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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

入部百合絵†a) 藤原 真†† 安田 孝美††† 横井 茂樹†††

Interactive Software Learning System Adapting to Operation Process

Yurie IRIBE†a), Makoto FUJIWARA††, Takami YASUDA†††, and Shigeki YOKOI†††

あらまし パソコン初心者がソフト操作を効率的に学習するためには，マンツーマンに近い丁寧な指導を受け
ることが望ましい．しかしながら，IT 講習会や情報リテラシーの授業などでは，教師の人数に限りがあるため，
受講者の質問に対し迅速に対応することは難しい．したがって，本研究では個別に対応することで初心者のソフ
ト操作学習を支援する．具体的には，システムが初心者の操作をモニタすることで，その操作に同期しながら次
の操作手順を誘導する対話型ソフト学習を提案する．この際，その操作方法を簡潔に説明した静止画像を操作ご
とに提示することで，操作方法を視覚的かつ具体的に教示する．加えて，初心者の進度に適した操作誘導を実行
するために，初心者が誤った操作を行ったときのみ，正しい操作方法を提示及び誘導する支援手法も提案する．
このような教材を生成するためには，教材作成者の手間と労力を要するため，操作説明画像を自動的に生成する．
作成者が一連の操作を実行することで，システムがその操作ログを自動的に取得し，画面を動的にスクリーン
キャプチャすることでこれを実現する．最後に，本研究の有効性を明らかにするために，パソコン初心者と教師
を対象とした実証実験により，システム評価及び考察を行った．
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1. ま え が き

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，多種多様なアプリケーションソフト（以下，

ソフトと呼ぶ）が利用されるようになり，ソフトを操

作する機会や用途が増加している．このため，IT講習

会や情報リテラシーに関連する授業などが開催されて

いる．通常，IT講習会では，ビデオ教材やマニュアル

を用いることが多いが，学習者がパソコン初心者（以

下，初心者と呼ぶ）の場合，ビデオとソフトの操作を

並行して行わなければならないため，操作ミスを引き

起こす原因となり得る．また，近年様々な操作マニュ

アルが存在するが，操作方法が分からなくなったり，
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操作ミスを引き起こした場合，その操作状況に適した

操作手順を説明してくれるわけではない．その場合，

講師による適切な指導が必要であるが，講師の人数

には限りがあり，受講者の質問に対し迅速に対応する

ことは難しい．一方，ヘルプ機能やアニメーションに

よって操作手順を提示する研究もなされているが [1]～

[3]，文字中心の説明や，学習者の操作状況に応じた説

明を行うわけではないため，初心者にとって必ずしも

使いやすいものとはなっていない．

本研究ではこれらの問題を解決するために，初心者

の操作プロセスに適応した操作手順を提示する対話型

ソフト学習システムを構築する（図 1）．本システムは

操作学習システムと教材作成システムから構成される．

操作学習システムは，コンピュータが初心者の操作

状態を適宜監視することにより，視覚的に分かりやす

い操作説明画像を用いて初心者の操作ごとに操作手順

を説明する．この際に用いる操作説明画像は，単純に

操作画面をスクリーンキャプチャした画像ではなく，

操作対象であるメニューやアイコンを明示的に示すた

めに強調表示させ，その操作手順を吹出しによって説

明する．また，初心者の操作状態に応じた説明方法を

提供することにより，効果的な操作学習を支援する．
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図 1 初心者向け対話型ソフト学習システム
Fig. 1 Software learning support system for PC

beginners.

