを用いた 

様々な用途の類題生成の方法 
 

樋口三郎†1 

 

1 人の学習者に多くの類題を与えること、各学習者に異なる類題を与えることは学習を効果的にすることがある。類

題を自動生成することは、作問・出題・採点コストの削減に役立つ。Moodle の小テストの STACK 問題タイプは、
主に数学分野において、問題中の数式の異なる類題をランダムに生成し、学習者の数式による解答を数式処理システ
ムにより自動採点するものである。STACK は、数学の問題、数式を含む問題、自動採点可能な問題に限らず、様々な

分野の類題を自動的に生成するのにも有用であることを、いくつかの使用例を挙げて示す。 

 

Automatic generation of families of questions  

in STACK question-type of Moodle Quiz 
 

SABURO HIGUCHI†1 

 

Learners could learn better when a single leaner is given a family of questions or when each learner in a group is given a distinct 

but similar question than when a learner is given a single question. Because authoring, delivering, and grading good questions are  

costly, it is desirable to generate families of questions automatically. STACK question-type in Moodle Quiz has been developed 

aiming at automatically generating families of mathematical questions by randomly picking formulae and automatically grading 

the answers with a computer algebra system. I argue that STACK is useful for generating families of questions even when questions 

do involve no formulae or answers are graded manually. To demonstrate this, several use cases are shown. 

 
 

1. はじめに  

ここでは、形式や内容などに共通点を持ちながらも互い

に相異なる問題を類題という。たとえば、1 桁のかけ算を

学んでいる学習者にとって, 「2×5 を計算しなさい」と「3

×4 を計算しなさい」は類題である。 

多くの類題を利用すると、よりよく学べる可能性がある。

遠藤(2019)は、表にまとめられる知識から様々な形の問を

生成し出題することにより、学習者が記憶だけに頼らず構

造を理解しようとすると主張している。及川ら(2016)は、ク

ラス内の学習者が 1 つの事項についての異なる類題に取組

めば、教え合いがより多く起き、協調学習が効果的になる

ことを示している。樋口(2017)は、共通の概念を持つ類題は、

学習者間で、最終的な答だけを写す「浅いコピー」でなく、

概念を共有する「深いコピー」を促すと主張している。ま

た、テストでは、受験者に異なる類題を出題することで、

不正行為の防止を効果的に行うことができる。 

問題の作成には労力がかかるため、テンプレートや元と

なる少数の問題から自動的に類題を生成することが望まし

い。また、授業内で各学習者が異なる類題に取り組むため

には、配布、どの学習者にどの類題を割り当てたかの記録、

各類題に応じた採点、フィードバックが必要であり、やは

り労力がかかるため、学習支援システム(LMS)などでこれ

をサポートすることが望ましい。†1 

                                                                 
†1 Ryukoku University 

以下で述べる通り、LMS である Moodle の小テストの

STACK 問題タイプは、数学分野の類題の自動生成、自動採

点、フィードバックを行うものである(Sangwin ら 2019)。

この報告では、STACK が、数学分野と限らない、自動採点

と限らない類題の出題に役立つことを、例を挙げて説明す

る。 

2. Moodleにおける類題と STACK問題タイプ 

Moodle の小テストの多肢選択問題タイプにある「選択肢

をシャッフル」や、計算問題タイプにある「ワイルドカー

ド」は、機能は限られるものの、類題生成とその自動採点

の機能と見ることができる。 

STACK 問題タイプは、数式処理システム Maxima をバ

ックエンドとして Moodle サーバ上に持ち、数学分野につ

いてより柔軟な類題生成を行う。STACK は作問者の指定す

る確率分布にしたがっていくつかのパラメタを擬似乱数か

ら生成し、問題文中の数式、ベクトル、行列をランダムに

設定する。学習者は Maxima の文法に従って数式、ベクト

ル、行列などを解答する。STACK は解答を Maxima で処理

し、作問者のあらかじめ定めた  Potential Response Tree 

(PRT)と呼ばれる 2 分木に従って、数学的等価性に基づき採

点とフィードバックを行う。 

Moodle の小テストの問題バンクは、いくつかの形式によ

るインポートが可能であるため、Moodle の外部のアプリケ
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ーションで類題を生成してそれを用いることも可能である

