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Part1.はじめに 

1.本書について 

本書はDojoの機能や利用方法を説明したガイダンスブックです。 

本書では、次の記号を使って参考事項や注意事項を示しています。 

 知っておくと良い事柄や参照事項を示します。 

 知っておく必要がある事柄や注意すべき事柄を示します。 

 別途有料でご利用いただけるオプション機能となります。 

尚、Dojoは、株式会社テンダの登録商標です。 

本ドキュメントに関する著作権は、株式会社テンダへ独占的に帰属します。 

株式会社テンダが事前に承諾している場合を除き、形態および手段を問わず本ドキュメントまたはその一部を

複製することは禁じられています。 

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述に誤りや欠落があっても

株式会社テンダはいかなる責任も負わないものとします。 

本ドキュメント内で使用している画像には一部開発中のものが含まれる場合があります。 

本ドキュメントおよびその記述内容は予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承下さい。 

Microsoftのロゴ、MSは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。 

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 

X-Point は株式会社エイトレッドの登録商標です。 

Acrobat、Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。 

本ドキュメントに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 
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2.サポートについて 

 ヘルプデスク 

ソフトウェア保守契約をご締結頂いておりますお客様向けに、プログラムが正常に動作しない、オペレーションがうま

く実行できないなど、ガイダンスブックを参照しても解決できない問題にお応えするヘルプデスクを設置しています。 

 

 

操作手順などをお問合せいただく前に、まずガイダンスブックの該当するページをよくご覧になり再度、操作

方法などをご確認下さい。 

また、以下の項目をチェックすることにより問題が解決される場合がありますので、是非ご確認下さい。 

✓ ハードウェアや周辺機器は正しく接続されていますか？ 

✓ 本製品を使用する上で必要な環境が全て揃っていますか？ 

✓ パソコン本体の設定（BIOSなど）を変更していませんか？ 

✓ 本製品を利用する上で無関係な常駐ソフトやアプリケーションを起動していませんか？ 

ヘルプデスクをご利用になる場合は、弊社の担当者がお客様に迅速に解決策をご提供できるように、ご連絡の前

に次の情報をご確認下さい。 

 製品名、バージョン 

 コンピュータのOSおよび実装メモリ容量とハードディスクの空き容量 

 ご使用になっているWEBブラウザの名称およびバージョン 

 お問合せ先 

別紙にてご案内しておりますので、そちらをご確認下さい。 

  

お問い合わせの前に。。。 
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3.パッケージの内容 

ご使用になる前に、ご購入いただいた製品のパッケージ内容をご確認下さい。 

万が一、不足しているものがあった場合は、Dojo ヘルプデスクまでご連絡下さい。 

また、Dojoインストールプログラムに含まれる「使用許諾契約書」は本製品のご使用を許諾する法的な契約書で

す。本製品を使用する前に必ずお読み下さい。 

ディスク CD-ROM（ご購入いただいたライセンス数に応じた枚数） 

その他 Sentinel認証キー（ライセンス形態及びライセンス数に応じた個数） 

※スタンドアロン形態のみ同梱 

「ソフトウェア保守契約」をご締結いただいておりますお客様へのリビジョンアップサービス時には、Sentinelは含まれ

ません。マニュアルはCD-ROMまたはサポートページからのダウンロード形式にてご提供します。 

4.Dojoの概要 

Dojoはアプリケーションの操作した手順（画面・操作内容・操作座標位置）を自動で取り込み、それを元に容

易な操作で説明用のマニュアルなどのドキュメント類と、自動再生形式や擬似体験ができるシミュレーションコンテ

ンツおよびeラーニング用の教材を作成できます。 

操作手順書やオペレーションマニュアルとなるドキュメント類だけでなく、操作手順に対して後から必要な部分にの

みとても容易な操作で音声を録音する機能を使用することで、複雑な操作や伝えにくい情報などでも、わかりやす

くノウハウ継承に役立つ有効なコンテンツを多数提供します。 

流れを確認できる自動再生形式、疑似体験ができるシミュレーション、ドリル形式で習得度を認識できるプリテス

ト、本格的な試験としても活用できるオペレーションエクササイズ、が特別な知識を要することなくひとつの作業で完

成します。 

このような１つの原稿から用途や効果の異なる数種類のコンテンツを作成できる強みがあるので、多方面からのア

プローチで教材やマニュアルを充実させることができます。 

それにより、閲覧者にはわかりやすくより深く習得できることや自主的な学習意欲をより向上させることに役立ち、

作成者には作成作業工数の大幅な削減に効果を発揮します。 

多数のコンテンツを作成できる高機能でありながら、編集作業がとても簡単に設計されているので誰でも容易に運

用することができます。 

この誰でも容易にというのも特長の一つで、専任者がいなくて困っているというお悩みはもちろん、専任者以外の方

でも一定水準のコンテンツを作成できるので、人的資源の有効利用と作成者による教材やマニュアルの質の面で

のバラつきを軽減することができます。 

尚、作成されたコンテンツをネットワーク上にアップする作業をサポートする機能が搭載されており、コンテンツを共有

する時に複雑になりがちな作業を容易に実現することができます。 

また、SCORMに対応しているので、本格的なeラーニング用教材の作成をバックアップします。 

専用のオプションツール「ScoreBook」との併用で、Dojoで作成した教材を簡単にWebで公開すると共に、カリ

キュラム割り当てと受講や学習の進捗管理を容易に実現することができます。
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Part2. インストール 

1.システム要件 

 コンテンツ作成者（推奨動作環境） 

* OS 

- Windows 7 Professional Service Pack1 

- Windows 8 Pro 

- Windows 8.1 Pro 

- Windows 10 Pro 

注）記載のService Packは本書発行時のものです 

以降Service Packへの対応についてはお問合せ下さい 

 Windows 10について 

・タブレットモードは未対応になります。 

・SentinelドライバはSafenet社の対応OSに準じ、推奨外となります。 

* 仮想環境 

- XenApp 6 / XenApp 7.5 

注）[オプション機能]自動音声合成は推奨動作保障外となります 

注）ネットワーク認証（Sentinelキーなし）のライセンス形態のみご利用いただけます。 

* ハードウェア 

- CPU OSの推奨システム環境に準ずる 

- メモリ OSの推奨システム環境に準ずる 

- HD 1GB以上のハードディスク空き容量（全インストールの場合） 

- 解像度 800×600以上(1024×768を推薦)  

* コンテンツ作成および閲覧に必要なソフトウェア 

- Internet Explorer 8.0 以上（Windows 7） 

- Internet Explorer 10.0 以上（Windows 8） 

- Internet Explorer 11.0 以上 (Windows 8.1, 10) 

- FireFox 3.6 ～ 20.0.1（Windows 7, 8, 8.1） 

- Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Microsoft Media Player 12 以上（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Adobe Flash Player 10 以上（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Adobe Reader 8.2 以上 

- .NET Framework3.5 Service Pack1 

- DirectX 9.0C 

- サウンドカードとスピーカー(音声入力を使う場合) 

- ローカル・エリア・ネットワークへ出力 10Mb/s以上 

 Firefoxでは、アドレス（URLまたはローカルファイルパス）に2バイト文字（全角文字）が含まれている場

合、正常に再生できない場合があります。 
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 HTML5ジェネレートコンテンツ閲覧者(推奨環境) 

閲覧者側は、作成されたコンテンツを開くまたは再生できる環境のみが必要となります。 

* OS 

- Windows 7 Professional Service Pack1 

- Windows 8 Pro 

- Windows 8.1 Pro 

- Windows 10 Pro 

  注）記載のService Packは作成時のものです 

     以降Service Packへの対応についてはお問い合わせ下さい 

- iOS 7, 8 （iPhone, iPad） 

- MacOS X 10.7 以上 

* ハードウェア 

- CPU OSの推奨システム環境に準ずる 

- メモリ OSの推奨システム環境に準ずる 

* コンテンツ閲覧に必要なソフトウェア 

- Internet Explorer 10.0 以上（Windows 7, 8） 

- Internet Explorer 11.0 以上(Windows 7, 8.1, 10) 

- FireFox 35.0.1 以上（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Google Chrome 40.0以上 (Windows 7 , 8 , 8.1, 10) 

- Safari 3.１以上 (Mac OS X 10.7 以上) 

- Safari iPad 版 (iOS 7, 8) 

- Safari iPhone 版 (iOS 7, 8) 

- サウンドカードとスピーカー(音声を再生する場合) 

 コンテンツを再生するブラウザがHTML5に対応している必要があります。 
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 その他ジェネレートコンテンツ閲覧者(推奨環境) 

閲覧者側は、作成されたコンテンツを開くまたは再生できる環境のみが必要となります。 

* OS 

- Windows 7 Professional Service Pack1 

- Windows 8 Pro 

- Windows 8.1 Pro 

- Windows 10 Pro 

注）記載のService Packは作成時のものです 

以降Service Packへの対応についてはお問い合わせ下さい 

 

* ハードウェア 

- CPU OSの推奨システム環境に準ずる 

- メモリ OSの推奨システム環境に準ずる 

- 解像度 800×600以上(1024×768を推薦) 

* コンテンツ閲覧に必要なソフトウェア 

- Internet Explorer 8.0 以上（Windows 7） 

- Internet Explorer 10.0 以上（Windows 8） 

- Internet Explorer 11.0 以上(Windows 8.1, 10) 

- FireFox 3.6 ～20.0.1（Windows 7, 8） 

- Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Microsoft Media Player 12 以上（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Adobe Flash Player 10 以上（Windows 7, 8, 8.1, 10） 

- Adobe Reader 8.2 以上 

- DirectX 9.0C 

- サウンドカードとスピーカー(音声を再生する場合) 

 Firefoxでは、アドレス（URLまたはローカルファイルパス）に2バイト文字（全角文字）が含まれている場

合、正常に再生できない場合があります。 
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 フローティング版 認証サーバー（Verison 2.0.1.2) 

* OS 

- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 

- Windows Server 2008 / 2008 R2 

- Windows Server 2012 / 2012 R2 

 

* 必要なソフトウェア 

- .NET Framework 2.0 

 

* ハードウェア 

- CPU OSの推奨システム環境に準ずる 

- メモリ OSの推奨システム環境に準ずる 

- HD 1GB以上のハードディスク空き容量 

 ご利用になるPortはWell Known Port以外のご利用を推奨いたします。 

 Sentinel フローティング版 認証サーバー(推奨環境：SPI Version 7.6.6) 

* OS 

- Windows Vista / 7 / 8 

- Windows Server 2008 / 2008 R2 

- Windows Server 2012  

 

* ハードウェア 

- CPU OSの推奨システム環境に準ずる 

- メモリ OSの推奨システム環境に準ずる 

- HD 100MB以上のハードディスク空き容量 

 

* 管理画面閲覧に必要なソフトウェア 

- Internet Explorer 7.0 以上 

- Java Runtime Enviroment（JRE）1.6 （SPI Version 7.6.1をご利用の場合） 

- Java Runtime Enviroment（JRE）1.7 （SPI Version 7.6.6をご利用の場合） 

 

* 通信ポート 

- UDP 6001 

（クライアント側はWell Known Port以外の空きポートをランダムに使用） 
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2.旧製品または旧バージョンをご利用のお客様へ（バージョンの確認方法） 

 バージョンアップの方法 

既にDojoをご利用中の環境において新しいプログラムに更新する（リビジョンアップ）場合は、旧バージョンをアン

インストール後にインストールするか差分のみを追加する専用プログラムを実行することでプログラムを更新します。 

 バージョンの確認方法 

Dojoを起動し、[ヘルプ]メニューの[Dojoについて]を選択することでバージョン情報の確認ができます。 

 ファイルの保全 

旧バージョンで作成されたプロジェクトファイルとの互換性は弊社にて十分な検証テストを行い上位互換を確認 

しておりますが、万が一に備え、あらかじめ旧プロジェクトファイルのバックアップを行うようにして下さい。 

また、新しいプログラムでのデータ互換後においては、[名前を付けて保存]でプロジェクトファイル名を変更される 

ことを推奨いたします。 

 新しいプログラムで保存後のプロジェクトファイルを旧プロジェクトファイルに戻すことはできません。 
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3.インストールの前に 

体験版のDojoがインストールされている環境に製品版のDojoをインストールする場合には、必ず体験版を事前 

にアンインストール（プログラムの削除）してから行って下さい。 

 [参照]アンインストールの方法 

 