しかしながら，このような操作学習システムに対応し

た教材を生成するためには大変な労力と時間を要する

ため，教材作成システムでは，教材作成者が実際のソ

フトで一連の操作を実行するだけで自動的にその操作

イベント情報を取得し，操作説明画像を生成する．

以上のように，本研究は，初心者の操作状況に応じ

た操作説明をコンピュータが自動的に実行することに

より，初心者の操作ミスを軽減させ，スムースに操作

学習を進めるための支援を行う．加えて，教材を自動

生成することで教材作成者の労力を軽減させる．

本論文の構成は以下のとおりである．2.では，従来

の操作学習支援システムについて記述し，その問題点

を述べる．3.では，ユーザの操作に同期した対話型ソ

フト学習システムについて詳述する．4.では，評価実

験の結果を示し，5.で本論文をまとめる．

2. 関 連 研 究

ソフト操作の学習を支援するシステムとして，一斉

授業において，学生の正しい操作の把握を手助けする

ために，操作直前，直後の画面を同時に表示するため

の研究が行われている [4]．しかしながら，個々の生徒

の操作プロセスに適応した操作説明を行っているわけ

ではない．本システムは，教師が実演した操作のイベ

ント情報と説明画像をシステムが自動的に取得及び生

成することで，学習者の操作プロセスに適した操作説

明を提示する．

一方，ソフト操作の説明画像を自動生成するための

ソフトも複数存在する [5]～[7]．これらは操作対象の

ソフトを操作すると自動的に画面をキャプチャし，静

止画像または動画像を自動作製する．これらのソフト

は簡便に教材を生成することを目的としているため，

本研究が目標とする学習者の操作プロセスに対応した

教材生成や操作説明のための機能を有していない．

本システムのように初心者の操作に同期して操作を

誘導する研究も存在する．パソコン初心者のための

GUIナビゲータ/カバー [8] では，GUIナビゲータに

よって 1ステップごとに次に操作すべきGUIオブジェ

クト（メニュー項目やボタンなど）の強調表示やキャ

ラクタによって学習者の操作を誘導する．しかしなが

ら，説明方法が 1ステップごとによる誘導のみである

ため，初心者の操作レベルや進度に適応した説明を行

うことが難しい．本システムにおいても 1ステップご

との操作説明をベースとしているが，初心者が誤った

操作をしたときのみ間違いを指摘し，正しい操作方法

を誘導する機能や，操作説明を初心者が求めたときの

み操作の説明や誘導を行う機能を有する．以上のよう

に，本システムでは幅広い操作説明を提供することが

可能である．加えて，本システムでは初心者が容易に

次の操作手順を理解できるようにするため，操作対象

範囲の画面画像を解説付きで初心者の操作ごとに提示

する．また，GUIナビゲータ/カバーでは通常のソフ

トと異なる画面をウィンドウ上にカバーする機能や特

別なタスクメニューをユーザに提示するため，本来の

ソフトを学習することとは離れている．

3. ユーザ操作に同期したソフト学習シス
テム

3. 1 初心者を対象とした IT講習会における調査

2003 年度に著者らは名古屋市熱田区生涯学習セン

ターにて，パソコン初心者を対象とした IT講習会を実

施した [9]．講習会では 1日約 4時間の講習会を 2003

年 7月 3日，7月 8日，7月 29日の計 3回実施した．

講習会は 3 日間ともに，一人の講師が 16 名の受講者

を指導した．内容はマウス操作，文字入力などの基本

操作とメールソフト（Microsoft Outlook Express），

Microsoft Internet ExplorerといったWindowsアプ

リケーションソフトの使い方である．あらかじめ，筆者

らが初心者用の分かりやすいマニュアルを作成し，講

師はそれらを用いて説明を行った．しかしながら，受

講者の約半数が操作をスムースに行えず，最後まで操

作を終えることのできない受講者もいた．また，講習

会では，マニュアルとスクリーンを用いて説明を行っ

たが，受講者は自身が行った操作と講師の操作が異な

ると，操作を誤ってしまうケースが確認された．また，

講習会では講師一人が受講者をマンツーマンに教える

ことは困難であるため，受講者一人ひとりに迅速に対

応することが難しく，受講者への対応が遅れるため，

結果的に受講者は操作ミスを繰り返すこととなった．

そこで，本研究では初心者の操作をコンピュータが
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モニタすることで，学習者操作ごとに丁寧に操作手順

