Vol.2016-CE-133 No.21
2016/2/14

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

授業中に教師の過去の PC 操作を参照できる
画面遷移参照ツールの提案と試作
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梅村博子†1 冨士山千晶†1

上西秀和†1
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概要：本稿では，教師の PC 画面を学生へ提示し PC の操作方法を説明する場面において，学生全員が正しい PC 操作
を把握できる環境の実現を目的とした，画面遷移参照ツールの提案と試作について述べる．本ツールでは，教師用 PC
のスクリーンショットに操作内容を示す簡単な注釈を追記した画像を蓄積し，学生が授業中の必要なタイミングでそ
れらを参照できる機能を提供する．これにより，教師の PC 操作についてこられない学生が，教師用 PC の過去のスク
リーンショットを参照しながら，各自のペースで PC 操作を行えることが期待できる．また本ツールは，全て自動的
に実行されるため，教師に余計な負担をかけることなく活用できる．情報に関する授業の中で簡単な試用評価を行っ
た結果，現在の表示内容では，必要な PC 操作の把握が難しい場合があるものの，PC 操作を学ぶ授業の理解に役立つ
可能性が示唆された．
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Prototype of screen transition reference tool for student
to refer past screenshots of instructor's PC in class
HIROKAZU BANDOH†1 MASAKI YAMASHITA†1 HIDEKAZU KAMINISHI†1
TAKASHI TATENUMA†1 HIROKO UMEMURA†1 CHIAKI FUJIYAMA†1
KAZUYA OHASHI†1 NOBUHIRO SAKATA†1

Abstract: This paper proposes screen transition reference tool which designed for students in order to understand PC operation
by seeing past screenshots of instructor's PC display. This tool automatically stores screenshots of instructor's PC with postscript
explanatory notes, and provide them to students whenever necessary in class. This function helps students who cannot keep up
with instructor's PC operation. They can study at their own pace while referring instructor's past screenshots. The tool
automatically performs all of this function without putting extra burdens on instructors. As a result of simple trial use in
information class for university students, this tool helped many students however current contents were not enough to understand
for all students.
Keywords: Information Study, Operation Teaching, Educational Supporting System, Tablet

1. はじめに

作マニュアルやオンラインマニュアルなどをあらかじめ準
備しておき，それらを利用して説明を行う方法が一般的で

近年，社会の様々な場面で当たり前のようにコンピュー

ある．しかし，補足説明を行ったり，質問に回答したりす

タが活用されている中，これからの社会を担う子ども達に

るなどの理由により，元々想定していない追加の PC 操作

は，適切な情報活用能力を身に付けることが求められてい

の説明が必要になる場合がある．このような場合には，教

る．このような状況を受け，各種学校において，様々な授

師用 PC の画面を大画面スクリーンや中間モニタなどに表

業の中でワープロ・表計算・プレゼンテーションなどのソ

示し，教師が実際に PC の操作をしながら説明する方法が

フトウェアや，インターネットの活用方法などが教示され，

行われる．このような場面を支援する研究としては，著者

また活用されている．

らが行った，大画面スクリーンを 2 枚利用し，操作前後の

一人 1 台のパーソナルコンピュータ（以下，PC と記す）
が設置された PC 教室などの環境において，一斉授業形態

両方の画面を同時に学生へ提示できるツール 1)がある．
この説明方法には，事前の準備が無くても，即座に必要

でソフトウェアの操作方法やインターネットの活用方法な

な PC 操作の説明を行える利点がある．しかし，教師の説

ど（以下，PC 操作と記す）を説明する場合，説明時に使用

明や PC 操作の記録が残らないため，説明を聞き逃した学

するスライド，スライドのサムネイルを印刷した資料，操
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生が，スライドのサムネイルやマニュアルを配布した場合
のように後から操作方法を参照し，教師の操作に自力で追
いつくことができない問題がある．