(長坂 2017)(遠藤 2019)。 

Moodle は拡張可能であるため、特定の種類の類題生成の

ためのプラグインも開発されている(及川ら 2016)。 

外部アプリケーションや独自プラグインを使用すると、

柔軟な類題生成が可能であるが、類題の生成、更新の労力

は増す。また、問題を共有する際にはこれらの仕組みとあ

わせて共有する必要がある。STACK は Moodle の標準問題

タイプでありながら、Maxima でプログラムできる柔軟性

を持つ。したがって、STACK は様々な用途の類題生成に有

望である。 

3. STACK問題を用いた類題生成 

いくつかの例題生成方法の例と使用例を示す. ここで挙

げる問題は  MoodleXML 形式で公開している (Higuchi 

2019)。 

a. プログラム作成の問題の例 

ある数式や行列で指定される計算機のプログラムを書

く問題を考える。STACK は漸化式の係数をランダムにして

類題を生成することができる。しかし、記述されたプログ

ラムを STACK で文字列として受け取ってそれを文法的、

意味的に自動採点することは現実的でない。次のような

STACK 問題タイプの問題で運用することが考えられる。以

下では、係数行列で指定される連立漸化式の定める数列を

計算する関数を書く問題を例に述べる。 

(1) 教授者による作問 

正解の一般項をランダムに選び、そこから学習者に表示

する連立漸化式を決定し (これを逆にたどることは容易で

ないので、数値計算で求めることには意味がある)、これを

問題文中に表示する。 

STACK の正解としては、数列の最初の数項や一般項やプ

ログラム片などの手動採点に役立つ情報をリストとして入

力しておくが、この正解は学習者に対しては受験後にも表

示しないように設定する。 

小テストの最大受験回数を 1 回とし、解答としては「1」

などの自明な答を学習者に入力を求める。PRT は自動採点

により暫定の固定の評点を与えるように設定し、自動採点

の結果は後に手動で上書きするようにする。 

別のファイル提出タイプの課題を Moodle 上に設ける。 

(2) 学習者による解答 

小テスト問題を閲覧し、「1」などの自明な答を入力し、

プログラムを Moodle 外の処理系で作成、実行する。 

問題を確認したいときは、小テストのレビューから見ら

れる(最大受験回数を 1 回にしているため、別のランダムな

問題が表示されることはない)。完成したら、Moodle 上の

課題にプログラムのファイルを提出する。 

(3) 教授者による採点 

教授者は STACK に支援されて手動で採点を行う。すな

わち、提出されたプログラムを教授者が手動でダウンロー

ド、コンパイル、実行し、その出力を吟味する。次に教授

者は、その学習者の小テスト受験をレビューし、その学習

者に割り当てられた漸化式を確認する(図 1 では漸化式が

推移確率行列の形で与えられている)。さらに、図 1 の「正

解は」の部分に表示されるプログラム片や項と, プログラ

ムや出力を比較し、プログラムの正誤を判定し、評点を決

定する。 

次に教授者は、図 1 の「コメントを追加または評点を更

新する」リンクから、図 2 のページを開き、小テストの問

題の評点を上書きし、各学生へのコメントを記述する。 

 

図 1 教員の正誤判定を支援する受験のレビューのページ 

 

図 2 教員の評点上書きとコメント記述インターフェース 

(4) 学習者による振り返り 

学習者は、小テストの受験レビューで、評点とコメント

を確認することができる。 

 

b. 異なるサンプルからの統計的推測の問題の例 

Maxima は正規分布、カイ二乗分布などに従う擬似乱数

を生成する機能があるため、STACK 問題タイプの問題で、

問題文は共通で、サンプル(や帰無仮説)が異なる、サンプル
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からの統計的推測を行わせる類題を出題することができる。 