を説明する対話型ソフト学習システムを提案する．本

システムは，個々の学習者の操作状態に適した操作手

順を提示する．学習形態としてはコンピュータ対話型

学習に相当する [10]．なお，テキストによる説明だけ

では具体的な操作方法やボタンやメニューの位置を的

確に伝えることが難しいため，説明画像を用いて操作

対象のオブジェクトを強調的に表示することで操作方

法を明示的に示す．また，受講者は操作ミスを起こし

ても気づかない場合や，誤操作に気付いても正しい操

作方法が分からずに誤った操作を続けてしまうことが

よく見られた．したがって，本システムは初心者が操

作を誤った際にその誤りを指摘し，正しい操作方法を

導く支援機能も有する．ユーザビリティの研究におい

ても，「すぐに，そして簡単に使用でき，間違いを起こ

しにくく，簡単に使い方を記憶すること」がその特性

として挙げられている [11]．

3. 2 教材作成システム

3. 2. 1 教材作成システムの概要

上記のソフト学習システムを実現するためには操作

画面を示す画像や操作イベントの情報が必要である．

しかしながら，そのような教材の作成やデータの取得

には，大きな労力と時間が必要である．そこで本研究

では，教材作成者が容易に教材を作成できるようにす

るため，Windows 環境を前提とした自動教材生成シ

ステムを構築した．教材作成システムは，教材作成者

が対象のソフト上で一連の操作を実行することで，自

動的に教材の生成や操作イベント情報の取得が実施さ

れる．これにより，IT講習会や情報リテラシー授業に

おいて教師が見本として操作を実演することで，必要

な教材と操作データがデータベースに蓄積される．し

たがって，受講者は即時にそれらの教材データを利用

した操作学習システムにより自主的に操作学習を進め

ることができる．加えて，教師から取得された操作の

イベント情報と学生の操作情報を比較することで，教

師の説明を聞き逃してしまったり，途中で行き詰まっ

た受講者に次の操作手順を導くことも可能となる．ま

た，受講者からの質問に対して新たに教材が必要とな

る場合や，説明が不十分だった箇所を補足説明するた

めに教材を追加する場合も考えられるが，本システム

を用いることにより，教師は講習会中に教材の作成及

び追加を簡便に遂行することができる．

以上の特徴を有する教材作成システムの概要を図 2

に示す．具体的には下記の機能から構成される．

図 2 教材作成システムの概要図
Fig. 2 Overview of the contents creation system.

図 3 取得する操作内容情報の例
Fig. 3 Example of operation data.

（ 1） 操作内容情報の自動取得

（ 2） 操作説明画像の自動生成

（ 3） 教材の編集と自動アップロード機能

次に各機能の実装方法について詳述する．

3. 2. 2 教材作成システムの実装方法

学習時に初心者の操作プロセスに適した操作説明

やそれらを表示するタイミング，位置を判断するため

に，コンピュータから操作内容情報を取得する．具体

的には，教材作成者の手順ごとにマウス操作の具体

的な処理操作内容，GUI オブジェクトの名前や種類

などの操作手順データを取得する必要がある（図 3）．

そのため，教材作成者のソフト操作を監視し，特定の

操作の発生を検知することでそれらのデータを獲得

する．特定の操作を検知するために使用頻度が高い

と思われる操作を監視対象操作とした．表 1 に監視

対象操作を示す．更に，表 1の対象操作が実行された

際に，その GUI オブジェクト情報（名前，種類，位

置）を取得する必要があるため，MSAA（Microsoft

Active Accessibility）[12] を用いた（図 4）．MSAA

はWindows 環境で動作するソフトの GUI オブジェ

クトの情報を取得する標準方法を提供している．
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表 1 監視対象操作一覧
Table 1 List of watch operation event.

操作名 操作内容
マウス左ボタン クリック，[Shift] キーを押しながらクリック，

ダブルクリック，ドラッグ
マウス右ボタン クリック，ドラッグ
キーボード 文字（0-9，A-Z）入力，[Enter] キー入力，

[Tab] キー入力

図 4 操作内容情報の取得
Fig. 4 Extraction of operation data.

図 5 操作内容情報の XML による記述例
Fig. 5 Example of XML description.

操作内容情報を操作学習システムで活用するために，

取得した処理操作内容を逐次 XMLにより記述してい

く（図 5）．教材作成システムでは開始ボタンから終了

ボタンが押されるまでの操作を一連の操作（タスク）

とみなし，タスクごとに XML ファイルを生成する．

ここで，各タスクの内容を正確に伝えるために，タス

クのタイトルだけは教材作成者が手作業で付与する

仕組みを設けた．一方，具体的な操作方法を初心者に

提示するために，各処理操作の GUIオブジェクト名，

GUIオブジェクト種類，処理操作内容から操作手順文

図 6 操作説明画像の例
Fig. 6 Window of operation image for explanation.

を自動構成する．図 5 の例では操作手順は <Text>

タグに記述されている．XMLによりデータ管理する

ことで，豊富な教材を共有化し，多様な操作手順に対

応した操作支援の実現を図る．

次に，操作説明画像の生成にはスクリーンキャプチャ

を利用する．スクリーンキャプチャは，Windowsに標

準で搭載されている機能であるが，本研究では，教材

作成者の手作業を軽減させるために，自動的に操作画

面をキャプチャする．このため，Windowsからソフト

へ送信されるメッセージをフック（横取り）し，メッ

セージにマウスクリックを含む場合にスクリーンキャ

プチャを自動的に実行する（図 4）．更に，初心者に操

作対象のメニューやボタンの場所や操作方法を明確に

提示するため，生成された操作説明画像上に操作手順

とボタンの強調表示を加える．具体的には，MSAAに

よって取得された GUI オブジェクトの位置情報をも

とに，操作説明画像の GUI オブジェクトを赤枠で囲

んで強調表示し，マウスカーソルを画像上へ挿入する

（図 6 左上）．加えて，GUI オブジェクトに対する具

体的な操作方法を示すため，XMLの <Text>タグに

記述した操作手順を操作説明画像上に挿入する（図 6

中央）．

教材作成システムでは，講習会や授業などで教師が

生成した教材を学習者が即座に利用できるようにする

ため，教師が「アップロード」ボタンをクリックする

ことで，生成された操作説明画像と XMLファイルを

自動的に指定のサーバへアップロードする．このため

教材作成システムにファイル転送機能を実装した．ま

た，本システムでは操作説明画像のサイズや提示場所，

及び操作手順文を自動的に構成するが，教師による修

正，変更も予想されるため，それらの情報を修正する

ための編集機能を設けた．以上，教材作成システムの

実装には Visual C++を用いた．

本システムを活用することで，教材作成者は一連の
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図 7 操作説明画像の動的な表示の画面例
Fig. 7 Interface for dynamic indication of operation

image.