3. 画面遷移参照ツール
本章では，2 章で述べた検討に基づき設計した，画面遷
移参照ツールについて述べる．

そこで，本稿では，この問題を改善し，教師の PC 画面
を学生へ提示し PC 操作を説明する場面において，教師に
余計な操作負担をかけずに，学生全員が正しい PC 操作を

3.1 機能の概要
本ツールでは，教師の PC 操作に応じて，次の機能を提
供する．

把握できる環境の実現を目的とした，画面遷移参照ツール
の提案と試作を行う．具体的に本ツールでは，教師用 PC の
スクリーンショットに操作内容を示す簡単な注釈を追記し
た画像を蓄積し，学生が必要なタイミングでそれらを参照
できる機能を提供する．これにより，教師の操作について
こられない学生が，過去のスクリーンショットを参照しな
がら，各自のペースで PC 操作を行える環境を実現する．

 教師用 PC のスクリーンショットに操作内容を補足する
注釈を書き加え，蓄積する機能（スクリーンショット蓄
積機能）
 学生が任意の端末から，注釈が書き加えられた教師用
PC の過去のスクリーンショットを参照できる機能（ス
クリーンショット参照機能）

2. PC 操作の参照方法に関する検討
任意のタイミングで教師の過去の PC 操作を参照できる
環境の実現方法としては，授業の様子または大画面スクリ
ーンの表示などを動画として撮影し，その動画をリアルタ
イムに参照できるようにする方法が考えられる．この方法
は，教師の説明音声を含めて容易に記録できる利点がある．
しかし，動画の中から必要な場面を探し出すには時間がか
かり，さらに，ある程度動画を見なければならないため，
必要な PC 操作の把握に時間を要する危険がある．また，
授業の状況によっては，音声を聞くことが難しく，必要な
PC 操作を把握できない危険もある．
そこで本研究では，教師の PC 操作を監視し，マウスを
クリックしたタイミングなど必要と思われる画面だけを静
止画で記録することにより，学生が必要な PC 操作を素早
く参照できるようにする．
関連する研究としては，入部らが行った，学習者の操作
プロセスに適応した対話型ソフト学習システムの研究

2)が

ある．このシステムでは，操作者の操作方法を監視し，そ
の操作に同期しながら次の操作手順を誘導表示したり，操
作を間違えた時に正しい操作方法を提示・誘導したりでき
る．また，このために必要な教材データは，教師が一連の
操作をするだけで自動生成でき，教師がアップロードボタ
ンを押すだけでサーバに登録できることから，授業中に教
材の作成および追加を簡便に行え，学生が即座に利用でき
る．しかしこのシステムは，正しい操作方法を提示するも
のであるため，説明用のスライドを表示するための PC 操
作などの学生にとっては不要な操作を含む，一連の教師の
PC 操作をそのまま利用することはできない．本研究では，
学生にとっては不要な操作を含め，教師は普段の授業と同
じ PC 操作を行えば良い点，授業中に表示した説明用のス
ライドや画像などの表示を含め，教師の PC 操作全てを参
照できる点が異なる．

本ツールは，教師用 PC へのマウスおよびキーボードか
らの全ての入力を監視し，その入力に応じて自動的にスク
リーンショットの蓄積と注釈の描画を行うことで，教師の
手を煩わせることなく上記の機能を提供する．
3.2 想定環境
本ツールは，教師用 PC の画面を大画面スクリーンなど
に表示し，教師が実際に PC を操作しながら，必要な PC 操
作を説明する場面での利用を想定する．
学生は，操作に利用する各自の PC 画面上で教師用 PC の
過去のスクリーンショットを参照しても良い．しかし，PC
操作の内容によっては，スクリーンショットの参照と PC
の操作を同一の PC で行うことが困難な場合も考えられる．
そこで，学生全員が iPad または Android タブレットを持ち，
タブレット上でスクリーンショットを参照することを想定
する．
3.3 各機能詳細
本節では，実現した各機能の詳細について述べる．
3.3.1 スクリーンショット蓄積機能
学生が必要な PC 操作を把握できるようにするために，
教師によるマウスのボタン操作またはキーボードのキー入
力操作が行われた時に，その時点でのスクリーンショット
を保存し，蓄積する機能を実現する．併せて，教師の PC 操
作を正しく把握できるように，スクリーンショット上に教
師の PC 操作に応じた簡単な注釈を表示する．具体的な表
示例を図 1，図 2 に示す．
3.3.2 スクリーンショット参照機能
学生が PC または iPad，Android タブレット上で，3.3.1 項
で述べたスクリーンショット蓄積機能により蓄積した，教
師用 PC の過去のスクリーンショットを参照できる機能を
実現する．
具体的には，教師用 PC を Web サーバとして機能させ，
学生端末の Web ブラウザから，教師用 PC のスクリーンシ
ョット参照用 Web ページを表示することにより実現する．
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スクリーンショット参照用 Web ページの表示例を図 3 に
示す．学生が教師の PC 操作についてこられなくなった場

