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教師用 PC の画面を利用したソフトウェア操作方法の
説明を支援するツール
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本論文では，一斉授業において，教師の利用するパーソナルコンピュータの画面を学生へ提示し，
その画面を利用してソフトウェアの操作方法を説明する場面の支援を目的とした，ソフトウェア操作
説明支援ツールの提案と実現について述べる．従来の一般的な授業環境は，教師用パーソナルコン
ピュータの画面をそのまま学生へ提示するだけである．そのため，操作を説明する場合に，操作方法
の説明に使われる操作直前の画面か，正しい操作結果の説明に使われる操作直後の画面のどちらか片
方しか学生へ提示できない．また，操作内容によっては，画面を見ただけでは具体的な操作方法を把
握しにくいこともあり，教師による説明を聞き逃した学生が正しい操作をできない危険性がある．そ
こで，本ツールでは，操作直前・直後の両方の画面を同時に表示する機能，操作方法を説明する文字
列等の注釈を表示する機能，を実現することでこれらの問題点を改善する．これらの機能は，教師に
よるソフトウェアの操作を監視し，その操作に応じて自動的に実行される．これにより，教師に余計
な操作負担をかけることなく，学生の正しいソフトウェア操作の把握を手助けできると考える．試用
講義の結果，本ツールを活用することで正しい操作方法を把握しやすくなり，操作説明にかかる時間
を短縮できる可能性が示された．特に，テキストボックスへの文字入力操作を説明する場合に有効で
あった．

Teaching Assistant Tool for Explanation of Software
Operation by Using the Display of a Teacher’s PC
Hirokazu Bandoh,† Yoko Otsuki††,☆ and Shin-ichi Sawada†††
This paper describes realization of an educational supporting tool to decline inconvenience
when teachers’ explaining software operations. This tool makes possible to show a teacher’s
operation procedures and the results on the same displaying surface, and to add annotations
about the operating process on the display automatically. In the general teaching environment, all a teacher can show to students is the usual online display of his PC, so he has
to call students’ attention to the display during over the operating procedure, and has to
repeat operation and cancellation to make them understood enough. Without teacher’s oral
explanation, the part that does not appear on the display would be diﬃcult to understand.
Two functions of this tool, simultaneous showing of the operation procedures and the results
on the same displaying surface and automatic annotating about operating process by texts,
would solve these diﬃculties. The tool implements these functions by itself correspondingly
to a teacher’s demonstration. A result of trial evaluations showed eﬀectiveness of the tool
that helped software operations to make easy to understand exactly and that make possible
to shorten the time for operations, especially in the case of explanation of how to input to a
textbox.
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近年，社会のあらゆる場面でコンピュータが活用さ
れる中，情報活用能力を習得することがますます重
要になっている．このような状況に対応するために，
各教育機関では，CAI 1) 等の様々な教育支援ソフト
ウェアやワープロ・表計算等の各種アプリケーション
ソフトウェアを，授業や講義の中で積極的に活用して
いる2),3) ．
これらのソフトウェアを授業や講義内で利用すると
1101
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き，必要に応じてソフトウェアの操作方法を学生へ説