操作を実行するだけで，その操作手順を説明するため

に必要な教材を自動的に作成することが可能となる．

3. 3 操作学習システム

本節ではシステムの支援方法について述べる．

（ 1） 操作説明画像の動的な表示

「操作説明画像の動的な表示」では，学習者の操作

プロセスに適応した操作手順や方法を明りょうに示す

ために，学習者の操作ごとに次の操作を示す解説付き

説明画像を動的に提示する．「操作説明画像の動的な表

示」により初心者が Microsoft PowerPoint 上で図形

を描画するための操作を実行する例を図 7に示す．図

7上図では，初心者が容易に操作方法を理解できるよ

うにするため，次の操作手順を説明した解説付き説明

画像が右上に表示されている．これによって，学習者

に操作対象のボタンやアイコンの位置を明確に伝え，

操作ミスの軽減を図る．

（ 2） 誤操作の指摘と正しい操作手順の表示

操作に慣れてきた学習者に対し，「(1)操作説明画像

図 8 誤操作の指摘と正しい操作手順の表示の例
Fig. 8 Interface for pointing out operation mistake

and leading to correct operation.

の動的な表示」のように操作ごとに操作説明をしてい

ては，操作学習（操作を記憶し，自身で一連の操作が

できるようになる状態）の妨げになる可能性も考え

られる．そこで，学習者が誤った操作を行ったときの

み，その誤りを指摘し，正しい操作方法を示す．「誤操

作の指摘と正しい操作手順の表示」の一例を図 8に示

す．図 8はMicrosoft Wordにおいて，図の挿入を実

行する際に，誤った操作を行った場合の例を示してい

る．図 8の上図は，メニューバーの「挿入」を選択後

に「図」をクリックしなければならないところ，誤っ

てテキストボックスをクリックしてしまった場合を表

している．「誤操作の指摘と正しい操作手順の表示」は，

誤ったボタンやメニューをクリックした時点で，その

誤りを指摘し，正しい操作説明テキストと赤枠を含む

操作説明画像を提示する（図 8下図右上）．多くの場

合，初心者は操作をミスしたことに気づかずに，誤っ

た操作を続けてしてしまうことが多いため，誤った操

作を行った時点でその誤りを指摘し，正しい操作を提
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示することで操作学習の効率化を図る．また，操作方

法を誤って覚えてしまった場合でも，「誤操作の指摘と

正しい操作手順の表示」により，その誤りを発見する

ことができるため，学習に有効であると考えられる．

（ 3） 操作説明画像の連続表示

学習者の操作に同期させるものではなく，操作説明

画像を連続的に順次表示させる方法である．動画像に

よる操作デモに近い形式であるが，操作説明画像には

強調表示と吹出しによる説明が含まれているため，通

常の動画デモよりも明確にその操作方法を示すことが

できる．この方法は，操作を習得した学習者が簡便に

操作の確認する場合に適している．

以上のように，学習者が実際のソフト（図 7の例で

は PowerPoint）を用いて操作している間，操作学習

システムが学習者の操作に応じて説明を進めるため，

学習者は個々のペースに合わせて操作学習を進めるこ

とができる．「操作説明画像の動的な表示」は操作手順

を知らない初心者がソフト学習をする際に適している．

3. 4 操作学習システムの実装方法

提案する操作学習システムは，主に操作説明画像の

表示処理を行う機能と初心者の操作を監視する機能か

ら構成される（図 9）．

初心者の操作プロセスに対応した操作説明画像を示

すために，操作学習システムは操作イベント情報や操

作説明画像情報が記述された操作内容情報ファイルを

データベースから読み込む．本研究では，XML形式

による操作内容ファイルを読み込むため，Microsoft

社が提供するMSXML（Microsoft XML）[13]を用い

る．その際，各要素を的確に抽出するために DOM

（Document Object Model）を用いてXMLの要素に

アクセスする．また，学習の際には初心者の操作が操

作内容ファイルの操作手順どおりであるかを判断する

ために，初心者の操作を監視する必要がある．そのた

め，教材作成システムと同様に，MSAA を用いて初

心者の操作の検出と操作対象となった GUI オブジェ

クト情報（名前と種類）の取得を行う．

以上より，取得された初心者の操作手順と操作内容

ファイルを比較しつつ，順次，操作の説明方法を示し

た操作説明画像を動的に表示することを実現する．な

お，「誤操作の指摘と正しい操作手順の表示」では，単

純に初心者の操作手順と操作内容ファイルを比較する

だけではなく，同一のタスクであれば，操作内容ファ

イルの異なるボタンを選択した場合でも，誤りの対象

とはならないように工夫した．例えば，オートシェイ

図 9 操作学習システムの概要
Fig. 9 Overview of the learning suppport system.