Dojoをインストールする前に、あらかじめ起動中のソフトウェアや中断する恐れのあるウィルスチェッカーがあれば、 

終了して下さい。 

また、Sentinelは必ず全てのインストール終了後に装着するようにして下さい。 

尚、システム要件について必ず事前に確認の上、インストールを行って下さい。 

 [参照]システム要件 

 体験版と製品版及び、仕様の異なるDojoを1つの環境で動作させることはできません。 

 PCまたはOSの権限やその他のセキュリティなどによって、インストール作業ができないことがあります。 

その場合は、システム管理者などにご確認下さい。 

 必ず行うインストール 

・ Dojo 

 スタンドアロン認証をご利用のお客様が必要なインストール 

・ Sentinelドライバ 

 必要に応じて行うインストール 

・ DirectX 9.0C  

・ .NET Framework 3.5SP1 

・ 音声合成機能追加用アップデート（オプションを購入した場合のみ） 

 DirectX 9.0C以前のバージョンは対応していません。すでにインストールされている場合は不要です。 

 Net Frameworkは3.5SP1以上がインストールされた環境では不要です。 

 Dojoご利用時の権限について 

【インストール・アップデート時】 

・ Dojoのインストールは、Administrator権限で行って下さい。 

それ以外の権限ではインストールができません。 

・ Sentinelドライバのインストールは、Administrator権限で行って下さい。 

【起動、ご利用時】 

・ Dojoの起動、ご利用も原則Administrator権限で行って下さい。 

・ Administrator権限でのご利用が難しい場合、Dojoのインストール先フォルダへのアクセス権限を付与い

ただくことで、問題なくご利用いただけるようになります。 

 権限やセキュリティは環境により異なりますので、詳細はシステム管理者などにご確認下さい。 

 管理者権限以外のユーザーが利用する場合は、インストール時に「利用ユーザーが書き込み可能なフォルダ 

にインストールして下さい。 
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4.インストールの方法 

 .NET Frameworkをインストールする 

 

1. インストールオープニング画面より、[.NET 

Framework3.5]ボタンをクリックします。 

 すでに、.NET Frameworkがインストールされて

いる場合にはこの操作は不要です。 

 .NET Frameworkをインストールするには、事

前にWindows Installer3.0以上がインストー

ルされている必要があります。 

 

2. インストールを開始するために必要な処理が行わ

れている間は、他の操作を行わないで下さい。 

 

3. 「Microsoft .NET Frameworkセットアップへよ

うこそ」の画面が表示されます。 

インストールを開始するには[次へ]ボタンをクリックし

て下さい。 

中止するには[キャンセル]ボタンをクリックして下さ

い。 

 

4. 「使用許諾契約」画面が表示されます。 

使用許諾契約書の内容に同意してインストールを

継続する場合には[インストール]ボタンをクリックし

て下さい。 

同意しない場合には[キャンセル]ボタンをクリック

し、インストールを中止して下さい。 

 

5. インストールを開始するために必要な処理が行わ

れている間は、他の操作を行わないで下さい。 
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6. 「コンポーネントのインストール」画面が表示されま

す。 

インストールが終了するまで他の操作を行わないで

下さい。 

 [キャンセル]ボタンをクリックするとインストールを 

中止します。 

 

7. インストールの完了画面に切り替わりましたら 

[完了]ボタンをクリックして下さい。 

 .NET Frameworkがすでにインストールされている場合 

すでに必要な．NET Frameworkが動いている環境の場合にはインストールは不要です。 

 

インストールオープニング画面より 

[.NET Framework]ボタンをクリックした後、 

通常はインストールを行いますが、すでに．NET 

Frameworkがインストールされている場合や、2回

目以降のインストール時には、メンテナンスモード画面

が表示され、「修復」または「アンインストール」の選択

ができます。 

 すでに .NET Frameworkがインストールされている環境においてメンテナンスモード画面が表示されて、 

修復または削除してよいかが不明な場合には、この作業を [キャンセル]し、システム管理者などにご確認下さ

い。 
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 Dojoをフルインストールする（旧バージョンのDojoがインストールされていない端末） 

 

1. CD-ROMドライブに「インストールCD-ROM」を挿

入します。 

 

2. インストールオープニング画面が自動的に起動しま

す（約10秒かかります）。 

Dojoのインストールを開始するには[DOJO]ボタン

をクリックします。 

 この画面が自動的に起動しない場合は、 

CD-ROMのAutorun.exeを起動して下さい。 

 

3. インストーラが自動起動し「Dojoセットアップへよう

こそ」の画面が表示されます。 

インストールを開始するには[次へ]ボタンをクリックし

て下さい。 

中止するには[キャンセル]ボタンをクリックして下さ

い。 

 

4. 「ユーザ情報」画面が表示されます。 

「ユーザ名」、「会社名」、「シリアル番号」の入力欄

にそれぞれ入力し[次へ]ボタンをクリックして下さい。

シリアル番号は英数及びハイフンを含めた番号で

す。 

 ユーザ名は、メニューの[ファイル]の[Dojoに

ついて]内に情報として表示されます。 

 

5. 「使用許諾契約」画面が表示されます。 

使用許諾契約書の内容に同意してインストールを

継続する場合には[次へ]ボタンをクリックして下さ

い。 

同意しない場合には[キャンセル]ボタンをクリックし、

インストールを中止して下さい。 

 

6. 「インストール先の選択」画面が表示されます。 

インストール先のフォルダを設定し[次へ]ボタンをクリ

ックして下さい。 
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7. デスクトップにショートカットを作成するかどうかを選

択します。 

作成する場合は「デスクトップにショートカットを作成

する」にチェックを付け、作成しない場合はチェックを

外してから[次へ]ボタンをクリックして下さい。 

 

8. Dojoに関するフィードバック送信のご協力について

表示されます。個人情報は送信されません。 

ご協力頂ける場合は、「情報の送信に同意する」 

のチェックボックスにチェックを入れ、[次へ]ボタンを 

クリックして下さい。 

 

9. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。 

開始するには[インストール]ボタンをクリック 

して下さい。 

 その後、「セットアップステータス」画面が表示され

インストールが開始されます。インストールが終了

するまで他の操作を行わないで下さい。 

 

10. インストール作業中です。 

しばらくそのままでお待ち下さい。 

 

11. インストールの完了画面に切り替わりましたら 

[完了]ボタンをクリックして下さい。 

 XenAppの環境へDojoをインストールし複数台でDojoを利用する場合、各マシンでDojo起動後、 

ユーザー単位で設定が必要となります。 

 [参照]マルチユーザーでのDojoの利用について 
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 Dojoを手動でアップデートする 

 

1. Dojo version 7.30アップデート用プログラムを 

実行します。 

※画面はVersion 5.00のものになります。 

 Windows 7では、アップデートプログラム上を右

クリックし、コンテキストメニューの[管理者として実

行]よりプログラムを実行して下さい。 

 

2. 「Updateセットアップ」画面が表示されます。 

内容を確認後、[はい]ボタンをクリックして下さい。 

 

3. 「ライセンス契約書」画面が表示されます。 

使用許諾契約書の内容に同意してインストールを

継続する場合には[同意する]ボタンをクリックして下

さい。 

同意しない場合には[キャンセル]ボタンをクリックし、

インストールを中止して下さい。 

 

4. 「セットアップ ウィザード」画面が表示されます。 

[インストール]ボタンをクリックして下さい。 

 

5. インストールの完了画面に切り替わりましたら 

[完了]ボタンをクリックして下さい。 

  



Part2.インストール 

18 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 Dojoを自動でアップデートする（Dojo version 4.11以降がインストールされている端末） 

Dojo Version 4.11より自動アップデート機能が追加となり、Dojo起動時に最新バージョン有無を確認し、 

自動更新の通知をおこなうように改善されました。 

最新バージョン情報やアップデート作業も全てDojo内で確認、完結することができます。 

 自動アップデートは適用により次期メジャーバージョンの最終版となります。 

ご利用バージョンにより、最新版へのアップデートは自動アップデートを複数回適用いただく必要があります。  

例）Version 4.11 ⇒ Version 5.10 ⇒ Version 6.30 ⇒ Version 7.30 

 自動アップデートに【オプション機能】自動音声合成機能とファイル認証は含まれておりません。 

各オプションをインストールしている場合、Dojoをアップデート後、別途オプション機能のプログラムを 

適用いただく必要があります。 

 自動アップデートを無効に設定している場合は、自動更新の通知は表示されません。 

手動でアップデートをおこなう場合は、上記の「Dojoを手動でアップデートする」手順にて実施して下さい。 

 自動アップデート機能の有効/無効の設定画面 

 

Dojo起動後、メニューバーにある[ヘルプ]-[Dojoに

ついて]をクリックします。 

 

「Dojo起動時に自動でアップデートを確認する」 

にチェックが入っていると、自動アップデート機能が 

有効となります。 
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 Sentinelドライバをインストールする（スタンドアロン形態の場合） 

 

1. Sentinelドライバをインストールします。インストー

ルオープニング画面より[Sentinelドライバ]ボタン

をクリックします。 

 インストール時には、Sentinelのライセンスキー

（USBまたはパラレル）を装着しないで下さい。 

装着したまま行うと正しくインストールを行うことが

できません。 

 この後の 

「Sentinel System Driver Installer」画面 

が表示されるまで数秒かかります。 

その間は他の操作を行わないで下さい。 

 

2. 「Sentinel System Driver Installer」画面が

表示されますので[Next]ボタンをクリックします。 

 

3. 「License Agreement」画面が表示されます。 

使用許諾契約書の内容に同意してインストールを

継続する場合には[Next]ボタンをクリックして下さ

い。 

同意しない場合には[Cancel]ボタンをクリックし、

インストールを中止して下さい。 

 

4. 「Setup Type」画面が表示されます。 

「Complete」を選択して[Next]ボタンをクリックし

て下さい。 

 「Complete」ではUSBとパラレルポートの両方の 

ドライバがインストールされます。「Custom」では、 

USまたはパラレルドライバを指定してインストール

することができます。 



Part2.インストール 

20 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 

5. 「Ready to Install the Program」画面が表

示されます。 

開始するには[Install]ボタンをクリックして下さい。 

 

6. 「Installing Sentinel System Driver 

Installer」画面が表示されます。 

インストールが終了するまで他の操作を行わないで

下さい。 

 [Cancel]ボタンをクリックするとインストールを中

止します。 

 

7. 「InstallShield Wizard Completed」画面に

切り替わりましたら[Finish]ボタンをクリックして下さ

い。 

 ドライバのインストールが終了したらご使用のコンピュータにSentinelを装着し、Dojoをご利用下さい。 

 Sentinelドライバは、ライセンス形態に応じてインストールを行って下さい。 
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 DirectX 9.0Cをインストールする 

 

1. オープニング画面より[DirectX 9.0C]ボタンをク

リックします。 

 

2. 使用許諾契約書の内容に同意してインストールを

継続する場合には[同意します]を選択して[次へ]

ボタンをクリックして下さい。 

 

3. DirectXランタイムコンポーネントのインストール 

画面が表示されます。インストールを開始するには 

[次へ]ボタンをクリックして下さい。 

 

4. コンポーネントのインストールが開始されました。 

この作業には数分かかる場合があります。 

インストール中は、全ての操作を行わないで下さ

い。 
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 音声合成機能プログラムをインストールする（オプション購入時のみ） 

 音声合成機能プログラムのインストールは、Dojo Version 7.30をフルインストール後または、 

Dojo Version 7.30アップデートプログラム実行後に行って下さい。 

 

1. 音声合成機能プログラムを実行します。 

 Windows 7では、プログラムファイル上を右クリッ

クし、コンテキストメニューの[管理者として実行]よ

りプログラムを実行して下さい。 

 音声合成機能追加用プログラムは、Dojo 

インストールプログラムとは別CD-ROMとなりま

す。 

2. [インストール]ボタンをクリックして下さい。 

 その後、「インストール」画面が表示され、 

インストールが開始されます。インストールが終了

するまで他の操作を行わないで下さい。 

 

3. インストールの完了画面に切り替わりましたら 

[完了]ボタンをクリックして下さい。 

 XenApp 環境でのご利用は推奨動作保障外となります。 

 Dojo Version 7.30では、Dojo Version 5.04以降の音声合成機能プログラムをインストールして使用で

きます。 

 Dojo Version 5.04以降では、Dojo 7.30にアップデート後、音声合成機能プログラムを再インストールす

る必要はありません。 

 

  