プをあらかじめ用意しておき，それらを利用して説

明することがある．このような場合，教師用のパーソ

明を行う方法が考えられる．たとえば GUI ナビゲー

ナルコンピュータ（以下，PC と記す）の画面を大画

タ4) を利用することにより，各学生の PC 画面上で次

面スクリーンへ投影する等の手段で学生に提示し，そ

に操作すべき対象となるボタンやリストボックス，メ

の画面を用いながら説明する方法がよく行われている．

ニュー項目等の GUI 部品（以下，操作対象部品と記

しかし，既存の一般的な授業環境では，ソフトウェア

す）を強調表示し，1 ステップずつ操作を誘導するこ

の操作方法を説明するときに使われる操作直前の画面，

とができる．これには，あらかじめ操作方法等を記述

または，正しい操作結果を説明するときに使われる操

した操作手順定義ファイルを用意する必要があるが，

作直後の画面のどちらか片方の画面しか学生へ提示す

その記述作業を効率化するためのツールも実装されて

ることができないことが多い．操作直前の画面だけを

いる．

提示した場合，学生は正しい操作結果が分からず自分

操作マニュアル等の作成を支援するソフトウェアと

の行った操作が適切かどうかを即座に判断できない．

しては，PC の操作画面を動画としてそのまま保存・

逆に，操作直後の画面だけを示した場合，学生は正し

再生できるライフツリー社の講師代行 XP 5) や，PC

い操作方法を把握しにくい．

操作を監視し，操作画面のスナップショットと操作説

また，操作内容によっては，提示された教師用 PC
の画面を見ただけでは，具体的にどのような操作を行

明を自動的に作成するグルーソフトウェア社の Click!
レコーダ6) 等がある．

えばよいのかが把握しにくい場合があり，教師の説明

操作マニュアル等を利用して説明する方法は，全体

を聞き逃した学生が正しい操作を行えない危険性があ

のペースに合わせることなく，各学生のペースで操作

る．その改善方法として，画面へ手書きによる注釈を

を進められる等の利点がある．しかし，必要な操作マ

書き加えられるソフトウェアを活用することが考えら

ニュアルや操作手順データを，あらかじめ授業前に用

れる．しかし，長い注釈を書き加えなければならない

意しておかなければならないため，教師に事前準備の

場合には手間がかかる，教師の習熟度によっては支援

負担がかかる．また，授業中何らかの事情で追加的な

ソフトウェアの操作に手間取り，授業の円滑な進行を

操作方法の説明が必要になった場合に，即座に対応で

妨げてしまう危険性がある等の問題があった．

きないといった問題も考えられる．

そこで，本論文では，これらの問題を改善し，一斉

一方，教師用 PC の画面を大画面スクリーンや教材

授業内での教師用 PC の画面を学生へ提示しソフト

提示用モニタに提示し，その画面を使いながら説明す

ウェアの操作方法を説明する場面において，教師に余

る方法もよく行われている．この方法は，教師がソフ

計な操作負担をかけずに，学生の正しいソフトウェア

トウェアを実際に操作することで操作方法を示し，学

操作の把握を支援することを目的とした，ソフトウェ

生はその画面を見ながら 1 ステップずつ同じ操作を

ア操作説明支援ツールの提案と実現を行う．ソフトウェ

行っていく．そのため，各学生が全体のペースに合わ

ア操作説明支援ツールでは，教師のソフトウェア操作

せて操作をしなければならないといった欠点はあるが，

を監視し，その操作に応じて自動的に次の機能を実行

事前準備の手間が少なく，授業中に追加的な操作方法

する．

の説明が必要になった場合でも即座に対応できる利点

• 操作直前の画面と操作直後の画面を同時に表示す

がある．

る機能
• 操作方法を説明する注釈を表示する機能
本論文の 2 章では，ソフトウェア操作の説明方法に

じて使い分けることが望ましいと考えるが，本論文で

ついて検討し，3 章でソフトウェア操作説明支援ツー

実際の授業においては，2 つの説明方法を状況に応
は，教師用 PC の画面を利用した説明方法に焦点を絞
り，その支援方法を提案する．

ルの実現を行い，4 章で詳細な実現方式について述べ，

2.2 既存の授業環境の問題点

5 章で試用講義の結果について報告し，6 章で結論を
述べる．

教師用 PC の画面を利用した説明を行う場合の既存

2. ソフトウェア操作の説明方法

の一般的な授業環境は，単に教師用 PC の画面を表示
するだけであり，学生への提示画面は 1 種類であるこ
とが多い．そのため，何らかの操作を説明する場合，

2.1 説明方法に関する検討

操作を実行する直前の画面（図 1），もしくは，操作

一斉授業形態の授業においてソフトウェアの操作方

を実行した直後の画面（図 2）のどちらか片方しか提

法を説明する場合，操作マニュアルやオンラインヘル

示できない．操作直前の画面を示した場合，正しい操
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たりすることができる．また，筆者らは，従来から一
斉授業において電子白板を活用することを提案してき
た8) ．このソフトウェアを電子白板上で利用すれば，
学生の前で直接 PC の操作や手書き文字の書き込みを
行うことができ，より効果的な説明が可能になると考
える．しかし，電子メールのアカウント設定における
サーバ名のような長い文字列の入力を促す場合，手書
きでこれを書き加えるのは面倒であり手間がかかる．
また，教師によっては，手書き文字が雑で読みにくい
危険性がある．
この問題を解決できる支援ソフトウェアとしては，
平原らが提案している電子黒板システム9) がある．電

図 1 操作直前の画面の一例（メニュー選択の場合）
Fig. 1 An example of the display before an operation
(selecting menu).