スクリーンショ
ット変更ボタン

更新ボタン

最初からボタン

合には，最初に「更新ボタン」を押し，最新の教師用 PC の
スクリーンショットを表示する．スクリーンショットの上
で左方向にドラッグ操作を行うと，教師用 PC のスクリー
ンショットが過去に遡って連続的に切り替わる．同様に，
スクリーンショットの上で右方向にドラッグ操作を行うと，
教師用 PC のスクリーンショットが現在に向かって連続的
に切り替わる（図 4）．なお，ドラッグ操作の代わりに，
「ス
クリーンショット変更ボタン」を押して 1 枚ずつスクリー
ンショットを切り替えることもできる．また，
「最初からボ
タン」を押すと，授業開始時点（正確には，本ツールの実
行を開始した時点）のスクリーンショットが表示される．

図 3 スクリーンショット参照用 Web ページの表示例

マウスカーソルを○で囲んで強調表示し，
さらに「左クリック」と表示する

図 1 スクリーンショットの表示例（左クリックの場合）

図の上で
右ドラッグ

現在に向かっ
て連続的に
切り替わる

図 4 スクリーンショット参照用 Web ページの画面遷移例

4. 実現方式
入力部分を長方形で囲んで強調表示し，
さらに「入力」と表示する

図 2 スクリーンショットの表示例（キー入力の場合）
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本ツールの全体構成を図 5 に，開発環境を表 1 に示す．
また，教師用 PC には，予め Microsoft Internet Information
Services(以下，IIS と記す)をインストールし，
「Default Web
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表 1 開発環境

Site」のドキュメントルートフォルダに格納された Web ペ
ージを外部から閲覧できるよう，必要な設定を行う．

PC

Windows 環境では，ユーザが何らかの操作を行うと，

Panasonic Let’s note CF-LX3KH3BP
CPU：Intel(R) Core(TM) i7-4600U 2.10GHz

Windows システムからその操作に対応した処理を行うべき

メインメモリ：16.0GB

ソフトウェアへ，操作内容を通知するためのメッセージが

OS：Windows 8.1 Pro 64 ビット

届けられる．そこで本ツールは，メッセージ監視用 DLL を
用いて，Windows 上で生成される全てのマウスおよびキー

IIS：Version 8.5
タブレット

iPad Air2(Wi-Fi)

入力に関するメッセージを監視し，それらのメッセージが

iOS：Version 9.1

各ソフトウェアへ届けられる直前にスクリーンショットを

Web ブラウザ：Safari

保存する処理を行う．さらに，保存したスクリーンショッ

開発言語

メッセージ監視用 DLL：Microsoft Visual

トに，表 2 に示すような，メッセージに応じた注釈の描画
を行う．

C++ 2013
メインウインドウ：Microsoft Visual

その後，メインウインドウへ，メッセージ監視用 DLL で

C# 2013

スクリーンショットが保存されたことを示すプライベート

スクリーンショット参照用 Web ページ：

メッセージをポストする．プライベートメッセージを受け

Java Script

取ったメインウインドウは，PNG 形式に変換したスクリー
ンショットと，それらを参照するための JavaScript を含ん
だ HTML ファイルを，IIS の「Default Web Site」のドキュ
メントルートフォルダに出力する．これにより，外部から
スクリーンショットを見られる状態になる．
なお，JavaScript を含んだ HTML ファイルは，予め図 6
のような雛形を用意しておき，
「//＠＠＠＠＠ここに挿入＠
＠＠＠＠」の部分を PNG ファイルのファイル名一覧に置
き変えることで生成する．また，JavaScript では，Web ペー