 Part2.インストール 

23 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

5.アンインストールの方法 

Dojoの使用をやめる場合、インストールしたDojoをハードディスクから削除（アンインストール）する必要がありま

す。次の手順で行って下さい。 

1. Windowsの[スタート]メニューより[コントロールパネル]を開きます。 

2. [アプリケーションの追加と削除]または[プログラムの追加と削除]を開きます。 

3. リストから[Dojo]を選択し、[アンインストール]ボタンをクリックします。 

 

4. 「ファイル削除の確認」ダイアログが表示されます。 

 

削除を実行するには[はい]ボタンをクリックします。削除をキャンセルするには[いいえ]ボタンをクリックします。 

 その後、「セットアップステータス」画面が表示され、アンインストールが開始されます。 

 アンインストールが終了するまで他の操作を行わないで下さい。 

 PCまたはOSの権限やその他のセキュリティなどによって、アンインストール作業ができないことがあります。 

その場合は、システム管理者などにご確認下さい。 
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Part3. Dojoの構造 

1.画面構成と各種プロパティについて 

 メイン画面 – 1 （起動直後の操作開始ウィザード） 

 

起動直後は操作開始ウィザードが表示されます。希望の操作を選択して下さい。 

マウスで操作文字の上をクリックするか、上下矢印キーまたはTabキーで操作を選択しEnterキーを押下します。 

操作開始ウィザードをキャンセルするには[Esc]ボタンを押下します。 

 メイン画面 – 2 （起動直後の操作開始ウィザードをキャンセルまたは全レッスンタブ終了後） 

 

レッスンデータが開かれていない画面です。 

 メニューバーより新規作成、（既存ファイルを）開く、履歴などを選択して操作を開始します。 

メニューバー 

 

 

操作開始ウィザード 
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 メイン画面 – 3（キャプチャー終了後または既存レッスンを開き1手順目を選択） 

 

 

タイトルバーに選択しているレッスン名が表示され、レッスンに対しての編集操作ができます。 

メニューバーの他に操作に関わる編集アイコンがボタンとしてツールバーに配置されています。 

尚、複数のレッスンを開いている場合にはタブでレッスンを切り替えることができます。 

①タイトルバー 

開いているDojoのレッスン名が表示されます。複数のレッスンを開いている場合は、現在選択しているレッスン

名が表示されます。 

タイトルバーでの表示形式： Dojo – プロジェクト名 – [レッスン名] 

←⑤デザイン画面、マニュアル画面、フローチャートへの切替 

④ 

ステップ画像を表示するデザイン画面 

⑥ステップ 

ウィンドウ 

 

⑧操作履歴 

ウィンドウ 

⑦プロパティ 

ウィンドウ 

⑨タイムラインウィンドウ 

←② メニューバー 

←① タイトルバー 

 ←③ レッスンタブ 
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②メニューバー 

操作のメニューが置かれています。各メニュータブをクリックすると、項目に則した機能が表示されます。 

➢ 機能一覧 

メニュー メニュー項目 ショートカット 機能 

 
[新規作成] Ctrl+N 

 

[PowerPointインポート] -  

[Dojoカメラインポート] - 
 

[開く] Ctrl+O 
 

[閉じる] - 
 

[上書き保存] Ctrl+S 
 

[保存] - 
 

[バージョン] - 
 

[プロパティ] - 
 

[ブランチ] - 
 

[イメージ出力] - 
 

[ファイル削除] - 
 

[パブリッシュ] - 
 

[言語選択] - 
 

[マルチユーザ] - 
 

[履歴] - 
 

[終了] - 
 

 
[切り取り] Ctrl+X 

 

[コピー] Ctrl+C 
 

[貼り付け] Ctrl+V 
 

[一括貼り付け] -  

[削除] Delete 
 

[レッスン要素のコピー] - 
 

[レッスン要素の貼り付け] - 
 

[自動削除] - 
 

[置換] Ctrl+F 
 

[マスキング] - 
 

[イメージの編集] Ctrl+D 
 

[フォントの設定] - 
 

[前面へ移動] - 
 

[背面へ移動] - 
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メニュー メニュー項目 ショートカット 機能 

 
[スキンの選択] -  

[オプション] Shift+O  

[ステップ] -  

[プロパティ] -  

[操作履歴] -  

[タイムライン] -  

[ステップの再生] 

[再生] 

[一時停止] 

[停止] 

- 

 

 

 

 

[ステップの移動] 

[最初のステップ] 

[前のステップ] 

[次のステップ] 

[最後のステップ] 

[指定するステップ] 

- 

 

 

 

 

 

 

 
[ステップ挿入] - 

 

[コメント] 

[吹き出し] 
[四角形] 
[基本図形] 
[矢印] 
[星] 
[線] 

- 
 

[コメントの自動挿入] - 
 

[タイトルボックス] - 
 

[ヒントボックス] - 
 

[マウス軌跡] - 
 

[アクション] - 
 

[音声の自動挿入] - 
 

[動画] - 
 

[エフェクト] 

[スポットライト] 
[ズーム＆パン] 
[モザイク] 

- 
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メニュー メニュー項目 ショートカット 機能 

 [HTML5]  - 
 

[Hi-quality DHTML] - 
 

[Hi-quality Flash] - 
 

[Movie] 

[AVI] 
[MP4] 

- 
 

[Excel] 

[Excel] 
[カスタマイズExcel] 

- 
 

[Word] - 
 

[PowerPoint] - 
 

[HTML] - 
 

[Adobe PDF] - 
 

 
[SCORM] 

[SCORM for HTML5] 
[SCORM for DHTML] 

- 
 

[SharePoint] - 
 

[ScoreBook] 

[ScoreBook for HTML5] 
[ScoreBook for DHTML] 
[ScoreBook for Flash] 

- 
 

 
[重ねて表示] - 

 

[縦に並べる] - 
 

[標準表示] - 
 

[レッスンの選択] - 
 

 [音声編集]  - 
 

 [ライセンス] - 
 

 
[一括ジェネレート]  - 

 

[音声編集 ユーザ辞書移行ツール] - 
 

[設定情報] 

[設定情報のエクスポート] 
[設定情報のインポート] 

- 
 

 
[Guidance Book]  - 

 

[Dojoについて] - 
 

[フィードバックの送信について] - 
 

[GAKTEんについて] - 
 

[Dojoユーザサポートサイト] -  
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③レッスンタブ 

各レッスンが上部にタブで表示されます。 

[レッスン名]がタブとなり左側から表示され、複数のレッスンを開くと横並びに表示されます。 

レッスン名の前にある をクリックするか、レッスンタブ上をダブルクリックすることで、そのレッスンを閉じることが 

できます。 

尚、Dojoのウィンドウ領域/レッスン名の長さ/開いているレッスンの数によって、全てのレッスンが1画像に表示

しきれない場合があります。 

その場合にはレッスンタブの右にある左右の矢印ボタン  を押下することで、次画面または前画面に表

示を切り換えることができます。 

 

④ステップ画像を表示するデザイン画面 

[デザイン]タブでは、キャプチャーした画像を表示します。 

Dojoで付加された各アクションボックス（枠線）やコメントなども合わせて表示され、イメージの編集とマニュア

ルエディター機能での編集を除く編集作業は全てこのデザイン画面で行います。 

 

ウェイトアクション 

タイトルボックス 

コメント 

ヒントボックス 

アクションボックス 

マウス軌跡 
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⑤デザイン画面、マニュアル画面、フローチャートへの切換 

 

 マニュアル 

[マニュアル]タブでは、マニュアルエディター用の画面に切り替わり、編集、出力することができます。 

 [参照]マニュアルエディターとは 

 フローチャート 

[フローチャート]タブでは、操作手順の流れをフローチャートで図式化して表示します。 

操作後の画面遷移先や音声・動画の挿入状況など、レッスン全体の流れや編集状況の確認ができます。 

 [フローチャート]タブでは閲覧のみとなっており、編集はできません。 

 [参照]フローチャートを表示する 

⑥ステップウィンドウ 

レッスンの操作手順（＝ステップ）とその説明文を表示します。 

ステップウィンドウには「ブランチ」と「ステップ」が表示され、現在選択しているステップまたはブランチがオレンジ色

で表示されます。別のステップに表示を切り換える場合には、ステップウィンドウ内においてマウスで該当ステップ 

文字の上をクリックするか、上下矢印キーを希望するステップまで押下します。 

ステップ番号の前のアイコンは、 ＝通常のステップ、 ＝分岐のあるステップです。 

分岐内のステップを表示させる場合には、 のアイコンをマウスでクリックし、  のアイコンをクリックします。  

尚、 のアイコンをクリックすると分岐内のステップ表示を折りたたみます。 

 

 

 Word形式、Excel形式、HTML形式、PDF形式のコンテンツにジェネレートする時の設定項目に

て、「全ステップ表示」のチェックをはずすと、ブランチ内における最終ステップの画像のみが出力されま

す。(上図の例では、1.～2.のステップは同じブランチ名「Time Krei - Windows Internet 

Explorer」となっている。) 

2の配下に分岐ステップとして[2.1.1]と[2.1.2]、[2.1.3] ...があります。 

 選択中のステップは、説明文の背景がオレンジで表示されます。 

 ステッププロパティで「採点しない」と選択したステップは、説明文の背景がグレーで表示されます。 

 

 

 

ブランチ 

ステップ 

分岐 

サムネイルボタン 
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サムネイルボタンをクリックすると、ステップウィンドウの表示をサムネイル表示に切り替わります。 

分岐内のステップを表示させる場合には、 のアイコンをマウスでクリックします。 

尚、  のアイコンをクリックすると分岐内のステップ表示を折りたたみます。 

 

もう一度サムネイルボタンをクリックすると、通常の表示に切り替わります。 

キャプチャー画像の下部のマニュアルタブを押下することで、マニュアルエディター機能へ遷移します。 

⑦プロパティウィンドウ 

アクションやステップ及びコメントなどの各オブジェクトのプロパティを表示します。 

プロパティは、デザイン画面上で各アクションやオブジェクトをクリックすることでそれぞれの詳細設定となるプロパ

ティを確認できます。 

プロパティ内の項目をクリックすることで必要に応じて設定内容の修正などを行うことができます。 

各アクションやオブジェクトにおいてのみ使用する独自項目があります。 

 [参照]画面構成と各種プロパティについて：■プロパティの共通項目 

 プロパティウィンドウ内で文字がグレーアウトしている項目は、他の設定内容によって固定される場合や他

の設定値から自動算出される項目となるため直接変更できません。その場合には、先に影響元となってい

る設定を変更する必要があります。 

 

分岐 

サムネイルボタン 

ステップ 

ブランチ 
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マウスアクションプロパティ

 

 マウス操作のアクション 

デザイン画面上でのデフォルト枠色：赤 

アクション：キャプチャー時のマウス操作 

枠線の色：デザイン画面・コンテンツ上の表示枠色 

 後から種類をマウスに変更した場合には、デフォルトのアクションとして  

Left Clickがセットされますので必要に応じて修正して下さい。 

キーアクションプロパティ

 

 キー操作のアクション 

デザイン画面上でのデフォルト枠色：青 

デフォルトのキー：キャプチャー時に操作したキー 

 後から種類をキーに変更した場合には、デフォルトのキーとして 

Enterがセットされますので必要に応じて修正して下さい。 

テキストアクションプロパティ

 

 テキスト操作のアクション 

デザイン画面上でのデフォルト枠色：水色 

デフォルトのキー：キャプチャー時に入力したテキスト 

 後から種類をキーに変更した場合には、デフォルトのテキストとして 

テキストに設定された通りにセットされますので、必要に応じて修正して下

さい。 
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ボタンアクションプロパティ

 

 ボタンのアクション 

操作内容：マウスクリック固定（Left Click） 

デフォルトの内容（表示文字）：ボタン 

イメージ：ボタンとして使用する画像ファイルをセット 

png形式の画像が指定でき、ボタンサイズに合わせて自動調整 

されます。 

 種類をボタンに変更した場合には、デフォルトの内容（表示文字）が 

ボタンとなりますので必要に応じて修正して下さい。 

（事前に定型文でデフォルトの内容を別の文言に変更も可能です） 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）） 

コメントプロパティ

 

 コメント 

タイプ：各種コメントタイプより選択、コメントを後からヒントボックスに 

変更することもできます 

デフォルトの内容は、コメントの挿入方法の違いによって2タイプあります。 

①[挿入]-[コメント]-[6種類より選択]で1つずつコメントを挿入した場合は

「コメントを入力して下さい（デフォルト定型文）」 

②[挿入]-[コメントの自動挿入]にて自動でコメントを挿入した 

場合は「ステップの表示内容」 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定） 
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タイトルボックスプロパティ

 