子黒板システムは，教師用 PC の画面の一部と，教師
用 PC の画面上に書いた線画・テキスト等を，LAN を
経由して学生用 PC の画面へ転送・表示するシステム
である．このシステムを利用すれば長い文字列を，テ
キスト入力によって素早く書き加えることができる．
しかし，これらの支援ソフトウェアは，教師の判断で
教師自身が操作をしなければならない．このため，教
師の支援ソフトウェアの習熟度によっては，支援ソフ
トウェアの操作に手間取り，授業の円滑な進行を妨げ，
かえって授業内容を理解しにくくしてしまう危険性が
ある．
この問題を解決できる支援ソフトウェアとしては，
教師の PC 操作を監視し，キーボードやマウスのどの
キー・ボタンが押されたかを自動的に表示する，X ウ
インドウシステムを用いた教育支援システム10) があ

図 2 操作直後の画面の一例（メニュー選択の場合）
Fig. 2 An example of the display after the operation
(selecting menu).

る．しかし，この教育支援システムは，どのキー・ボ
タンが押されたかを単純に表示するシステムであり，
操作対象部品に応じた注釈を表示することはできな

作後の画面が分からないため，学生は自分の操作が適

い．また，2.1 節で述べた Click!レコーダは，操作対

切かどうかを即座に判断することができない．一方，

象部品に応じた操作説明を自動的に作成する．しかし，

操作直後の画面を示した場合，操作内容によっては操

Click!レコーダは，スナップショットや操作説明を蓄

作対象部品が消えてしまうこともあり，学生はどのよ

積・利用し，操作マニュアルを簡便に作成することを

うな操作を行えばよいのかを把握しにくくなる危険性

目的としている．そのため，操作説明の文章を操作と

がある．

同時に画面へ表示する機能はない．

そこで，操作の直前と直後の画面を同時に提示でき
る機能を実現することで，これらの問題点を改善する．

2.3 既存の支援ソフトウェアの問題点

視し，入力すべき文字列等の操作対象部品に応じた操
作方法を説明する注釈を，自動的に表示する機能を実

教師用 PC の画面を利用した説明方法を支援できる
ソフトウェアとしては，プラスソフト社の PenPlus

そこで，本論文では，教師のソフトウェア操作を監

7)

のように画面上に手書きで注釈を書き加えられるよう
にするソフトウェアがある．これを活用することによ
り，マウスカーソルの動きや画面の変化，教師の口頭
による説明だけでは把握しにくい操作方法を手書き文
字によって示したり，画面上の任意の場所を注目させ

現することで，既存の支援ソフトウェアの問題点を軽
減する．

3. ソフトウェア操作説明支援ツール
3.1 機能の概要
2 章で述べた検討に基づき，ソフトウェア操作説明
支援ツールでは，教師のソフトウェア操作に応じて次
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た場合には，表示用スクリーンには図 1 のようなメ

• 操作直前の画面と操作直後の画面を同時に表示す

ニューを選択する直前の画面が，操作用スクリーンに

る機能（操作前後画面同時表示機能）
• 操作方法を説明する注釈を表示する機能（自動注
釈表示機能）

は図 2 のようなメニューを選択した直後の画面が表示

なお，説明支援は自動的に行うことを基本とするが，
教師が追加的な補足等を行えるように，手書きによる

される．

3.3.2 自動注釈表示機能
学生が教師の行った操作を的確に把握し，正しい操
作を行うことができるように，表示用スクリーンに表

注釈を書き加えられる機能（手書き注釈機能）も実現
した．

3.2 動 作 環 境
本ツールは，Microsoft Windows のマルチモニタ
機能を利用し，1 台の教師用 PC に 2 台のモニタを
接続した環境，または，1 台の教師用 PC の画面を 2
枚の大型スクリーンに投影した環境を想定している．
本ツールの動作に必要な具体的なハードウェア環境を
図 3 に示す．教師は，2 枚のスクリーンに投影された
画面の片方だけを利用してソフトウェアの操作を行い，
もう片方の画面は表示専用として操作には利用しない
（以下，操作に利用するスクリーンを操作用スクリー
ン，操作に利用しないスクリーンを表示用スクリーン
と記し区別する）．

3.3 各機能の詳細
本節では，実現した各機能の詳細について述べる．

3.3.1 操作前後画面同時表示機能
学生が，操作方法と正しい操作結果を同時に参照で

選択部分を線で囲んで強調表示し，さらにメニュー項目を
文字列で表示する．
図 4 注釈の自動表示例（メニュー選択の場合）
Fig. 4 An example of the automatic annotation (selecting
menu).