表 2 注釈一覧
メッセージ

注釈の内容

（PC 操作）
マウスの（左右）
ボタンダウン

マウスカーソルを赤丸で囲み，
「（左右）ボタンダウン」と表示

マウスの（左右）

マウスカーソルを赤丸で囲み，

ボタンアップ

「（左右）ボタンアップ」と表示．
ただし，直前のマウスボタンダウ

ジ上の各ボタンが押された時，または，スクリーンショッ

ンの位置と近い位置で行われた場

トの上でドラッグ操作が行われた時に，表示するスクリー

合には，
「（左右）クリック」と表示．

ンショットを変更する機能を実現している．

さらに，直前のマウスボタンダウ
ンのスクリーンショットを削除

Windows
システム
マウス・キー入力に関する
メッセージ
メッセージ
監視用 DLL

プライベートメッ
セージ・スクリー
ンショット(BMP)

キーボードの

入力フォーカスを持っているウイ

キーアップ

ンドウを赤い長方形で囲み，「入
力」と表示

本ツール
メイン
ウインドウ

マウス・キー入力に
関するメッセージ
各ソフト
ウェア

HTML/JavaScript
スクリーンショット(PNG)

この部分を PNG ファイ
ル名一覧に置き変える
（例）
"1314183.png",
"1314292.png"

図 5 ツールの全体構成

5. 評価
5.1 授業での試用
本ツールの有用性等について検討するため，獨協医科大

図 6 スクリーンショット参照用 Web ページの一部

学看護学部で開講されている，情報を適切に取り扱い活用
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していくための基本的な技能および考え方を修得すること

まず，本ツールの概要とスクリーンショット参照用 Web

を目的とした授業「情報リテラシー演習」において，試用

ページの URL，簡単な使い方を 5 分程度で説明した後，学

評価を行った．

生が必要と感じた時点で自由にスクリーンショット参照用

5.1.1 授業の様子

Web ページ閲覧してもらった．本学看護学部では，入学時

授業の様子を図 7 に，授業の詳細を表 3 に示す．

に全員 iPad を購入し，授業の際に持参することになってい
る．スクリーンショット参照用 Web ページは，各自の iPad
を利用して閲覧した．ただし，iPad を忘れた数人の学生は，
PC 教室に設置されているノート PC を利用して閲覧した．
なお，教師の側からは，本ツールの使い方を説明している
時間以外の時間に，スクリーンショット参照用 Web ページ
を閲覧するよう促すことはしなかった．
授業では，PC 教室に設置されているノート PC を用い，
Microsoft Excel によるデータ分析の基礎について学修した．
具体的には，3 人～5 人のグループに分かれ，グループ全員
の各自が測定してきた 1 日当たりの歩数（6 日分）を 1 枚
のシートに入力する操作，入力したデータを基に棒グラフ
を作成する操作などを行った．学生が授業中に作成した
Excel シートの一例を図 8 に示す．

図 7 授業の様子
表 3 授業の詳細
日時

2015 年 11 月 2 日（月） 13:00～14:30

場所

獨協医科大学 PC 教室
教師用デスクトップ PC が 1 台，学生用ノ
ート PC が勾玉テーブルに 68 台設置され
ている
また，教師用 PC の画面などを，4 枚の大
画面スクリーンと学生の近くに設置され
た中間モニタに表示する設備が備わって
いる