 タイトルボックス 

 全ての種類のコンテンツに表示されます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）） 

ヒントボックスプロパティ

 

 ヒントボックス 

タイプ：ヒントボックスを後からコメントに変更することができます。 

 HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のプリテストと

オペレーションエクササイズに表示されます。 

 再生時はヒントボックスのアイコンにマウスオーバーすると、内容が表示さ

れます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）） 

モザイクプロパティ 

 

 モザイク 

背景画像にモザイクをつけることができます。 
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スポットライトプロパティ 

 

 スポットライト 

 HTML5/Hi-quality DHTML形式のコンテンツにのみ表示されます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）） 

ズーム＆パンプロパティ 

 

 ズーム＆パン 

 HTML5/Hi-quality DHTML形式のコンテンツにのみ表示されます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）） 

動画オブジェクトプロパティ 

 

 動画オブジェクト 

 HTML5/Hi-quality DHTML形式のコンテンツにのみ表示されます 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）） 

マウス軌跡プロパティ

 

 マウス軌跡 

マウスの軌跡全体 
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マウス軌跡ノードロパティ

 

 マウス軌跡のマウスアイコン 

マウス軌跡内の各マウスアイコン 

ブランチプロパティ

 

 ステップのブランチ 

デフォルトのキャプション：キャプチャー時のウィンドウタイトル 

 ステップのキャプション（ブランチ名）は、必要に応じて修正でき、空欄に

することもできます。 

ステッププロパティ

 

 ステップ 

デフォルトの表示：キャプチャー時の操作内容 

ブランチ名：キャプチャー時のウィンドウタイトル 

説明用音声：HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash/AVI形

式でのオートデモンストレイションとオペレーションレクチャー時の再生音声 

設問用音声：HTML5/Hi-quality DHTML/ Hi-quality Flash形式で

のプリテストとオペレーションエクササイズ時の再生音声 

採点：ステップをHTML5/Hi-quality DHTML/ Hi-quality Flash形式

のコンテンツで採点対象/非対象とするかどうかを設定 

（デフォルトは「採点する」） 

動画：HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式で再生さ

れるステップ動画設定 

 表示の内容が説明文としてコンテンツに出力されます。必要に応じて修

正でき、空欄にすることもできます。 

 「採点しない」と設定したステップは、ステップウィンドウのステップ説明文背

景がグレーで表示されます。 

ウェイトアクションプロパティ

 

 ウェイト（表示時間） 画像左上部の時計アイコン 

録音時間：登録された音声の時間 

動画時間：登録された動画の時間 

時間差表示：コメントの時間差表示の最大値 

調整時間：ステップの表示時間 

レッスン設定＝[ファイル]-[プロパティ]内の再生時の時間調節 

表示時間：[録音時間もしくは時間差表示の長い方]＋[調整時間]より 

自動算出 

Hi表示時間：動画/録音時間＋調整時間より自動算出 

もしくは、タイムライン中の各要素の時間構成より自動算出 

サブフレームプロパティ

 

 タイムラインウィンドウ内のHi-ステップ 

表示時間：HTML5/Hi-quality DHTML/ Hi-quality Flash/ 

左：キャプチャー画像の座標（x） 

トップ：キャプチャー画像の座標（y） 

HTML5/Hi-quality DHTML/ Hi-quality Flash形式のコンテンツでHi-

ステップを表示する時間（調整時間を除く） 
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⑧操作履歴ウィンドウ 

編集上の操作内容を履歴として表示します。新しい操作が順に下に追加され、上段ほど古く最下段が直前

の操作内容となります。 

編集が続くと表示しきれずスクロールバーが表示されますが内容は保持しています。 

操作履歴ウィンドウ内では、過去の編集操作の内容を確認することができるだけでなく、マウスでクリックすると 

その操作まで遡ることができます（元に戻す）。 

遡った操作は操作履歴ウィンドウ内では青色の斜体文字で表示されます。 

一度元に戻した操作でも、遡った以降の任意の操作履歴をクリックすることで、選択した操作の状態にするこ

とができます（やり直し）。 

 

 メニュー内の[編集]-[元に戻す]、[やり直す]と同じです。 

⑨タイムラインウィンドウ 

コメントやアクション、音声や動画などの表示時間や表示するタイミングを調整できます。 

またムービーキャプチャーで取得した連続キャプチャー画像の削除や追加などを編集することもできます。 
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 プロパティの共通項目 

[アクションプロパティ] 

 Control / Shift / Alt ：自由またはホールディング 

Control / Shift / Alt キーと合わせて操作する場合はホールディングと設定します。 

例）ショートカットキーでのコピー Controlキー＋ cキーでは、キー：c、Control：ホールディング 

 コメント：優先するまたは優先しない 

1つのステップに複数のアクションがある場合において、コメント自動挿入時にアクションの種類を全て対象とした

時にコメントを挿入するアクションを判別し、優先すると設定されているアクションに挿入します。 

尚、「優先する」設定は1つのステップ内で1つのアクションのみとなります。 

 キー入力の正答値：テキストに設定されたとおりまたは何かキーを押下すると移動 

何かキーを押下すると移動に設定すると、HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式で、設定

されている操作以外のキー操作も正解と判別して先に進むことができます。 

 左 / トップ / 幅 / 高さ：数値（座標とサイズ） 

座標位置の変更やサイズ調整はマウスのドラッグで行うか、プロパティ内の数値を直接変更します。 

 移動：移動先ステップ番号（デフォルト＝次のステップ） 

キャプチャー直後は基本的に全て「次のステップ」となっており、必要に応じて移動先を変更することができま

す。テキストアクションは入力すべきテキスト内容によってそれぞれ移動先を設定するため、移動先の設定はテ

キストアクションプロパティ内の[テキスト]-[正答値の編集]画面で行って下さい。 

 [参照]イレギュラー回答を設定する（正答値の編集/HIT ANY KEY） 

 オートデモンストレイション/オペレーションレクチャー/プリテスト/オペレーションエクササイズ：有効または無効 

各コンテンツでアクションを表示するかしないかを選択します。表示する場合は「有効」を、表示しない場合は 

「無効」を選択して下さい。 

 無効に設定した場合、枠線の表示だけでなく、設定された操作内容も無効になります。 

[コメント・タイトルボックス・ヒントボックスプロパティ] 

 3-Dスタイル：なし / 左上から投射 /右下から投射 / 浮出し（デフォルト＝右下から投射） 

背景色を透明に設定すると影のある3-Dスタイルは見た目上表示されません。 

 時間差表示：数値（ミリ秒単位） 

設定したミリ秒後にコメントやタイトルボックスを表示させる場合に設定します。 

 再生環境やレッスンのデータ量などの影響でコンテンツ再生にタイムラグが発生することがありますので、設

定した時間差表示と誤差が生じることがあります。 

 横位置 / 縦位置：左揃え /中央揃え /右揃え /均等割り付け /上詰め / 中央詰め / 下詰め 

 枠線の太さや余白の幅の設定により、枠に文字が重なる場合があります。 

 ポイント（XY座標）：数値（コメントの吹き出し先端ポイント位置の座標） 

ポイントをコメント内に収めることもできます。  
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[タスクバーの表示] 

① キャプチャー実行中 

タスクバーの中のタスクトレイにDojoのアイコン が表示されます。 

キャプチャーを終了またはキャプチャーモードを変更する時は、Dojoのアイコン をダブルクリックします。 

 

② キャプチャー一時停止中 

タスクバーの中のタスクトレイにDojoのアイコン と範囲指定の設定ウィンドウが表示されます。 

キャプチャー範囲を絞ってキャプチャーを行う場合は、[指定範囲]を押下後、ドラッグで範囲を指定します。 

一時停止を解除しキャプチャーを再開する時は、Dojoのアイコン を右クリックします。 

 

③ Dojo起動時もしくは編集中 

タスクバーにDojoのタスクが表示されます。 
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2.ファイル構造 

 生成物のファイル構造 

Dojoを使ってキャプチャーやジェネレートを行った際に作成されるプロジェクトファイル及び各種コンテンツファイル 

は、以下のフォルダやファイルとして保存されます。 

Lessons 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ別ﾌｫﾙﾀﾞ *.prj （Dojoプロジェクトファイル） 

   *.ppy（Dojoレッスンファイル） 

   Version001  *.vcl（動作定義ファイル） 

   （バージョン層） *.png（画面及びオブジェクト） 

     *.wav or *.mp3（音声ファイル） 

     *.flv or *.avi or *.mpg or *.wmv（動画ファイル） 

     Output  BranchList 

       DOJOAVI 

 Output Batch *（yyyymmddhhmm）   DOJOMOVIE 

       DojoCustomizeExcel 

    *(項番_ﾚｯｽﾝ名）    DOJODHTML.v3 

       DOJOExcel 

       DOJOFlash.v3 

       DOJOHTML 

       DOJOPDF 

       DOJOPPT 

       DOJOWord 

       DOJOWordManual 

       HTML5 

            Unpack 

            Pack 

       FlowChart 

       SCOREBOOK_DHTML_v3 

       SCOREBOOK_Flash_V3 

       SCOREBOOK_HTML5 

       Stepimages 

       DOJOSC_v3 

            Unzip     Dhtml 

            Zip 

        *（ﾚｯｽﾝ名）_xxxx.zip 

       DOJOSC_2004 

            Unzip     Dhtml 

            Zip 

        *（ﾚｯｽﾝ名）_xxxx.zip 

       DOJOSCHTML5 

            Unzip     HTML5 

            Zip 

        *(レッスン名)_xxxx.zip 

       DOJOSCHTML5_2004 

            Unzip     HTML5 

            Zip 

        *(レッスン名)_xxxx.zip 

       DOJOSPT 
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 Dojoはネットワーク対応製品ではありません。プログラムのインストール先はローカル領域で行って下さい。 

（仮想環境XenAppは除く） 

 Dojoはデータの保存先・編集作業は全てローカル領域で行って下さい。サーバーなどにあるファイルを編集す

る場合は直接開かず、必ず先にデータをローカルにコピーした後で開くようにして下さい。プロジェクトファイルが

破損する恐れがあります。 

 プロジェクトファイルとレッスンファイル及びVersion001フォルダ内の動作定義ファイル・画面及びオブジェクト 

ファイル・音声ファイル・動画ファイルをエクスプローラーなどで直接削除や名前変更をしないで下さい。 

全てDojoで必要なファイルですので、削除や名前変更を行うと、プロジェクトが開けなくなったり破損する場合

があります。 

 Dojoのパブリッシュ機能を使わず、普段お使いのFTPクライアントソフトを利用してシミュレーションコンテンツの 

アップロードを行う場合は、HTML5/DOJODHTML_v3/DOJOFlash_v3 フォルダの全てのファイルをアップ

ロードして下さい。 
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Part4. Dojoの操作方法（基本） 

1.Dojoの基本操作手順 

Dojoは対象となるソフトウェアの操作内容及び画面画像を記憶し、記憶されたデータをもとに操作マニュアル

や学習教材を作成します。基本操作手順は以下の通りです。 

① Dojoを起動する 

 

② 伝えたい操作手順を操作して操作内容と画像の取り込み（キャプチャー）をする 

 

③ 取り込まれた操作手順（ステップ）を整理する（不要ステップの削除などで全体の流れを作る） 

 

④ 操作内容を確認して画面上の操作場所を調整する（アクションボックスの整形） 

 

⑤ 操作すべき内容をより理解するためのコメントをはじめとする必要な情報や説明文を追加する 

（コメント・タイトルボックスの挿入） 

 

⑥ 各操作手順（ステップ）で必要に応じて説明用の音声を登録する 

 

⑦ コンテンツの原稿完成 

 

⑧ マニュアル形式・自動再生形式・シミュレーション形式・テスト形式など19種類の異なるコンテンツ 

の中から、希望の種類を選択して自動でコンテンツを作成する（ジェネレート） 

 

⑨ Dojoを終了する 

 ②～⑤までの最小限の基本編集で原稿ができますので、⑧のコンテンツ作成を行うことができます。 

 ⑥の音声以外の編集には、1つの画面から操作手順が分かれる分岐や画像を加工するイメージの編

集などがあります。 

 ⑧のジェネレート作業によって作成された各種コンテンツに対しての追加の編集作業についてはDojoを必

要としません。 

例えばDojoから作成されたWordのマニュアルは通常のWordデータ形式ですので、 

そのマニュアルへの編集作業はDojoを介さずにWordを使って直接行うことができます。 
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2.Dojoの起動と終了 