きるように，教師が操作用スクリーンを利用して操作
を行った場合に，通常表示される操作直後の画面に加
えて，表示用スクリーンに操作直前の画面を表示する
機能を実現した．たとえば，教師がメニューを選択し

入力部分を線で囲んで強調表示し，さらに入力すべき文字
列を拡大表示する．
図 3 想定するハードウェア環境
Fig. 3 Suppositional hardware environment.

図 5 注釈の自動表示例（テキストボックス内での文字入力の場合）
Fig. 5 An example of the automatic annotation
(inputting into a textbox).
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図 8 ソフトウェア操作説明支援ツールの全体構成
Fig. 8 Architecture of the supporting tool to explain
software operations.
表 1 開発環境
Table 1 Development environment.
矢印でドラッグ操作の開始位置と終了位置を示す．
図 6 注釈の自動表示例（ドラッグによるファイルコピーの場合）
Fig. 6 An example of the automatic annotation (file
copying by dragging).

パソコン PC/AT 互換機 1 台
CPU：Intel Pentium4 2.80 GHz，メモリ：512MB
ディスプレイアダプタ：
ATI Technologies Inc. RADEON 9800PRO
出力装置 1280 × 1024 ピクセル × 32 ビットカラー × 2 台

OS
Microsoft Windows XP Professional
開発言語 メッセージ監視用 DLL：Microsoft Visual C++ 6.0
メインコントロール：Microsoft Visual C++ 6.0
操作ウインドウ：Microsoft Visual BASIC 6.0

4. 実 現 方 式
4.1 全 体 構 成
図 7 操作ウインドウ
Fig. 7 An operation window.

ソフトウェア操作説明支援ツールの全体構成を 図 8
に示す．また，本ツールは，表 1 に示す環境で開発を
行った．

示された操作直前の画面内に，教師の操作に応じた注

本ツールは，メッセージ監視用 DLL，メインコン

釈を自動表示する機能を実現した．具体的な表示例を

トロール，3.3.3 項で述べた操作ウインドウで構成さ

図 4，図 5，図 6 に示す．

れる．また，メインコントロールは，必要に応じて操

なお，自動表示された注釈は，教師が次の操作を行っ
たときに自動的に消去される．

3.3.3 手書き注釈機能
自動表示される注釈の補足やその他の説明を行うた
めに，手書きによる注釈を書き加えられる機能を実現
した．

作直前画面表示ウインドウと手書き注釈表示ウインド
ウを生成し利用する．なお，メインコントロールは，

Microsoft 社が開発したソフトウェアの部品化技術で
ある，ActiveX コントロールの形式で開発している．
操作ウインドウは，教師へのインタフェースを提供
し，設定内容等をメインコントロールとの間でやりと

なお，マウスによる入力が手書きによる注釈の描画

りする．メッセージ監視用 DLL とメインコントロー

操作か，通常のソフトウェア操作かを区別するために，

ルの具体的な処理内容については，4.2 節で述べる．

図 7 のような操作ウインドウを表示し，手書き注釈

4.2 各機能の実現方式

を描画するモードとソフトウェアを操作するモードを

4.2.1 操作前後画面同時表示機能
Windows 環境では，ユーザが何らかの操作を行う

切り替えられるようにした．また，操作ウインドウで
は，描画線の色と太さを選択できるようにした．

と，システムからその操作に対応した処理を行うべき
ソフトウェアへ，操作内容を示すメッセージが送信さ
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表 2 主要な対応操作
Table 2 The list of corresponding annotations.
教師による操作

表示される文字列
文字列以外の注釈
（括弧内は操作内容に
より変化する文字列
を示す）

メニューの選択

（選択したメニュー項 選択部分を線で囲み
目）
強調（図 4）

コマンドボタンを押す （ボタンのキャプショ ボタンを線で囲み強
ン）ボタンを押す
調
チェックボックスを選 （チェックボックスの チェックボックスを
択/解除
キャプション）を選 線で囲み強調
択/解除
ラジオボタンを選択
図 9 操作前後画面同時表示機能の実現方式
Fig. 9 The method for the simultaneous showing function
of operation process and result.