対象

獨協医科大学 看護学部 1 年生 51 人

教師

1 人＋TA 的な役割のスタッフ等 4 人
（著者らが担当）

講義名

情報リテラシー演習

教師用 PC

HP Compaq Elite 8300
CPU：Intel(R) Core(TM) i5-3470S 2.90GHz

図 8 学生が作成した Excel シートの一例
5.1.2 アンケート結果
授業終了後に LMS を用い，本ツールに関する匿名形式

メインメモリ：8.0GB

の簡単なアンケートに回答してもらった．アンケートの設

OS：Windows7 Professional SP1 64 ビット

問と結果を図 9 に示す．なお，回答人数は 43 人であった．

IIS：Version 7.5

また，本ツールについて自由に意見を書いてもらったと
ころ，次のような意見が得られた．

学生がスク

iPad Air2(Wi-Fi)

リーンショ

iOS：Version 9.1

ットの参照

Web ブラウザ：Safari

に利用した

（入学時に一括購入の案内をしているが，

 すごい機能だと思いました

主なタブレ

学生自身で購入・管理しているため，異な

 目次みたいなものがあると探しやすいと思います

ット

る端末を利用している学生もいる）
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図 9 アンケート結果
5.2 考察

把握できる環境の実現を目的とした，画面遷移参照ツール

図 9 に示したアンケートの問 2 の結果より，本ツールが

の提案と試作を行った．具体的に本ツールでは，教師用 PC

必要になる場面が無かった 15 人を除く 28 人のうち，約

のスクリーンショットに操作内容を示す簡単な注釈を追記

57.1%に当たる 16 人が，本ツールの利用により授業に追い

した画像を蓄積し，学生が必要なタイミングで教師用 PC

つくことができたことが示された．その一方で，全く追い

の過去のスクリーンショットを参照できる機能を提供した．

つけなかった学生が 5 人（17.9%）いること，問 4 の結果よ

これにより，教師の PC 操作についてこられない学生が，

り必要な PC 操作を把握できた，または，やや把握できた

教師用 PC の過去のスクリーンショットを参照しながら，

学生が全体の 55.8%（24 人）に留まっていることから，現

各自のペースで操作を行えることが期待できる．また本ツ

在の表示内容では，必要な PC 操作の把握が難しい場合が

ールは，教師による本ツールの操作を必要とせず，全て自

あることも明らかになった．現在の注釈表示には，ドラッ

動的に実行されるため，教師に余計な操作負担をかけるこ

グ操作が「（左右）ボタンダウン」と「（左右）ボタンアッ

となく活用できる．

プ」の 2 つのスクリーンショットで示される，ショートカ

看護学部 1 年生を対象とした情報に関する授業の中で簡

ットキーや Delete キーなどのようにスクリーンショットに

単な試用評価を行った結果，本ツールが，PC 操作を学ぶ授

キーの名称が表示されないキーが押された場合に，どのキ

業の理解に役立つ可能性が示唆された．その一方で，現在

ーが押されたのかが分かりにくいなどの問題がある．今後

の表示内容では，必要な PC 操作の把握が難しい場合があ

は注釈を工夫し，より分かりやすく示せるよう改善したい．

ることも明らかになった．今後は，スクリーンショットに

また，教師の音声を音声認識によってテキスト化し，注釈

追記される注釈を改善し，より分かりやすい表示を実現す

として表示する機能も検討したい．

るとともに，詳細な試用評価を行うことを課題とする．

アンケート問 3 では，全体の 55.8%に当たる 24 人が，本

謝辞

本取り組みにご協力頂いた学生の皆様に心より

ツールが授業内容の理解に役立つ，または，やや役立つと

感謝する．本稿の執筆に当たり，多大なご助言をいただい

回答した．また，問 5 では，全体の 65.1%に当たる 28 人が，

た高橋まりさんに深く感謝する．本研究の一部は，ポトス

今後も授業で使いたいと思う，または，やや思うと回答し

株式会社との共同研究による．

た．これらの結果より，本ツールが，PC 操作を学ぶ授業の
理解に役立つ可能性が示唆された．

6. おわりに
本稿では，教師の PC 画面を学生へ提示し PC 操作の方
法を説明する場面において，学生全員が正しい操作方法を
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