 Dojoの起動 

Dojoを起動するには、①デスクトップのショートカットアイコンからまたは、② Windowsの[スタート]ボタンを 

クリックし、[すべてのプログラム]－[Dojo]をポイントして[Dojo]を選択します。 

① デスクトップのショートカットアイコン 

 

② Windowsの[スタート]ボタン 

 

 インストール時に「デスクトップにショートカットアイコンを作成する」設定を選択していない場合、デスクトップ

にアイコンは表示されません。 
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 Dojoの終了 

Dojoを終了するには、[ファイル]メニューの[終了]を選択するかウィンドウの右上に表示された 

[×（閉じる）]ボタンをクリックします。 

尚、編集を保存していないレッスンが開かれたまま終了した場合には保存を促すメッセージが表示されます。 

 

 レッスンのみを終了する（Dojoを終了せずにレッスンのみを閉じる） 

開いているレッスンが上部にタブで表示されているので、タブのレッスン名の前にある で、そのレッスンを 

閉じることができます。 

閉じたいレッスンのレッスンタブをダブルクリックしても、レッスンを閉じることができます。 

 [参照]画面構成と各種プロパティについて：レッスンタブ 

 

尚、編集を保存していないレッスンを終了した場合には保存を促すメッセージが表示されます。 
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3.言語を切り替える 

Dojo起動時に、使用する言語を日本語／英語／中国語から選択することが可能です。 

 

 英語／中国語はネットワーク認証でのみ利用可能となります。 

中国語をご利用になる場合は、別途オプションのご購入が必要となります。 

 

Dojo起動後、言語を切り替えたい場合は、[ファイル]メニューの[起動時に言語を選択する]をクリックして、

Dojoを再起動して下さい。 

 言語切り替え時の自動文言変換について 

作成時とは異なる言語で既存レッスンを開いた場合、ステップ説明文、コメントボックス、タイトルボックス、 

ヒントボックス、ボタンアクションの内容は、選択した言語に自動変換して表示されます。 

 変換されるのは文言が初期値の状態の時のみです。 

一度でも編集を加えた場合や、独自の文言を記入した場合は、自動変換の対象にはなりません。 

 Dojo1.40 Service Pack 1以前のバージョンで作成したレッスンは、自動変換を行いません。 
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4.認証方式設定 

 

Dojoの初回起動時、もしくは[ライセンス]- [ライセンス]をクリック時に認証方式設定画面が表示されますの

で、ご購入いただきましたDojoの種類及びライセンス形式に応じた認証を行って下さい。 

正常にライセンスを認識できた場合は、Dojoが起動します。 

 ご利用に応じて、拡張機能の日本語音声合成/多言語音声合成、キーマッピング機能、 

マニュアルエディター機能のアイコンをクリックし有効にして下さい。 

 選択済みのアイコンは青く、未選択のアイコンはグレーで表示されます。 

①スタンドアロン認証を行う 

Sentinelをご使用のコンピュータに装着し、OKボタンをクリックして下さい。 

②ネットワーク認証を行う 

認証種類は、ご購入いただきましたライセンス形式を選択して下さい。 

ホスト名(IPアドレス)にサーバのホスト名かIPアドレスを入力しOKボタンをクリックして下さい。 

 言語選択画面で英語／中国語を選んだ場合、ネットワークのみ選択可能となります。 

 サーバの設定についてはサーバーの添付資料をご確認下さい。 

 ホスト名（IPアドレス）およびポートは、社内ネットワーク管理者にお問い合わせ下さい。 

 日本語音声合成/多言語音声合成、キーマッピング機能、マニュアルエディター機能解除をご利用にな

る場合は、それぞれ別途オプションのご購入が必要となります。 
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5.フィードバック送信について 

Dojoでは製品の品質向上のため、以下情報を弊社サーバーへ送信します。 

・Dojoインストール時のシリアル番号 

・Dojoのバージョン情報 

・ジェネレート時の情報 

・エラー情報 

 個人情報の取得する目的では使用しておりません。 

 フィードバック送信機能を利用するためには、https通信が許可されている必要があります。 

 初期設定では「フィードバック機能」は有効となっております。 

 フィードバック送信を無効にする場合 

Dojoを起動後、メニューバーにある[ヘルプ]-[フィードバックの送信について]の「フィードバックを送信する」の 

チェックを外します。 
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6.マルチユーザーでのDojo利用について 

XenAppへDojoをインストールした環境内で、複数台のマシンでDojoを利用する場合、各ユーザー単位で設

定が必要となります。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[マルチユーザーでの使用]をクリックします。 

 

➢ Step2 

[はい]ボタンをクリックすると、Dojoが終了します。 

 

➢ Step3 

再度Dojoを起動すると現在ログインしているユーザー用のプロファイルが作成されます。 

 

シングルユーザーに戻す場合は、[ファイル]メニューの[マルチユーザーでの使用]をクリックし、Dojoを再起動

して下さい。 

 

 XenApp環境は、[オプション機能]日本語音声合成/多言語音声合成のご利用は推奨動作保障外

となります。 

 ネットワーク認証（Sentinelキーなし）のみでご利用いただけます。 
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7.キャプチャー開始前に確認しておくこと及び注意点 

 事前の確認 

キャプチャー開始前に以下を確認し、必要に応じて設定の変更などを行って下さい。 

 ディスプレイモニタの画面の解像度と画面の色を確認し適度なサイズや色に設定しておく 

キャプチャー時の解像度と色は原稿の画像データの元となるので重要な設定です。 

閲覧側の環境を想定して、高すぎる解像度でキャプチャーせず適度なサイズで行うことをお勧めいたします。 

これは例えば、作成時よりも小さいノートPCなどの画面でコンテンツ再生した時に、画面に収まらず 

スクロールバーが表示されるという現象に関係します。 

また、解像度や色を低く抑えることは、1ステップあたりの画像ファイルサイズにも影響するため、全体のデータ量

を減らすという観点からも有効です。 

 推奨は、画面の解像度： 1024×768  色： 16ビットです。 

 キャプチャー後に背景サイズの調整はできますが、画像サイズのみの調整はできません。 

 キャプチャーに無関係なアプリケーションを終了しておく 

無関係な操作による不要な操作のキャプチャーをしない、キャプチャーの中断を避ける、キャプチャー処理の 

負荷を軽減することに繋がります。 

負荷を抑えることは、キャプチャーのタイミングと操作手順や座標認識を正しく行うことなどをはじめとする全体

的なキャプチャー時の精度に影響します。 

 キャプチャーを中断される可能性がある常駐アプリケーションを終了しておく 

常駐アプリケーションの処理によってはDojoのキャプチャーに影響が出る場合があります。 

 キャプチャー時の注意点 

操作手順や座標認識を正しく行い必要な画像と操作内容を取得するために、以下の点に注意して行って下

さい。 

・ キー入力を行う場合、通常の入力スピードより少しゆっくり行う 

・ クリックする場合、通常のクリックよりはっきりと行う 

・ キーでの文字入力において間違えた場合はBackSpaceで修正する 

・ 不要な操作のキャプチャーを減らすために、必要に応じて一時停止を利用する 
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8.操作上の設定をする（オプションの設定） 

プロジェクトを作成する場合、自動バックアップや保存場所などを設定/変更することができます。 

また、キャプチャー後の説明文となる定型文設定もありますので、事前に設定をしておく事をお勧めします。 

尚、設定変更は、その後の編集時より設定が反映され、Dojoを終了しても設定内容は保持されます。 

 アクションボックスのサイズ/自動バックアップ/キャプチャーの中止方法を設定する 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[全般]アイコンをクリックします。 

 

[デフォルト枠線] 対象オブジェクトが明確ではないクリックアクションやテキストアクション時に取

得するアクションボックス（枠線）の設定します。 

[オブジェクトイメージの 

最大サイズ] 

対象オブジェクトの最大サイズを設定します。ここで設定したサイズ以上のオ

ブジェクトをキャプチャーした場合、デフォルト枠線の大きさでアクションボックス

（枠線）のサイズが設定されます。 

[自動バックアップ] 設定時間に応じて自動バックアップを行います。 

[キャプチャーの中止方法] キャプチャーの中止をキーボード操作でも行うことができます。 

[ログレベル] 出力するログのレベルを設定します。通常は「全てのログを出力する」を設定

します。 

[アクションラベルを見せる] チェックをすると、アクションボックス（ [参照]画面構成と各種プロパティに

ついて：プロパティウィンドウ）を色分けで表現するだけでなく、ラベルをつけ

分かりやすくします。 

 アクションラベルは編集中のデザイン画面でのみ表示されます。 

[キャプチャー切替方法] キャプチャー方式を切り替えるショートカットキーの設定します。 
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 編集時のデザイン画面の背景色とアクションボックスの色（枠線）を設定する 

編集画面においての画像領域外の背景色の設定と表示されるマウス軌跡とアクションボックスに対してアクショ

ン毎に固有の色を設定するためのオプションです。 

ここで設定された各アクションボックスの色は、Dojo全体の初期値となります。 

レッスン毎に変更を行いたい場合には、各アクションの[アクションプロパティ]の[枠線の色]または、 

[プロジェクトプロパティ]の[枠線の色/時間調節]で設定します。 

同様に、コンテンツ再生時の画像領域外の背景色は、[プロジェクトプロパティ]の[デスクトップ]で設定しま

す。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する 

 [参照]レッスン名変更などのプロジェクトの設定をする（プロパティ） 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[枠線の色/時間調節]アイコンをクリックします。 

 

 Hi-quality DHTML形式のコンテンツの再生時間表示の色を設定する 

Hi-quality DHTML形式のコンテンツで「再生時間を表示する」を選択したときに表示される表示時間の色

を設定するためのオプションです。 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[枠線の色/時間調節]アイコンをクリックします。 
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 レッスンの保存場所やテンプレートの場所を設定する 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[場所]アイコンをクリックします。 

 

 レッスンの保存場所は 

[新規レッスン]で設定して下さい。 

 Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のデザインテンプレートを登録・編集する 

Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のコンテンツトップ画面と再生画面のデザインを 

自由にカスタマイズすることができます。 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[デザイン設定]アイコンをクリックします 

 

➢ Step2 

INDEX（コンテンツのトップ画面）、フレーム（コンテンツの再生画面）のデザインを新規作成、編集しま

す。 

 [参照]Hi-qualityジェネレート用のデザインテンプレートを編集する 
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 ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 

キャプチャー後のステップの表示（説明文）は、アクションの種類と操作内容によって自動作成されます。 

その作成される内容をあらかじめ定型文として設定しておくことができます。 

ステップの表示（説明文）はコメントの自動挿入（ [参照]条件を指定してコメントを一括挿入する（コ

メントの自動挿入））時のコメント内容にも関係するので、事前に設定しておき、文言の統一やその後の 

修正などの編集作業を軽減するためにご利用下さい。 

尚、変更した設定は、編集中およびそれ以降の編集時より反映され、Dojoを終了しても設定内容は保持さ

れます。 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[定型文]アイコンをクリックします。 

 

➢ Step2 

変更したい定型文の上でダブルクリックします。 

 

➢ Step3 

使用中定型文の欄に変更したい定型文を入力したらOKボタンで編集を終了します。 

尚、[デフォルトに戻す]で編集内容をクリアすることができます。 
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 マニュアルビルドのステップエリアレイアウト、書式等を設定する 

マニュアルビルド機能の基本設定を行うことができます。 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[マニュアルエディター]アイコンをクリックします。 

 

➢ Step2 

ステップエリアレイアウトやアクションボックスの枠線の表示/非表示、レイアウト要素の書式設定等を行います。 

 [参照]マニュアルエディターの基本設定（オプションの設定） 
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 ScoreBook形式のアップロード先を設定する 

ScoreBook形式のコンテンツを作成する場合のアップロード先などを事前に設定しておくことができます。 

WANでコンテンツをアップロードする場合の各種設定やLANでコンテンツをアップロードする場合の保存先をそ

れぞれ設定します。 

尚、変更した設定は、それ以降のScoreBook形式のコンテンツアップロード時より反映され、Dojoを終了 

しても設定内容は保持されます。 

➢ Step1 

メニュバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[ScoreBook]アイコンをクリックします。 

 

 ScoreBook形式のジェネレート時に、各種設定値の初期値として自動で読み込まれます。 

ただし、必要に応じて実際のアップロード時に各設定内容を変更することができます。 

 ScoreBook形式のコンテンツ作成を行わない場合には、設定は不要です。 

また、ScoreBook形式のコンテンツ作成を行う場合でも、実際のアップロード時に設定を行うことができ

るので必須ではありません。 

 必要な設定内容が分からない場合には、ネットワーク管理者などにご確認下さい。 
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 キーマッピングを設定する 