れる．各ソフトウェアは，メッセージを受け取ると画
面更新等のそのメッセージに対応した様々な処理を行
．そこで，本ツールは，Windows 上で生
う（図 9 (a)）
成されるメッセージを監視し，画面変化をともなう可
能性のあるメッセージが各ソフトウェアへ届く直前に，
現在の操作用スクリーンに表示された画面を表示用ス
クリーンに表示された画面へコピーする処理を行う．
これにより表示用スクリーンには，そのメッセージに
対応した画面更新等の様々な処理が行われる直前の画
面，つまり，操作直前の画面を表示できる（図 9 (b)）．
具体的に本ツールでは，メッセージ監視用 DLL 内
の関数をフックプロシージャとしてインストールする
ことで，Windows 上で生成されるメッセージを監視
する．また，メインコントロールは，操作直前画面表
示ウインドウを生成し，表示用スクリーンにつねに全
画面表示する．

（ラジオボタンのキャ ラジオボタンを線で
プション）を選択
囲み強調

リストボックス/コンボ （選択した項目）を選 選択した項目を線で
ボックス内の項目を選 択
囲み強調
択
複数選択できるリスト （解除した項目）を解 解除した項目を線で
ボックス内の項目を解 除
囲み強調
除
タブの選択

（選択したタブ）を選 選択したタブを線で
択
囲み強調

スクロールバーの操作 （上・下・左・右のど スクロール方向を矢
れか）スクロール
印で表示
ウインドウの移動

ウインドウの移動

移動元と移動先を矢
印で表示

ウインドウサイズの変 ウインドウサイズの サイズ変更の方向と
更
変更
量を矢印で表示
上記以外の操作を目的 （右・左のどちらか） クリック位置を矢印
としたマウスクリック クリック
で表示
上記以外の操作を目的 （右・左のどちらか） ダブルクリック位置
としたダブルクリック ダブルクリック
を矢印で表示
上記以外の操作を目的 ドラッグ操作
としたドラッグ操作
右ドラッグ操作

ドラッグの開始位置
と終了位置を矢印で
表示（図 6）

テキストボックス内で 「（テキストボックス テキストボックスを
の文字入力操作
に 入 力 さ れ た 文 字 線で囲み強調（図 5）
列）」と入力
空白にする

メッセージ監視用 DLL が画面変化をともなう可能
性のあるメッセージを受け取った場合，そのメッセー

は，表 2 に示す操作が行われると，原則として毎回操

ジをメインコントロールへ転送する．なお，メッセー

作直前画面表示ウインドウへの画面コピーを行う．そ

ジ監視用 DLL は，メインコントロールでの処理が終了

のため，たとえばテキストボックス内での文字入力操

し，戻り値が返されるまで処理を停止する．メインコ

作の場合，1 文字入力されるごとに画面コピーが発生

ントロールでは，そのメッセージを受け取ると，操作

する等，短時間に連続して行われる操作の場合には，

用スクリーンに表示された現在の画面を，操作直前画

PC の性能によっては画面のちらつきが発生する危険

面表示ウインドウへコピーする．これにより，表示用

性がある．

スクリーンに，操作直前の画面が表示される．コピー

4.2.2 自動注釈表示機能

完了後メインコントロールでの処理を終了し，戻り値

自動注釈表示機能は，4.2.1 項で述べた操作前後画

をメッセージ監視用 DLL へ返す．メッセージ監視用

面同時表示機能の，操作用スクリーンに表示された現

DLL の処理が再開され，各ソフトウェアへメッセー

在の画面を，操作直前画面表示ウインドウへコピーす

ジが送信される．

る処理を行った直後に，メインコントロールが操作直

メッセージ監視用 DLL が，画面変化をともなう可
能性があると判断するメッセージが生成される，教師
による PC 操作の一部を表 2 に示す．なお，本ツール

前画面表示ウインドウ内へメッセージに対応した注釈
を書き加えることで実現する．
本ツールが対応している教師の操作内容とそれに対
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図 11 試用講義の様子
Fig. 11 The trial in the actual lecture.

図 10 手書き注釈機能の実現方式
Fig. 10 The method for handwritten explanation.

応して自動的に表示される注釈の一部を表 2 に示す．
現段階では対応していない操作についても，それらの
操作を行ったときに生成されるメッセージの種類等を
調べれば，同様の手法で対応できると考える．

表 3 試用講義で利用した教師用 PC の環境
Table 3 Hardware and software environment for a
teacher’s PC in the trial lecture.
パソコン PC/AT 互換機 1 台
CPU：Intel Pentium4 2.80 GHz，メモリ：512 MB
ディスプレイアダプタ：
ATI Technologies Inc. RADEON 9800PRO
入力装置 マウス・キーボード・電子白板（電子ペン）