標本平均値などの統計量の数値を答えさせる問題、統計

的仮説検定で帰無仮説が棄却されるかどうかを真偽の 2 択

で答えさせる問題などが考えられ、これらは自動採点が可

能である。 

一方、統計的仮説検定の全過程を正しく記述させる問題

では、自動採点は不可能である。そこで、学習者に対して、

問題ページを印刷し、紙上に過程を記述し、スキャンして

Moodle の課題に、または紙をレポートとして物理的に提出

するように指示することで、類題出題を行う。 

この場合に、採点者は、プログラム作成の問題と同様、

STACK の支援を得ることができる。レポートを受け取った

ときにその学習者の受験をレビューすると、出題されたサ

ンプルを知ることができる。さらに、正解として、標本平

均値、p 値、棄却の境界値、棄却か否かの真偽値、などのリ

ストを設定しておくと、再展示に表示され、学習者ごとに

サンプルや帰無仮説が異なっても、効果的に採点を行うこ

とができる(樋口 2017)。 

 

c. 量の関係を述べた日本語文の正誤問題の例 

 母平均値の区間推定の正確さに関する文の正誤判定問題

を例に説明する。「『サンプルサイズ』が『大きい』とき、

『信頼区間』は『小さく』なる」は正しい主張であるが、

『』内の用語を置きかえて正しいまたは正しくない主張を

作成することで、正誤判定問題の類題を作ることができる。

この例の場合は量 1,2 の名詞句と述語に対して、表 1 のよ

うな用語の変更を考えることができる。その際、区間推定

の幅の式を反映して、名詞句の値 xと述語の値 yの量 1 に

ついての積 x1y1、量 2 についての積 x2y2を比較し、x1y1= x2y2 

であるときに正しい主張、そうでないときに正しくない主

張になることがわかる。 

Maximaには文字列やリストを変数の型として持つため、

表 1 の情報を STACK の問題変数として記録し、量 1,2 の

名詞句と述語をランダムに選択することで、類題を生成し、

主張の正誤を計算して自動採点する STACK 問題タイプの

問題を作成できる。 

 

 

表 1 文に現れる量の単語と正誤の判定に使う値 

 名詞句 値 x 述語 値 y 

量 1 サンプルサイズ +1 大きい +1 

分散 −1   

中央値 0 小さい −1 

量 2 推測の正確さ +1 大きい +1 

信頼区間 −1 変わらない 0 

最頻値 0 小さい −1 

 

この例では、類題の個数は 34 程度であり、これらすべて

を STACK によらずあらかじめ生成し、そのそれぞれに対

して教授者が正誤のラベル付けを行うことも可能である。

しかし、より多くの用語の置き換えが可能な場合には、こ

のような STACK による実装は有用である。 

 

d. 正しい文から生成される多肢選択問題の例 

主語、述語、目的語を、それぞれ定まった集合からとっ

て文を作ることを考える。主語、述語の組を選択したとき、

正しい文を作る目的語は集合内にたかだか 1 個しかないと

いう状況を考える。このとき、正しい文を作る主語、述語、

目的語の 3 つ組を有限個与えられると、正しくない文を生

成することができる。さらに正しい文と正しくない文を組

み合わせて選択肢とすることで、多肢選択問題の類題を作

成することができる(図 3)。 

このような処理は Maxima で行うことができる。STACK

の問題変数として、正しい 3 つ組すべてをリストのリスト

として定義することで、このような類題生成を行い自動採

点する STACK 問題タイプの問題が作成できる(図 4)。 

図 4 で、選択肢内の角括弧とカンマを取り除かれていな

いのは、Maxima の文字列関数の一部が STACK での使用を

制限されていることによるものである。 

 

図 3 正しい文から誤った文と多肢選択の類題の生成 

 

図 4 類題として生成された多肢選択問題 
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4. おわりに 

 Moodle の STACK 問題タイプを用いた類題生成の例をい

くつか挙げ、STACK による数学と限らない、自動採点と限

らない類題生成が有用であることを主張した。 

STACK では、いくつか制限はあるものの、問題内に数式

処理システム Maxima で自由なプログラムを書くことがで

きるため、Moodle の問題バンクのインターフェースで類題

生成処理を問題内に書くことができ、自由度と保守性の点

で優れている。 

Moodle 上ではないが、Kitamura ら(2019)は、彼らの提案

システムの比較対象として、1 個のコンセプトマップのノ

ードやエッジを問う多数の短答問題を自動的に生成するこ

とを行った。本報告 3d 節の類題は、限定されたコンセプ

トマップからの類題生成を STACK 上で行ったものと考え

ることができる。今後の課題として、任意のコンセプトマ

ップを与えたときにそれに基づく類題を STACK で生成す

るなど、STACK によるより多くの類題生成を検討したい。 
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