ユーザーが任意にキャプチャー可能なキーコード、HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式の

ジェネレートコンテンツで有効となるキーコードを割り当てたり、編集することができます。 

キーマッピングの編集結果は、新規キャプチャー時のキーアクションに反映され、ジェネレート後のコンテンツの 

正答値にも影響しますので、キャプチャー前に設定されることをお勧めします。 

尚、変更した設定は、それ以降の編集時より反映され、Dojoを終了しても設定内容は保持されます。 

 キーマッピング機能をご利用になる場合は、別途オプションのご購入が必要となります。 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[キーマッピング]アイコンをクリックします。 

 

➢ Step2 

変更したいキーマッピングを選択してダブルクリックで編集を行います。編集後[OK]ボタンで終了します。 

 

[キー名] 現在使用しているキーの名称です。 

[キーコード] [キー名]を識別するために使用するキーコードを割り当てます。 

キーコード2は必要に応じて設定して下さい。 

既に設定されている[キーコード]と重複は出来ません。 

[キーコード

（HTML5/DHTML/Flash）] 

HTML5、Hi-quality DHTML、Hi-quality Flash形式のジェネレート

コンテンツのキーコードを割り当てます。 

既に設定されている[キーコード（HTML5/DHTML/Flash）]と重複は出

来ません。 
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 キーの自動識別を使用して新規にキーコードを設定する 

➢ Step1 

[追加]ボタンを押してキーマッピングの新規作成を行います。 

 

➢ Step2 

[キーの自動識別開始]を押して設定を開始します。 

 

➢ Step3 

任意のキーを押すと、システムから取得したそのキーに関する情報が各項目に表示されます。 

[キー自動識別停止]を押して、追加したいキー情報を確定すると各項目が編集出来るようになります。 

 

 キー自動識別の実行中は各項目の編集は出来ません。 
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➢ Step4 

追加したいキー情報を設定した後、[OK]ボタンで確定します。 

 

 [キーコード]を手動で変更する場合、既に設定されている[キーコード]との重複は出来ません。 

 [キーコード（HTML5/DHTML/Flash）]を手動で変更する場合、既に設定されている 

[キーコード（HTML5/DHTML/Flash）]との重複は出来ません。 

➢ Step5 

変更後の内容がキーマッピングの一覧に反映されます。 

 

 [削除]ボタンで、選択中のキーマッピングの削除が行えます。 

 Dojoインストール時の設定に戻すには[デフォルト]ボタンを押します。 
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 カスタマイズExcelのレイアウト、書式等を設定する 

カスタマイズExcel形式のレイアウトや書式を自由にカスタマイズすることができます。 

➢ Step1 

メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択し、[カスタマイズExcel]アイコンをクリックします。 

 

➢ Step2 

レイアウトやレイアウト要素の書式設定やヘッダ/フッタ情報の設定を行います。 

 [参照]カスタマイズExcelジェネレート用のレイアウトを編集する。 
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9.設定情報のエクスポート/インポート 

Dojoの設定情報を、エクスポート/インポートすることができます。 

エクスポートした設定情報は他のDojoの環境にインポートすることで、反映することができます。 

また、エクスポートした設定情報は、Dojoインストール時にも反映することが出来ます。 

 エクスポートされる情報は、「キャプチャー条件」・「PowerPointインポート条件」「表示-オプション」・ 

「ジェネレート条件」になります。 

 「表示-オプション」の「場所」「定型文」はインストール環境に依存するためエクスポートされません。 

 Hi-quality DHTML/Hi-quality Flashのデザインの設定内容とファイルはエクスポートされません。 

 カスタマイズエクセル/ワードジェネレート/パワーポイントジェネレートのテンプレート設定内容とファイルは 

エクスポートされません 

 設定情報をエクスポートする 

➢ Step1 

メニューバーの[システム]メニューより[設定情報]を選択し、[設定情報のエクスポート]をクリックします。 

 

➢ Step2 

ファイル名を入力し、保存先を選択後、[OK]をクリックします。 

 

 Dojoで設定情報をインポートする 

➢ Step1 

メニューバーの[システム]メニューより[設定情報]を選択し、[設定情報のインポート]をクリックします。 

 

➢ Step2 

設定情報ファイルを選択し、インポートします。 

 インポート後にDojoを再起動する必要があります。 

 Dojoの再起動後にインポートした設定が反映されます。 
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 インストール時に設定情報をインポートする 

Dojoインストール時に、設定情報をインポートすることが出来ます。 

➢ Step1 

Dojoのインストールプログラムを開き、[setting]フォルダを開きます 

 

 設定情報を反映するためには、Dojoインストールプログラムをローカル環境にコピーしてください。 

➢ Step2 

[setting]フォルダに、エクスポートした設定情報を[setting.xml]にリネームし配置します。 

 

 設定情報ファイルの名称が[setting.xml]ではない場合、インストール時に設定情報は反映されません。 

 インポートされた設定情報は、ジェネレート条件の「デフォルト条件」になります。 

➢ Step3 

Dojoをインストールします。 

 [参照]４．インストールの方法 

   



Part4. Dojoの操作方法（基本） 

62 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

10.キャプチャーの開始と終了 

 新規でキャプチャーを開始する（新規作成でプロジェクトウィザードを実行する） 

プロジェクトとは１つの情報システムを説明するための単位です。 

操作マニュアル及び学習教材を作成する際は、まず新規プロジェクトウィザードを実行し新規プロジェクト 

を作成します。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[新規作成]  をクリックし新規プロジェクトウィザードを開始します。 

➢ Step2 

「新規プロジェクト」のダイアログに、[レッスン名]、[プロジェクト名]、[保存場所]を入力します。 

 

 レッスン名はレッスンの名前及び拡張子が.ppyのレッスンファイルの名前となります。 

 プロジェクト名はプロジェクトが保存される際のプロジェクト別フォルダ（ [参照]ファイル構造）の名前及

び拡張子が.prjのプロジェクトファイルの名前となります。 

既に同じ名前で登録されているプロジェクトがある場合は登録できません。 

 キャプチャー前には、不要なアプリケーションを終了しておいて下さい。また、操作の中断等の影響があるよう

な常駐アプリケーションなどは必要に応じて終了しておいて下さい。 

 保存先は必ずローカルエリアに指定して下さい。 

 レッスン名及びプロジェクト名には、次の半角文字を利用して登録することはできません。 

スラッシュ（/）、アスタリスク（*）、縦棒（|）、円記号（\）、コロン（:）、疑問符（?）、 

二重引用符（”）、不等号[より小]（<）、不等号[より大]（>）、ピリオド（.） 

 レッスン名及びプロジェクト名には、次の単語で登録することはできません。 

"CON"、"PRN"、"AUX"、"NUL"、"CLOCK$"、"COM1"、"COM2"、"COM3"、"COM4"、

"COM5"、"COM6"、"COM7"、"COM8"、"COM9"、"LPT1"、"LPT2"、"LPT3"、"LPT4"、

"LPT5"、"LPT6"、"LPT7"、"LPT8"、"LPT9" 
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➢ Step3 

リスト内からキャプチャーするアプリケーションを選択し、キャプチャーモードを選択して下さい。 

アプリケーションの選択時、  マークをマウスクリックした状態でキャプチャーを行いたいアプリケーションを選択

し、マウスクリックを離すことで、そのアプリケーションをリスト内より選択することもできます。 

 

 新規作成を始める前に実行されているアプリケーションがリスト内に表示されますので、必要な 

アプリケーションを後から起動した場合は[更新]をクリックしてリストを更新して下さい。 

 Program Managerは、特定のアプリケーションを指定せず、全ての操作がキャプチャー対象 

となります。 

キャプチャーモード 説  明 

アプリケーションウィンドウのみ 選択されたアプリケーションの最初の表示画面の位置（XY座標）内で、

かつ指定したアプリケーションの操作のみをキャプチャーします。 

尚、「Program Manager」の選択時にこの設定は選択できません。 

 画面遷移の過程で子ウィンドウが最初の画面の座標より外側に表示さ

れる場合は画像が切れますのでご注意下さい。 

アクティブウィンドウのみ アクティブウィンドウのみをキャプチャーします。 

尚、「Program Manager」の選択時にこの設定を選択すると、アプリケー

ションに関わらずアクティブな操作をキャプチャーすることができますので、複

数のアプリケーションにまたがる操作を連続してキャプチャーすることができま

す。 

フルスクリーン キャプチャーするアプリケーションだけでなく、デスクトップ画面全体を 

キャプチャーします。 

指定範囲のキャプチャー デスクトップ画面上の任意の範囲を指定しておき、その範囲内での操作を

アプリケーションに関わらずキャプチャーします。 

範囲指定は、右下部    のアイコンをクリックして行って下さい。 

 アプリケーションの指定はできません。 
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➢ Step4 

リスト内の[キャプチャー条件]より、各種設定を行う事が出来ます。 

 

① ムービーキャプチャー 

短時間で連射キャプチャーし、ドラッグ&ドロップの操作やアニメーション効果を動きのある画面を疑似的に再

現します。 

・キャプチャー間隔（ミリ秒）： 

連射でキャプチャーする時間を設定（100ミリ秒=0. 1秒） 

・最大時間（秒）： 

1回のドラッグ&ドロップ操作を連射キャプチャーする最大時間（自動選択時）キャプチャー開始後、

連射キャプチャーする最大時間 (手動選択時) 

 「0」の場合は、最大時間の上限は設定しません。 

ムービーキャプチャーは通常のキャプチャーより容量が大きくなるため、上限なしの場合、HDD容量

にご注意ください。 

・モード（自動）： 

通常キャプチャーに加え、ドラッグ&ドロップの操作時に連射でキャプチャーします 

・モード（手動）： 

全ての操作を連射キャプチャーします 

 キャプチャー「手動」の場合、常に連射キャプチャーが実行されるため、 

操作が重くなる場合があります。 

 [参照]連射キャプチャーで動画を再現する（ムービーキャプチャー） 
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② Layer window処理 

半透明や透明色のアプリケーケーションをキャプチャーできます。 

 通常キャプチャーとLayer Windowでのキャプチャー方式は異なるため、アプリケーションの構造によって 

使い分けてキャプチャーを行って下さい。 

 

③ Control、Shift、Altキーの処理モード 

Control、Shift、Altキーに限り、他のキーやマウスと合わせての操作を1手順とするか別々の手順とするかを

選択します。 

例）コピーの操作を”Ctrl ＋ c”で行った場合、 

・ホールディング ： Controlキーを押しながらcキーを押して下さい（1手順） 

・単独キー  ： Controlキーを押して下さい  cキーを押して下さい（2手順） 

④ マウス操作時のステップ説明文の表示 

マウス操作を行ったステップの説明文について、操作対象を画像で表示するか、オブジェクト名で表示するかを

選択します。 

 

例）Windowsの[マイコンピュータ]のクリック操作をキャプチャーした場合、 

・画像を使う  ： をクリックして下さい 

・オブジェクト名を使う ："マイコンピュータ"をクリックして下さい 
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⑤ キャプチャー後、自動的にフィルターを行う 

Dojoはキャプチャー実行中に押された全てのキーと、マウスボタンを押した瞬間、マウスボタンを離した瞬間に

それぞれキャプチャーを行います。 

したがって、操作マニュアルや学習教材を作成する際には不要なステップも含まれますので、これらを一定の基

準に従ってまとめることができます。 

これがフィルター機能です。 

 キャプチャー時にはフィルターを行うことをお勧めいたします。 

1回のマウスクリック操作が、フィルターを行うかどうかでキャプチャー終了後の説明文と手順数が異なります。 

フィルターを行う ：クリックして下さい（1手順） 

フィルターを行わない ：マウスを押して下さい＋離して下さい（2手順） 

 尚、ここでフィルターを行わない場合には「キャプチャー終了後の編集時」にメニューより、個別に実行するこ

とができます。 

 [参照]フィルターを実行する 

 [不要なマウスステップ]は、クリックを連続するような操作を行った場合に2回目のクリックをフィルターする

機能です。 

 尚[ドラッグと判定するクリックポジションの間隔（ピクセル）]の値は、最初にクリックをした位置（座

標）から次にクリックをされた位置までの間隔を意味し、クリックの判定をサポートします。 

 フィルターは一定の基準に従って行われます。 

 [参照]フィルターを実行する 

 [バックスペースキーを含む]では、誤ったキー入力時のBackSpaceキーとその直前のキー入力ステップが

削除されます。 

 キャプチャー中の入力ミスはBackSpaceで修正して下さい。 
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⑥ キャプチャー後、自動的にコメントを挿入する 