プで作成したオブジェクトの色を変更する操作の場合，

講師が選んだ色と異なるものを選択しても誤り操作の

対象とはならない．加えて，初心者に次の操作対象を

注視させるために，操作説明画像の表示だけではなく，

実際のソフト上にも操作対象の GUI オブジェクトを

強調表示させる．そのため，MSAA を用いて取得し

た GUIオブジェクトの表示位置から GUIオブジェク

トを赤枠で囲む（図 7上図左下）．

一方，操作説明画像を見やすく表示するために，初

心者が自由に操作説明画像の大きさや位置をコント

ロールできるようにするための工夫が必要である．そ

のためには，サイズ変更とスクロール対応が必須であ

るため，操作説明画像を HTML形式で記述し，Web

ブラウザ上で表示する（図 7）．また，操作学習システ

ムでは初心者の操作状況に応じた適切な操作説明画像

を表示するため，画像を表示するタイミングと位置を

制御する必要がある．このため，JavaScriptを用いて

操作説明表示機能から表示制御関数を呼び出すことで，

初心者の操作に応じた動的な説明表示を実現している．

加えて，教材作成システムの編集機能により，教師が

操作説明画像の表示位置を的確な場所に変更すること

も可能である（図 7下図中央）．

4. 評 価 実 験

提案する対話型ソフト学習システムは，教材作成シ

ステムと操作学習システムから構成されているため，

各々の評価と考察を述べることにより，本システムの

有効性を示す．

4. 1 教材作成システムの評価

4. 1. 1 実 験 条 件

教材作成システムの有効性を検証するため，既存の

Viewlet Builderを比較対象とした．Viewlet Builder

は，本システムと同様にスクリーンキャプチャ画像を
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図 10 従来システムと提案システムの作業時間
Fig. 10 Response time to each system.

生成し，吹出しや図の追加機能を備えたソフトである．

したがって，本研究と同等の教材を生成することが可

能であるため，このソフトを比較対象とした．

被験者は IT 講習会の講師を経験したことのある 5

名の大学院生と 3 名のインストラクターの計 8 名で

ある．

4. 1. 2 実 験 手 順

利用環境は，OS が Microsoft WindowsXP，対象

アプリケーションは Microsoft PowerPoint 2000 で

ある．

（ 1） 実験前に，本システムと Viewlet Builderの

使用方法を被験者に説明し，30 分間を練習時間に充

てた．

（ 2） 被験者は本システムと Viewlet Builderを利

用し，PowerPoint 上でオートシェイプにより図を作

成し，色を変更するための教材を生成する作業を行っ

た．教材の生成には，操作の説明方法を解説するテキ

ストの入力も含まれている．筆者らは，被験者の作業

時間を計測し，平均時間を算出した．

（ 3） 教材作成システムのインタフェースに関して

は，定性的に評価した．具体的には，教材作成システ

ムの使いやすさと実用性に関して，5段階評価による

アンケートを実施した．

4. 1. 3 実験結果と考察

提案システムと従来システムにおける各被験者の作

業時間を図 10に示す．本システムを利用した場合，図

の色を変更するまでの操作を実行し，その後教材のタ

イトルを付加することで作業が完了するため，作業時

間は平均 47 秒であった．本システムは，教材作成者

の操作イベント情報を自動取得しデータベースに蓄積

表 2 教材作成システムのアンケート結果
Table 2 Questionnaire results for the contents

generation system.