4.2.3 手書き注釈機能

出力装置 1024 × 768 ピクセル × 32 ビットカラー × 2 台
（プロジェクタで投影）

手書き注釈機能は，メッセージ監視用 DLL によっ

OS

Microsoft Windows XP Professional

て Windows 上で生成されるマウスの操作が行われた
ことを示すメッセージ（以下，マウスメッセージと記
す）を監視することで実現する．

5. 評

価

メッセージ監視用 DLL が手書き注釈を描画するモー

本ツールの有用性等について検討を行うため，東京

ドのときにマウスメッセージを受け取ると，そのマウ

成徳短期大学で開講されている，各種ソフトウェアの

スメッセージをメインコントロールへ転送する．なお，

操作方法の習得を目的とした講義において試用講義を

メッセージ監視用 DLL は，4.2.1 項で述べたように，

行った．

メインコントロールでの処理が終了し，戻り値が返さ
れるまで処理を停止する．

5.1 試 用 講 義
試用講義の様子を図 11 に，試用講義で利用した教

メインコントロールでは，マウスメッセージに応じ

師用 PC の環境を表 3 に示す．講義室には表示用ス

た手書き注釈の描画処理を行う．描画処理完了後メイ

クリーンとしてスクリーン（図 11 左）を，操作用ス

ンコントロールでの処理を終了し，戻り値をメッセー

クリーンとして電子白板（図 11 右）を設置し，電子

ジ監視用 DLL へ返す．メッセージ監視用 DLL は，処

ペンによって教師用 PC を操作した．

理を再開し，各ソフトウェアがマウスの操作に対応し

日時：2004 年 5 月 13 日（木）3 時限〜4 時限

た処理を行えないように，マウスメッセージを消滅さ

2004 年 6 月 10 日（木）3 時限〜4 時限

せる．ただし，マウスカーソルの移動を行うために，

対象：東京成徳短期大学ビジネス心理科

マウスが動いたことを示すメッセージだけは消滅させ
なお，手書き注釈の表示は，画面全体を覆う透明な

1 年生 2 クラス（1 クラス 37 名〜40 名）
教師：1 名+TA 的な役割の教師 2 名（筆者が担当）
講義名：コンピュータリテラシ演習

ウインドウ（手書き注釈表示ウインドウ）を必要に応

講義では，電子メーラ（Microsoft Outlook Ex-

じて生成・表示し，そのウインドウ上に手書きによる

press）のアカウント設定，表計算ソフトウェア（Mi-

注釈を表示することで実現する（図 10）．

crosoft Oﬃce Excel）の操作方法，インターネットか
ら画像ファイルをダウンロード・保存する方法，Mi-

ない．
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crosoft Windows の各種設定方法等について説明を
行った．
本試用では，3.3.1 項で述べた操作前後画面同時表
示機能と 3.3.2 項で述べた自動注釈表示機能だけを利
用して説明した場合（以下，自動機能利用と記す），こ

表 4 試用講義に関するデータ (1)
Table 4 The data of the trial lecture-1.
説明内容

利用した機能

自動機能利用

手書き利用

1

講義時間
注釈数

2

講義時間
注釈数

3

講義時間
注釈数

4

講義時間
注釈数

738 秒
10 回
461 秒
6回
336 秒
4回
310 秒
9回

897 秒
6回
510 秒
5回
540 秒
2回
480 秒
5回

れらの 2 つの機能を利用せずに 3.3.3 項で述べた手書
き注釈機能だけを利用して説明した場合（以下，手書
き利用と記す），本ツールを利用せずに教師用 PC の
画面と口頭だけで説明をした場合（以下，口頭利用と
記す），とを比較することで，本ツールの有用性を検
討する．なお，手書き利用の場合と口頭利用の場合に
は，電子白板とスクリーンに同じ画面を表示した．
また，1 時限の中に複数の説明内容を設定し，説明
内容ごとに利用する機能を変更した．なお，最初の説
明内容を 3 時限目のクラスでは自動機能利用，4 時限

注釈数は，自動機能利用の場合には説明に利用された自動表
示された注釈の数，手書き利用の場合には手書きによって書
き加えられた注釈の数を示す．
説明内容 1：電子メーラのアカウント設定
説明内容 2：電子メーラの設定変更とメールの受信
説明内容 3：インターネット上のファイルのダウンロード
（URL をキーボードから入力）
説明内容 4：表計算ソフトウェアによる合計計算（SUM 関
数の利用）

目クラスでは手書き利用で説明した場合には，2 番目
の説明内容を説明するときに利用する機能を逆にし，

3 時限目のクラスでは手書き利用，4 時限目クラスで
は自動機能利用で説明する等，学生の違いによる影響
が少なくなるよう配慮した．
講義の中で，プリント等の補助資料の配布や，黒板