「キャプチャー後、自動的にフィルターを行う」を選択した場合、以下の設定を行う事ができます。 

これは指定するアクションまたはステップに対し、自動的にコメントを挿入します。 

 キャプチャー時にはコメントを挿入しないことをお勧めいたします。 

コメントは操作した内容と座標を判断して挿入されますが、実際に操作した内容とDojoが認識して 

キャプチャーした座標や内容に誤差があった場合に、コメント位置や内容をそれぞれ修正する必要がある

ためです。 

また、ここでのコメント挿入機能は指定した全ての操作手順に行われるため、不要な操作があった場合な

どには有効ではありません。 

 ここでコメントの挿入を行わない場合はキャプチャー終了後のメニューより実行できます。 

 [参照]コメントを1つずつ挿入する, 条件を指定してコメントを一括挿入する 

（コメントの自動挿入） 

 挿入されたコメントは必要に応じて後から個別に設定変更ができます。 

 [参照]コメントの書式設定について 

 ここでの設定はコメントの初期設定に反映されます。 

 コメントの初期設定：コメント挿入時の詳細をあらかじめ設定しておくもので、メニューバーの[ファイ

ル]より[プロパティ]を選択し、[プロパティ]内の[コメント]アイコンにて確認・設定します。 

 [参照]コメントの書式設定について 
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コメント自動挿入設定 説  明 

挿入先アクションの種類 コメントの自動挿入を行うアクションをリスト内より選択します。 

（マウス、キー、テキスト、すべて） 

挿入するコメントの形  自動挿入を行うコメントの形をリスト内より選択します。 

コメントの書式設定 [コメントの書式設定]をクリックすると、以下の書式設定を行う事が出来ます。 

  

 ここでの設定はキャプチャー終了後に自動挿入されるコメントの全てに 

適用されます。 

コメントにオブジェクト名 

を使う 

マウスアクションに対して挿入されるコメントの文言を、オブジェクト名で 

表示します。 

 「ステップ説明文に画像を使う」を選択した場合のみ設定 

吹き出しの先表示位置 

 

アクションボックスの枠線に対して、吹き出しの先端をどこに表示するかを 

選択します。 
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➢ Step5 

キャプチャーを始めるには、[開始]ボタンをクリックします。 

 

キャプチャーを行わない場合は[キャンセル]ボタンをクリックして下さい。 

[コピー]ボタンをクリックすると、設定内容がクリップボードにコピーされます。設定情報を別のアプリケーションで

保存しておく場合などに使用します。 
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 キャプチャーを実行する 

新規プロジェクトウィザードより[開始]ボタンでキャプチャーを開始すると、選択されたアプリケーションが表示 

されます。 

タスクバーのタスクトレイにDojoのアイコン が表示されていることを確認し、アプリケーションの操作を行うように

して下さい。 

タスクトレイにDojoのアイコン が表示されている間はキャプチャーが実行されています。 

 

 キャプチャー中は通常よりも、キー操作は「ゆっくり」、マウス操作は「はっきり」行って下さい。 

 キー（テキスト）入力において間違えた場合はBackSpaceで修正して下さい。 

 不要な操作のキャプチャーを減らすために、必要に応じて一時停止を利用して下さい。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了：■キャプチャーを一時停止する 

 キャプチャーを終了する 

➢ Step1 

アプリケーションの一連の操作を終了し、キャプチャーを終了するには、タスクバーのタスクトレイにあるDojoの 

アイコン をダブルクリックします。 

➢ Step2 

「キャプチャーの一時停止」メッセージボックスが表示されますので、[キャプチャーを終了します]を選択し 

[OK]ボタンをクリックします。 

[キャプチャーしたものを破棄します]を選択し[OK]ボタンをクリックすると、プロジェクトを破棄します。 

[キャンセル]ボタンをクリックすると、キャプチャーを継続します。 

また、[キャプチャーモードを変更し、キャプチャーを続けます]を選択し[OK]ボタンをクリックすると、再度新規 

プロジェクトウィザードが起動し、設定を変えて続けてキャプチャーを行うことができます。 

[ムービーキャプチャーを終了します]を選択し[OK]ボタンをクリックすると、通常キャプチャーに戻って、 

キャプチャーを継続します。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了：■キャプチャーモードを変更してキャプチャーを続ける 
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➢ Step3 

キャプチャーを終了すると、操作手順に添って取得した画像や操作内容について、Dojoで編集できるデータと

するための情報処理が行われます。操作手順数・画像サイズなどにより処理時間が変動します。 

 終了するまでは何も操作を行わずにお待ち下さい。 

 

処理が終了するとDojoの編集画面が開きます。 

 

 キャプチャー終了直後の段階では、まだデータが保存されておりませんので、編集を行う前に、データ保全

のために「上書き保存」を行って下さい。 

 [参照]保存する（名前を付けて保存/上書き保存） 



Part4. Dojoの操作方法（基本） 

72 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 キャプチャーを一時停止する 

キャプチャー中、操作の過程で不要な手順がある場合などにはキャプチャーを一時停止させ、不要な画像のキ

ャプチャーを防ぐことができます。 

➢ Step1 

タスクバーのタスクトレイにあるDojoのアイコン を右クリックします。 

 キャプチャー中はタスクトレイ内に アイコンが常駐します。（常駐アイコン色：黒） 

 

➢ Step2 

キャプチャーを再開するには、タスクバーのタスクトレイにあるDojoのアイコン を右クリックします。 

 一時停止中のタスクトレイ常駐アイコン色：赤 

 

➢ Step3 

タスクバーのタスクトレイにあるDojoのアイコンがキャプチャー中の アイコンに変わったことを確認して、キャプチ

ャーを再開して下さい。 

 キャプチャー再開時のタスクトレイ常駐アイコン色：黒 
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 キャプチャーモードを変更してキャプチャーを続ける 

必要に応じて、キャプチャー途中で対象のアプリケーションやキャプチャーモードなどの設定を変更し、続けてキャ

プチャーを行うことができます。 

➢ Step1 

タスクバーのタスクトレイにあるDojoのアイコン  をダブルクリックします。 

 キャプチャー中はタスクトレイ内に  アイコンが常駐しています。 

➢ Step2 

「キャプチャーの一時停止」メッセージボックスが表示されますので、[キャプチャーモードを変更します]を選択し

[OK]ボタンをクリックします。 

 

➢ Step3 

「アプリケーションを選択する」画面でキャプチャーするアプリケーションの選択やキャプチャーの設定を行いま

す。ここでの各設定は新規でキャプチャーを行う場合の操作方法と同じです。 

「入力内容確認」ダイアログで改めて設定を行ったプロジェクトの内容を確認し[終了]ボタンをクリックすること

で、キャプチャーが再開されます。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了 
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 一時的に指定範囲キャプチャーを行う 

キャプチャーモードの変更以外に、一時的に指定範囲キャプチャー（任意の指定範囲内の画像のみキャプチャ

ー）を行うことができます。 

➢ Step1 

タスクバーのタスクトレイにあるDojoのアイコン を右クリックし、キャプチャーを一時停止します。 

 キャプチャー中はタスクトレイ内に アイコンが常駐しています。 

➢ Step2 

キャプチャーの一時停止中に表示される[指定範囲]ボタンをクリックします。 

 

➢ Step3 

マウスカーソルが  に変更されます。ドラッグ＆ドロップでキャプチャーしたい範囲を指定して下さい。対象範

囲が赤い枠で表示されます。 

 範囲を指定すると、キャプチャーが再開されます。 

➢ Step4 

範囲指定を行った赤い枠内で操作を行い、キャプチャーします。 

 Step3で指定した範囲内で操作を行った場合のみ、その範囲内の画面がキャプチャーされます。 

➢ Step5 

一時的な指定範囲キャプチャーを終了する場合は、タスクトレイにあるDojoのアイコン  を右クリックし、キ

ャプチャーを一時停止します。 

一時停止中に表示される[指定範囲]ボタンをクリックすることで、通常のキャプチャーに戻ります。 

 

 一時的な指定範囲キャプチャー中も、キャプチャーモードはキャプチャー開始時に設定したキャプチャー 

モードのままとなります。 

キャプチャー対象アプリ、キャプチャー対象となるウインドウ等の条件は変更されません。 

 一時的な指定範囲キャプチャーは、キャプチャー開始時に設定された条件内でキャプチャーできる画面 

から指定箇所を切り取ります。 

そのため、範囲を指定する際にはキャプチャー開始時に設定された条件内でキャプチャーできる画面内で

範囲を指定して下さい。 

 キャプチャー開始時に設定したキャプチャーモードが「指定範囲のキャプチャー」の場合、一時的な 

指定範囲のキャプチャーは行えません。 
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 ステップの表示（説明文）とコメント文の生成ルール 

マウスアクションの種類別における、ステップの表示（説明文）の文章のルール、コメント自動挿入機能により

コメントを挿入した場合の文章ルールを示します。 

ク
リ
ッ
ク
ボ
タ
ン 

 クリックのみ +Shift +Ctrl +Shift+Ctrl 

Click をクリックして下さい Shiftキーを押したまま 

クリックして下さい 

Controlキーを押したまま 

クリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままクリックして下さい 

Double 

Click 

をダブルクリックして 

下さい 

Shiftキーを押したまま 

ダブルクリックして下さい 

Controlキーを押したまま 

ダブルクリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままダブルクリックして下さい 

Up ここでクリックボタンを 

離して下さい 

Shiftキーを押したまま 

クリックボタンを離して 

下さい 

Controlキーを押したまま 

クリックボタンを離して 

下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままクリックボタンを 

離して下さい 

Down ここでクリックボタンを 

押して下さい 

Shiftキーを押したまま 

クリックボタンを押して 

下さい 

Controlキーを押したまま 

クリックボタンを押して 

下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままクリックボタンを 

押して下さい 

右
ク
リ
ッ
ク
ボ
タ
ン 

 クリックのみ +Shift +Ctrl +Shift+Ctrl 

Click を右クリックして下さい Shiftキーを押したまま 

右クリックして下さい 

Controlキーを押したまま 

右クリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したまま右クリックして下さい 

Double 

Click 

を右ダブルクリックして 

下さい 

Shiftキーを押したまま 

右ダブルクリックして 

下さい 

Controlキーを押したまま 

右ダブルクリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したまま右ダブルクリック 

して下さい 

Up ここで右クリックボタンを 

離して下さい 

Shiftキーを押したまま 

右クリックボタンを離して 

下さい 

Controlキーを押したまま 

右クリックボタンを離して 

下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したまま右クリックボタンを 

離して下さい 

Down ここで右クリックボタンを 

押して下さい 

Shiftキーを押したまま 

右クリックボタンを押して 

下さい 

Controlキーを押したまま 

右クリックボタンを押して 

下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したまま右クリックボタンを 

押して下さい 

セ
ン
タ
ー
ク
リ
ッ
ク
ボ
タ
ン 

 クリックのみ +Shift +Ctrl +Shift+Ctrl 

Click をセンタークリックして 

下さい 

Shiftキーを押したまま 

センタークリックして 

下さい 

Controlキーを押したまま 

センタークリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままセンタークリックして 

下さい 

Double 

Click 

をセンターダブルクリック 

して下さい 

Shiftキーを押したまま 

センターダブルクリック 

して下さい 

Controlキーを押したまま 

センターダブルクリックして 

下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままセンターダブルクリックして

下さい 

Up をセンタークリックして 

下さい 

Shiftキーを押したまま 

センタークリックして 

下さい 

Controlキーを押したまま 

センタークリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままセンタークリック 

して下さい 

Down をセンタークリックして 

下さい 

Shiftキーを押したまま 

センタークリックして 

下さい 

Controlキーを押したまま 

センタークリックして下さい 

ShiftキーとControlキーを 

押したままセンタークリック 

して下さい 

 キャプチャー時はUp、Downも全てClickと同じルールでステップの表示（説明文）を生成します。 

 コメント自動挿入時、アクションがUp/Downの場合上記ルールでコメント文を生成します。 

 コメント自動挿入時、アクションがClick/Doubleの場合、ステップの表示（説明文）をコメント文に 

設定します。 

 内容は定型文で変更することができます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）： 

■ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 
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11.PowerPointを取り込む 