説明 評価
教材作成システムの使いやすさ 3.2 　
教材の作成の容易さ 4.5

IT 講習会における利用の可能性 4.4

するため，図の説明テキストの入力やボタンの強調表

示のための作業は必要ない．一方，Viewlet Builder

を用いた場合，被験者は図の生成から色の変更までの

作業を実施後，生成された静止画像に対し，操作方法

の説明が必要な 6 枚の画像に説明テキストを入力し

た．また，クリックする箇所を明示的に示すために，

クリックする各々のボタンに枠を挿入する作業も行っ

た．その結果，作業平均時間は 323秒となった．した

がって，本システムを用いる場合は約 7分の 1以下に

時間を短縮することができる．また t検定においても

2群間には有意な差が確認された（P < .001）．加え

て，本システムでは教材のサーバへの自動アップロー

ド機能も有しているため，アップロード作業時間も加

味すると，更なる作業時間短縮が可能となる．この結

果より，教材作成システムの効率性を確認することが

できた．しかしながら，Viewlet Builderは GUIによ

る編集機能や作成した教材を複数のビューアで閲覧で

きる機能などが備わっている．本システムでも，説明

テキストの修正や静止画像の位置の変更などの編集機

能を有しているが，今後は編集機能の充実やユーザビ

リティの向上が必要である．

アンケートの結果を表 2に示す．教材作成システム

の使いやすさについて平均以上の結果を得ることがで

きたが，編集機能のユーザビリティに関する問題が指

摘された．特に，吹出しの表示場所や強調表示の色や

形を変更することができないため，編集機能の充実も

今後の予定である．教材生成の容易さに関しては，既

存のソフトと比較して容易であると 8名の被験者が回

答した．この結果と作業時間の結果より，教材作成者

の作業労力を軽減させるという本研究の目的が達成さ

れた．

4. 2 操作学習システムの評価

4. 2. 1 実 験 条 件

IT講習会や情報リテラシーの授業では，Web上に

アップされた電子テキストを用いることが多いため，

実験では操作学習システムを用いた場合（提案システ

ム）とWeb上の電子テキストを用いた場合（従来シス
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表 3 グループ 1 とグループ 2 の実験手順
Table 3 Experimental order to Group 1 and Group 2.