表 5 試用講義に関するデータ (2)
Table 5 The data of the trial lecture-2.
説明内容

利用した機能

自動機能利用

口頭利用

1

講義時間
注釈数

596 秒

2

講義時間
注釈数

3

講義時間
注釈数

520 秒
11 回
613 秒
7回
196 秒
4回

を利用した板書による追加説明等はいっさい行ってい
ない．教師については，筆者が担当し，すべての講義
において同じ教師が同じ役割を担当した．また，各説
明内容について，2 つのクラスでできる限り同一の内
容となるよう努力した．

5.2 評価指標と結果
評価は，教師が最初の操作を開始してからすべての

690 秒
180 秒

注釈数は，説明に利用された自動表示された注釈の数を示す．
説明内容 1：コントロールパネルを利用した Windows の各
種設定
説明内容 2： Web ブラウザの設定
説明内容 3：表計算ソフトウェアによる平均計算（AVERAGE 関数の利用）

学生が操作を完了できるまでにかかった時間（以下，
講義時間と記す）と，講義終了後出席した 77 名の学

と考えられる．よって，講義時間を比較することによ

生に回答してもらったアンケートの集計結果によって

り，本ツールによって学生の操作方法の把握が支援で

行う．

き，個別説明時間が短縮されるかの検討を主な目的と

説明内容別の講義時間等のデータを表 4，表 5 に示
す．講義時間は，手書きによる注釈の書き込み時間を

している．
アンケートの設問と結果を図 12 に示す．設問 (A)

含む教師用 PC の操作時間（以下，操作時間と記す），

は，操作方法を，口頭による説明に加えて文字等でも

教師用 PC の画面を利用してソフトウェア操作等を全

示すことの有用性を検討するための設問である．設

体へ説明する時間（以下，全体説明時間と記す），学

問 (B) は，教師の手書き文字による説明と同等以上の

生の間を巡回し個別に対応する時間（以下，個別説明

把握しやすさを持った注釈を，本ツールによって自動

時間と記す）に大別される．自動機能利用と手書き利

表示できているかを検討するための設問であり，設問

用の場合との比較では，講義時間の比較によって，本

(A) と設問 (B) によって自動注釈表示機能の有用性を
検討する．設問 (C) は，操作前後画面同時表示機能の
有用性を検討するための設問である．

ツールによって自動的に実行される支援機能により，
操作時間を短縮できるかの検討を主な目的としている．
自動機能利用の場合には，自動表示される注釈だけ
を利用し，教師の手書きによる補足説明を行っていな
い．したがって，自動機能利用と口頭利用の場合との
比較では，操作時間と全体説明時間はほぼ同一である

また，自由に意見を書いてもらった結果，次のよう
な意見が得られた．

• 手書き文字よりもテキスト（活字）の方が読みや
すい．
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まとめて説明できるのに対し，自動機能利用の場合に
は，次の操作が行われた時点で前の操作に対する注釈
が自動的に消去されてしまうため，1 つずつ説明しな
ければならない．今後は，つねに次の操作が行われた
時点で自動消去するのではなく，適切なタイミングで
自動消去することも検討したい．

5.3.2 自動機能利用と口頭利用の場合との比較
説明内容 1，2 の場合には自動機能利用の方が，説明
内容 3 の場合には口頭利用の方が，講義時間が短かっ
た．説明内容 3 については，一覧から平均を計算する
関数「AVERAGE」を選択するときに，自動機能利用
の方が多くの説明時間を費やしていた．これは，自動
機能利用のときに，教師の不注意からすべての学生が
「AVERAGE」を選択する前に次の操作に進んでしま
い，選択操作をやり直す等の対応を行ったためである．
この操作にかかった時間を除いた場合には，自動機能
利用の方が，講義時間が短くなる．
説明する際にかかった時間を各操作別に検討したと
ころ，手書き利用の場合との比較結果と同様に，テキ
ストボックスへの文字入力操作を説明する場合に最も
時間が短縮されていた．
(5) 把握しやすくなった，(4) やや把握しやすくなった，
(3) 変わらない，(2) やや把握しにくくなった，
(1) 把握しにくくなった
回答者数 77 人．ただし，設問 (B)(C) は無回答の学生が
1 人ずついるため 76 人になっている．
図 12 アンケート結果
Fig. 12 The results of questionnaire.