グループ 1 グループ 2

実験 1 1 回目 従来システム：作業 A 　 提案システム：作業 A

　　　 2 回目 提案システム：作業 B 　 従来システム：作業 B

実験 2 3 回目 誤操作指摘なし：作業 C 　 誤操作指摘あり：作業 C

4 回目 誤操作指摘あり：作業 D 　 誤操作指摘なし：作業 D

テム）との比較実験を実施した．加えて，誤操作に対

する誤り指摘と正しい操作への誘導の有効性を示すた

めに，「誤操作の指摘と正しい操作手順の表示」機能の

有無による比較実験も実施した．評価方法は，被験者

が操作を完了するまでに掛かった時間を計測し，比較

する．今回の実験では，筆者らがあらかじめ教材作成

システムを用いて教材を作成し，評価実験に利用した．

操作学習システムを評価するために，21 名のパソ

コン初心者を被験者とした．被験者はパソコンのマ

ウスを不自由なく操作することはできるが，Wordや

PowerPoint などのソフトを操作した経験は極めて少

ない．システムの比較を行うため，被験者をグループ 1

（11人）とグループ 2（10人）に分けて実験を行った．

4. 2. 2 実 験 手 順

利用環境は，OS が Microsoft WindowsXP，対象

アプリケーションは Microsoft PowerPoint 2000 と

Microsoft Word 2000である．

（ 1） 実験開始前に簡単に操作学習システムと電子

テキストの使用方法に関して説明を行った．

（ 2） 提案システムの作業効率に関する実験を行う

ため下記の二つの実験を行った．各グループが行う実

験 1，2の手順を表 3に示す．

実験 1

実験ではパソコン初心者でも比較的スムースに操作

が行えるように単純な作業内容とした．同一のタスク

により提案システムと従来システムを比較する場合，

後者の実験で利用したシステムの方が明らかに作業時

間が短くなるため，同レベルの異なるタスクを与えた．

しかしながら，同レベルとはいえ異なるタスクである

以上，操作時間に差が生じるおそれがあるため，本実

験では被験者を 2グループに分け，二つのタスクと利

用するシステムを交互に与えることで，作業内容によ

る影響を軽減する工夫を行った．

具体的には，PowerPoint 上で図を作成し塗りつぶ

し効果によりグラデーションを与える作業（作業 A）

と，静止画像を挿入し画像の明るさとコントラストを

変更する作業（作業 B）を設定した．1回目の実験で

は，グループ 1 が従来システムによって作業 A を行

い，グループ 2 は提案システムを利用して作業 A を

行った．2回目の実験では，グループ 1は提案システ

ムを利用して作業 B を行い，グループ 2 は従来シス

テムによって作業 Bを行った．被験者は提案システム

を利用して「操作説明画像の動的な表示」により 1ス

テップごとに操作を行う．

実験 2

誤操作の指摘の有効性を示すために，「誤操作の指

摘と正しい操作手順の表示」機能を有さないシステム

（誤操作指摘なし）と有するシステム（誤操作指摘あ

り）における誤り回数と作業時間を各々比較した．ま

た，作業内容による影響を軽減するため，実験 1と同

様に同レベルの異なる作業と二つのシステム（誤操作

指摘あり/なし）をグループ 1とグループ 2に交互に

与えた．作業内容はパソコン初心者でも作業を完了で

きるようにするため単純なものとした．具体的には，

Word上で表に文字を入力し，文字のサイズやフォン

トを変更する作業（作業 C）と，テキストボックスに

文字を入力し，文字の色と太さを変更する作業（作業

D）を設定した．ただし，二つのタスクを同等のレベ

ルに設定するため，作業 C，Dで入力する各文字はあ

らかじめ指定し，作業 Cで作成する表に関しては特に

表の設定を変更せずに作成することとした．3回目の

実験では，グループ 1が誤操作指摘なしによって作業

Cを行い，グループ 2は誤操作指摘ありを利用して作

業 Cを行った．4回目の実験では，グループ 1が誤操

作指摘ありを利用して作業 D を行い，グループ 2 は

誤操作指摘なしによって作業 Dを行った．

（ 3） 操作学習システムのインタフェースに関して，

教材作成システムと同様に 5段階評価による定性的評

価を実施した．被験者は実験で利用したWeb上の電

子テキストと比較し回答した．

4. 2. 3 実験結果と考察

実験 1の結果を表 4に示す．これより本システムを

用いた場合は約 2分の 1に作業時間を短縮することが

できたことが分かる．t 検定の結果でも，2 群間に有
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表 4 実験 1：操作学習システムと従来システムの作業時
間（秒）
Table 4 Response time to each system.

従来システム 提案システム
グループ 1 の平均値 322 148

グループ 2 の平均値 263 152

平均時間 292 150

意な差が認められた（P < 0.01）．提案システムによ

り作業 A を行った場合も作業 B を行った場合も従来

システムと比較して作業時間は減少しているため，本

結果は作業内容の影響によるものではなく，システム

による違いが作業時間に有意な差をもたらしたと考え

られる．

従来システムを用いた場合は，テキストのスクロー

ルバーを移動させながらテキストとソフトを交互に確

認しながらの操作となるため，操作手順の理解や操作

ボタンの発見に時間が掛かることに対し，本システム

は学習者の操作ごとに応じて適宜説明画像がソフト上

に表示されるため，画面を切り換えたり，画面をスク

ロールする作業は不要である．また，本システムは操

作対象のボタンが強調表示されているため，ボタンを

見つけることに手間取ることはほとんどない．なお，

従来システムでは作業 Aと作業 Bの作業時間にばら

つきが見られるが，これは作業Aには図を作成する際

にドラッグ作業が含まれていたことが原因であると考

えられる．実験の被験者はマウス操作に慣れた初心者

を対象としているが，ドラッグ操作を少し苦手として

いる被験者も各グループに数名含まれていた．グルー

プ 1では最初に従来システムを利用して作業 Aを行っ

ているが，従来システムの場合，電子テキストではド

ラッグの動きまでは示すことができないため，ドラッ

グ操作を苦手としている被験者は操作に戸惑い，結果

的にドラッグを含まない作業 Bとの作業時間に差が生

じたと推察される．一方，提案システムでは作業 A，

作業 Bともに同程度の作業時間で終了しているが，提

案システムではドラッグの動きも示すことができるた

め，被験者は従来システムよりもスムースに図を描く

ことができたと考えられる．

次に実験 2の結果を表 5と表 6に示す．

3 回目の実験の作業 C では，特定の文字を指定し

てからサイズやフォントを変更しなければならないと

ころ，それらの文字を選択せずに変更しようとする被

験者が両グループともに見られた．誤操作指摘ありの

場合においても，どの文字を選択したのかまでは判別

表 5 実験 2：誤操作指摘なしと誤操作指摘ありにおける
誤り操作回数

Table 5 Number of operation mistake in each sys-

tem.

誤操作指摘なし 誤操作指摘あり
グループ 1 の平均値 2.2 1.8

グループ 2 の平均値 6.2 2.5

平均回数 4.2 1.9

表 6 実験 2：誤操作指摘なしと誤操作指摘ありにおける
作業時間
Table 6 Response time to each system.

誤操作指摘なし 誤操作指摘あり
グループ 1 の平均値 248 221

グループ 2 の平均値 681 272

平均時間 465 247

できないため誤りを指摘し正しい操作を示すことがで

きず，結果的に誤操作指摘なしと同程度の誤り回数と

なった．作業時間に関しても同程度の結果となった．

4回目の実験の作業 Dにおいても，同様に特定の文

字を選択する作業は含まれていたが，被験者は 3回目

の実験を終えた時点でその操作を覚えていたため，そ

れが原因での誤操作は両グループともに見られなかっ

た．しかしながら，誤操作指摘なしにおいては，ツー

ルバー上の色の変更を指定する矢印に気づかない被験

者が多く，異なるボタンを押し続けていたため誤操作

を繰り返すこととなった．一方，誤操作指摘ありの場

合，その誤りが指摘され，色の変更の矢印を指し示し

た操作説明画像によって正しい操作へと導かれるため，

被験者は誤操作を繰り返すことなく，誤り回数を止め

る結果となった．作業時間に関しても，誤操作指摘あ

りを用いた場合は約 3 分の 1 に短縮することができ

た．誤操作指摘ありでは，誤操作が発生した時点で，

誤りを指摘し正しい操作手法を示すため，誤操作を修

正する作業やそれに手間取る時間が減少したと考えら

れる．以上の結果より，「誤操作の指摘と正しい操作手

順の表示」はマウスによる誤操作に関して有効である

ことが分かった．今後はマウスのイベント情報だけで

はなく，選択された範囲を監視する機能を誤り判定に

拡張していくことが課題である．

アンケートの結果を表 7に示す．操作に同期した支

援方法や説明テキスト及び赤枠の強調表示に対する評

価が高かった．この結果より，作業時間が短縮された

だけではなく，被験者自身もスムースに操作を実行す

ることができたと感じていることが示唆された．学習

支援方法に関して，自由回答では “自分に合う学習方
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表 7 操作学習システムのアンケート結果
Table 7 Questionnaire results for the learning

support system.

説明 評価
操作に同期した支援方法の効果 4.7

操作学習システムの使いやすさ 3.4

操作テキストと赤枠表示による操作説明画像の効果　 4.8

学習支援方法の有効性 4.0

法を選択できるため学習意欲を高めることができる”，

“自分の操作レベルに応じて進められるから，時間の

無駄がなくなる”という回答を得た．一つの支援方法

のみを提供するのではなく，操作ごとに応じた誘導支

援により繰返し操作を練習後，操作ミスを起こしたと

きのみ支援する方法を併用することで効果的な操作学

習に貢献できると考えられる．一方，操作学習システ

ムの使いやすさに関しては，比較的低い結果となった．

したがって，今後は操作学習システムのユーザインタ

フェースを改善していく予定である．

5. む す び

本論文では，IT 講習会の調査結果をもとに，ユー

ザの操作に同期しながら次の操作手順を簡潔に説明し

た静止画像によって誘導する初心者向けソフト学習シ

ステムを開発した．加えて，操作の誤りを指摘し，正

しい操作方法へと導く支援手法も提案した．

評価実験において，ユーザの操作に同期しながら次

の操作手順を操作説明画像によって明示的に示す操作

学習システムは従来のWeb上の電子テキストに比べ，

ソフト操作の作業効率が 2分の 1に短縮されることを

確認した．そして，ドラッグを含むマウス操作の説明

に本システムが有効であることが明らかになった．ま

た，誤操作を指摘し，操作手順を示す機能に関して，

機能の有無を比較することにより，機能を有するシス

テムの方が誤り回数及び作業時間ともに減少している

ことが確認された．特に，誤操作を行った時点でその

誤りを指摘することにより，誤操作の繰返しを防ぎ，

結果的に作業効率を向上させていることが分かった．

したがって，誤り指摘とともに正しい操作方法を説明

画像によって明確に示すことにより，効率の良い操作

学習が期待できる．次に，教材作成システムに関して，

従来システムと比較した結果，本システムは作業時間

を約 7分の 1以下に短縮することができた．以上の結

果より，教材作成者の負荷の少ないパソコン初心者向

けソフト学習システムの有用性が示唆された．

本システムはソフト操作学習を対象とした情報教育

に役立つものであり，パソコン初心者だけではなく新

規ソフトを容易に学習したいユーザに対しても有効で

あると考えられる．

しかしながら，誤操作の判定には，マウスのイベン

ト情報以外にも選択範囲など監視すべき操作情報が必

要であることが明らかになった．したがって，誤操作

の判定モデルの改良が今後の課題として挙げられる．

また，ソフトの操作手順には複数の可能な系列が存在

するため，同じ目的に対しても異なる操作手順が考え

られる．この問題に関して，容易に教材を作製可能な

教材作成システムや XML記述によるデータ共有によ

り，教材データを拡充する基盤は整備されているため，

豊富な教材データを整えることにより関連するタスク

同士を結合し，複数の操作手順による誘導支援を実現

する可能性を有している．したがって，初心者の操作

状況に応じたより柔軟な誘導と誤り指摘を行うために，

複数の系列を含めた操作手順の解析及び体系化を行う

ことも今後の課題である．
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