以上の結果から，本ツールの利用により学生の操作
方法の把握を支援でき，それにより個別説明時間が短
縮できることが示唆されたと考える．

5.3.3 アンケート結果
設問 (A) の結果より，操作方法が文字等でも説明さ
れることにより，60%以上の学生が正しい操作方法を
把握しやすくなると感じていることが分かった．回答

• 文字が大きく表示されるので読みやすい．

者の中には，教師用 PC の画面と口頭だけによる説明

5.3 考
察
5.3.1 自動機能利用と手書き利用の場合との比較
試用講義で行ったすべての説明内容において，手書

でも操作方法を十分に把握でき，文字等による補足説

き利用の場合と比較して自動機能利用の場合の方が，

明を必要としない学生が含まれていることを考慮する
と，60%程度の学生に効果があれば，有用性があると
判断できるものと考える．

講義時間が短かった．手書き利用の場合には，手書き

設問 (B) では，教師による手書きの説明と自動表示

で注釈を書き加える時間が必要となるのに対し，自動

される注釈とを比較した場合に，80%以上の学生が変

機能利用の場合にはその時間が不要である．このこと

わらない，または，自動表示される注釈の方が操作方

により，操作時間を短縮でき，結果として講義時間を

法を把握しやすいと回答している．この結果より，教

短縮できたと考える．

師による手書きの説明と同等以上の注釈を，本ツール

説明する際にかかった時間を各操作別に検討したと

によって自動表示できたことが示唆された．

ころ，電子メールアドレスの入力や URL の入力等，テ

設問 (A)・(B) の結果，および，自由筆記による「手

キストボックスへの文字入力操作を説明する場合に多

書き文字よりもテキストの方が読みやすい」という好

くの時間が短縮されていた．しかし，同一画面に複数

意的な意見等により，主観的な評価ではあるが，自動

のテキストボックスが存在し，それらのテキストボッ

注釈表示機能の有用性が示されたと考える．

クスへの文字入力操作を説明する場合には，自動機能

設問 (C) では，操作直前・直後の画面を同時に見ら

利用の場合の方が余計に時間がかかってしまうことが

れることにより，60%以上の学生が正しい操作方法を

あった．手書き利用の場合には複数の文字入力操作を

把握しやすくなると回答している．設問 (A) と同様に，
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回答者の中には，従来環境でも操作方法を十分把握で
きる学生が含まれていることを考慮すると，60%程度
の学生に効果があれば，有用性があると判断できるも
のと考える．よってこの結果より，操作前後画面同時
表示機能の有用性が示唆されたと考える．

6. 終 わ り に
本論文では，教師用 PC の画面を学生へ提示し，ソ
フトウェア操作の方法を説明する一斉授業の一場面に
おいて，教師に追加的な操作負担をかけることなく
学生の正しいソフトウェア操作の把握を支援すること
を目的とした，ソフトウェア操作説明支援ツールの提
案と実現について述べた．ソフトウェア操作説明支援

http://www.lifetree-net.com/koshidaiko/
6) グルーソフトウェア株式会社：Click!レコーダ．
http://www.gluesoft.co.jp/ClickRec/
7) 有限会社プラスソフト：PenPlus.
http://www.plussoft.co.jp/
8) 坂東宏和，根本秀政，澤田伸一，中川正樹：黒
板の情報化による教育ソフトウェア，情報処理学
会論文誌，Vol.42, No.3, pp.624–632 (2001).
9) 平原貴行，山之上卓，安在弘幸，有田五次郎：
TCP を利用した分散ネットワーク環境のための
電子黒板システム，情報処理学会論文誌，Vol.43,
No.1, pp.176–184 (2002).
10) 川田敏則，味岡義明：X ウインドウシステムを
用いた教育支援システム，情報処理学会研究報告，
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ツールでは，教師のソフトウェア操作に応じて次の機
能が自動的に実行される．

• 操作直前の画面と操作直後の画面を同時に表示す
る機能

坂東 宏和（正会員）

• 操作方法を説明する注釈を表示する機能
試用講義の結果，本ツールを活用することで正しい
操作方法を把握しやすくなり，操作説明にかかる時間

大学院工学研究科電子情報工学専攻

を短縮できる可能性が示された．また，テキストボッ

学ビジネス心理科補講講師を経て，

クスへの文字入力操作を説明する場合に，特に有効で
あることが明らかになった．
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対応操作の増加，自動表示された注釈を消去するタ
イミングの自動判定を今後の課題とする．

校・短期大学での教育を支援するソフトウェアの研究
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