Microsoft OfficeのPowerPoint資料を取り込みます。 

PowerPoint資料を取り込み、操作マニュアル及び学習教材を作成するには、まず新規プロジェクトウィザード

を実行し新規プロジェクトを作成します。 

 Microsoft Office 2007 /2010 / 2013 / 2016がインストールされている必要があります。 

 取り込むことができるPowerPointはpptx形式のPowerPoint資料です。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[PowerPointインポート]  をクリックし、 

PowerPointインポートウィザードを開始します。 

➢ Step2 

「新規プロジェクト」のダイアログに、[インポート方式]、[レッスン名]、[プロジェクト名]、[保存先]を入力しま

す。 

 [インポート方式]では、Dojoで編集できるコメントとして取り込む[オブジェクトとして取り込む]か、 

PowerPoint資料のスライドを画像に変換し、Dojoの背景画像として取り込む[画像として取り込

む]を選択することができます。 

 

 レッスン名はレッスンの名前及び拡張子が.ppyのレッスンファイルの名前となります。 

 プロジェクト名はプロジェクトが保存される際のプロジェクト別フォルダ（ [参照]ファイル構造）の名前 

及び拡張子が.prjのプロジェクトファイルの名前となります。 

既に同じ名前で登録されているプロジェクトがある場合は登録できません。 

 保存先は必ずローカルエリアに指定して下さい。 

 

 

 

 



Part4. Dojo の操作方法（基本） 

77 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

➢ Step3 

[PowerPointファイル]の参照ボタンをクリックし、[PowerPointファイル]を指定します。ファイルを指定すると

プレビューが表示されます。 

 [PowerPointファイル]で選択するファイルを閉じて、実行してください。 

 

➢ Step4 

取り込むスライドを「プレビュー」から選択します。「開始」ボタンをクリックすると、取り込みが開始されます。 

 プレビューのチェックボックスにチェックを入れ、取り込むスライドを指定できます。 

 「全て選択」ボタンをクリックすると、すべてのスライドを一括で指定することができます。 

 「全て解除」ボタンをクリックすると、すべてのスライドを一括で指定の解除ができます。 
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 オブジェクトとして取り込む 

PowerPoint資料を、Dojoで編集できるコメントとして取り込みます。 

Dojoでサポートしていない形状・タイプのPowerPointのオブジェクトは画像に変換しコメント「塗りつぶし（画

像）」のイメージとして設定された状態で取り込まれます。 

 「オブジェクトとして取り込む」を選択して、PowerPoint資料を取り込んだ場合、マニュアルエディタでは 

取り込んだコメントが表示されません。これはマニュアルエディタではスライド画像のみ表示しているためです。 

マニュアルエディタでご利用の場合は、「画像として取り込む」を選択して下さい。 

 Dojoで編集できるコメントに変換されます。 

 

取り込まれるPowerPoint「図の書式設定」（例：PowerPoint 2013の設定項目） 

 「○」の項目はDojoのコメントに反映されます。「×」の項目はDojoのコメントに反映されません。 

[塗りつぶし]項目 

  塗りつぶしなし ○ 

  塗りつぶし(単色) ○ 

    色 ○ 

    透明度 ○ 

  塗りつぶし（グラデーション） ○ 

    種類 × 

    方向 ○ 

    角度 × 

    グラデーション ○ 

    図形に合わせて回転 × 

  塗りつぶし(図またはテクスチャ) × 

  塗りつぶし(パターン) × 

  塗りつぶし(スライドの背景) × 

 

 

 

 

[線]項目 

  太さ ○ 

  線なし ○ 

  線（単色） ○ 

    色 ○ 

    幅 ○ 

    一重線/多重線 × 

    実線/点線 ○ 

    線の先端 × 

    線の結合点 × 

  線（グラデーション） ○※ 

 線（グラデーション）は線（単色）として 

取り込みます。 

 線（グラデーション）のサポート項目は線（単

色）の項目になります。 
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[影]項目 

  標準スタイル ○ 

   「外側」のみ対応しています。 

   それ以外は「影なし」として取り込みます。 

    色 ○ 

    透明度 ○ 

    サイズ × 

    ぼかし × 

    角度 × 

    距離 × 

[反射]項目 × 

[光彩]項目 × 

[ぼかし]項目 × 

[3-D 書式]項目 × 

[3-D 回転]項目 × 
 

 

 

Dojoの編集できるコメントとして取り込まれるPowerPoint「図形」一覧 

PowerPoint[図形] Dojoコメントタイプ  PowerPoint[図形] Dojoコメントタイプ 

直線 直線  左右矢印 左右矢印 

矢印 矢印  上下矢印 上下矢印 

双方向矢印 双方向矢印  処理 正方形 

正方形／長方形 正方形  代替処理 丸角四角形 

角丸四角形 丸角四角形  判断 ひし形 

テキストボックス 正方形  結合子 円 

縦書きﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽ 正方形  抜出し 二等辺三角形 

円／楕円 円  磁気ディスク 円柱 

二等辺三角形 二等辺三角形  爆発１ 爆発 

ひし形 ひし形  四角形吹き出し 四角形吹き出し 

円柱 円柱  角丸四角形吹き出し 角丸四角形吹き出し 

メモ メモ  円形吹き出し 円形吹き出し 

右矢印 右矢印  雲形吹き出し 雲形吹き出し 

左矢印 左矢印    

上矢印 上矢印    

下矢印 下矢印    

 PowerPointオブジェクトの設定で、塗りつぶしが[図]、[テクスチャ]、[パターン]、[スライドの背景]が設定

されている場合は[塗りつぶし(画像)]として取り込みます。 

 PowerPointオブジェクトの[ハイパーリンク]のオブジェクトは、コメント[正方形]として取り込みます。 

ただし、PowerPointで関連付けられたリンクは取り込むことはできません。 

 「塗りつぶし(画像)」として取り込まれる場合 
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 PowerPointオブジェクトおよびアニメーション効果 

• DojoではPowerPoint内の[ビデオ]及び、[オーディオ]は取り込みません。 

• DojoではPowerPoint内のアニメーション効果は、反映されません。 

 

 画像として取り込む 

PowerPoint資料のスライドを1枚の画像に変換し、Dojoのステップ画像として取り込みます。 

 各スライドをて１枚の画像に変換されます。ステップ画像は[イメージ編集]で編集ができます。 

 [参照] .画像を加工する（イメージの編集） 
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12.Dojoカメラプロジェクトファイルを取り込む 

Dojoカメラプロジェクトファイルを開きます。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[Dojoカメラインポート]  をクリックします。 

➢ Step2 

「新規プロジェクト」のダイアログに、[レッスン名]、[プロジェクト名]、[保存先]を入力します。 

 

 レッスン名はレッスンの名前及び拡張子が.ppyのレッスンファイルの名前となります。 

 プロジェクト名はプロジェクトが保存される際のプロジェクト別フォルダの名前及び拡張子が.prjのプロジェクト

ファイルの名前となります。 

既に同じ名前で登録されているプロジェクトがある場合は登録できません。 

 [参照]ファイル構造 

 保存先は必ずローカルエリアに指定して下さい。 

 サーバーなどにあるファイルを直接編集する場合、アクセス制限やデータへの書き込み制限などによって、 

ファイルが開けないことや正常に保存やジェネレートを行うことができない場合があり、プロジェクトファイルが

破損する恐れがあります。 
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➢ Step3 

[Dojoカメラファイル]の参照ボタンをクリックし、[Dojoカメラファイル]を指定します。 

 選択する「Dojoカメラファイル」はDojoカメラプロジェクトファイルになります。 

   Dojoカメラプロジェクトファイルの拡張子は「prjc」です。 

 

➢ Step4 

[開始]ボタンをクリックすると、取り込みが開始されます。 
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13.既存のプロジェクトファイルを開く 

既に作成されたプロジェクトファイルを開きます。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[開く]  をクリックします。 

➢ Step2 

「プロジェクトを開く」ダイアログよりプロジェクトファイルを選択後、[開く]ボタンをクリックして下さい。 

 

 保存先および編集作業は必ずローカル領域で行って下さい。 

 サーバーなどにあるファイルを編集のために開く場合は、必ず先にデータをローカルにコピーした後でファイル

を開くようにして下さい。 

 サーバーなどにあるファイルを直接編集する場合、アクセス制限やデータへの書き込み制限などによって、 

ファイルが開けないことや正常に保存やジェネレートを行うことができない場合があり、プロジェクトファイルが

破損する恐れがあります。 
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14.ステップウィンドウを使用して取得画面を表示する 

編集機能を使用して、全体の流れを仕上げるために、キャプチャーされた各操作手順と画像を確認すること 

が必要です。特に、キャプチャー直後はキャプチャーが正しく行われたか各ステップを確認してみましょう。 

ステップウィンドウ（デフォルトの表示位置：左上）のステップ番号をクリックすると、キャプチャーされた画面画

像が表示されます。 

 

 [表示]メニューより、各ウィンドウの表示/非表示の切り替えが行えます。 

 

ステップウィンドウの大きさは、縦横方向にあるバーをドラッグすることで自由に変更する事が出来ます。
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15.フィルターを実行する 

キャプチャーが終了したら、キャプチャーされたデータの編集作業を行います。 

キャプチャーを開始する前のプロジェクトウィザードで、「キャプチャー終了後、自動的にフィルターを行う」に 

設定しなかった場合、キャプチャー実行中に押下された全てのキーアクションと、マウスボタンを押した瞬間、 

マウスボタンを離した瞬間の画像と操作手順を保持しています。 

したがって、操作マニュアルや学習教材を作成する際には不要なステップも含まれますので、これらを一定の 

基準に従ってまとめることができます。これがフィルター機能です。 

 

「キャプチャー終了後、自動的にフィルターを行う」に設定した場合（ [参照]キャプチャーの開始と終了）

は、キャプチャーが終了すると設定に従ってフィルターが完了しています。 [参照]フィルターを実行する 

 不要なマウスステップをフィルターする 

マウスボタンを押した瞬間と離した瞬間にキャプチャーを実行し、全てをステップとして表現します。 

 作成者の操作     Dojoの理解   フィルター後の定義 

 クリック     Aをクリック（押した瞬間）  Aをクリック 

      Aをクリック（離した瞬間） 

 右クリック     Aを右クリック（押した瞬間）  Aを右クリック 

      Aを右クリック（離した瞬間） 

 センタークリック    Aをセンタークリック（押した瞬間） Aをセンタークリック 

      Aをセンタークリック（離した瞬間） 

 ダブルクリック    Aをクリック（押した瞬間）  Aをダブルクリック 

      Aをクリック（離した瞬間） 

      Aをクリック（押した瞬間）  

      Aをクリック（離した瞬間） 

「連続した入力キーステップ」 

をまとめることができます。 

「不要なマウスステップ」 

をまとめることができます。 



Part4. Dojoの操作方法（基本） 

86 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

➢ Step1 

メニューバーの[編集]メニューより[置換]  をクリックします。 

不要なマウスステップ・・・マウスの操作には、マウスボタンをクリックする、マウスボタンのクリックを押す、

離すの三種類があります。 

Dojoでは、様々な取り込み作業を想定し、初期取り込み画像としては、「クリック（右クリック）ボタンを押した 

瞬間」と「クリック（右クリック）ボタンを離した瞬間」双方の画像、及び操作手順を取得していますが、両者を 

まとめて「クリック」としたい場合は、本機能を使用して下さい。 

 

➢ Step2 

[フィルターの種類]に[不要なマウスステップ]が選択されていることを確認し[次の検索][フィルター] 

[全てフィルター]をクリックします。 

[次の検索] 次にフィルター対象となる不要なマウスステップを検索します。 

検索された不要なマウスステップは「フィルター」ダイアログ下部のスクリーンに表示 

されます。 

[フィルター] [次の検索]によって検索されたステップをフィルターします。 

[全てフィルター] [次の検索]を行わず自動的にプロジェクトファイル内の全ての不要なマウスステ

ップにフィルターを行う際にクリックします。 

 「画素単位でのマウスクリックポジションの間隔」とは、指定した数値範囲以内での連続したマウス操作

を1つのマウス操作としてまとめます（クリックとドラッグの判別）。 

例） 

画素単位でのマウスクリックポジションの間隔 ＝ 10 の場合、10ピクセル以内のマウスの押す＆離すは 

1つのクリックとなり、それ以上離れた間隔で押す＆離すの場合はフィルター対象外となり押すと離すの2つの

操作となります。 

尚、初期値は10で、単位はピクセルです。 
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➢ Step3 

フィルター（不要なマウスステップ）を実行する前と後を確認します。 

（実行前） 

 

 

ステップ5：マウスを押すと、ステップ5：離すの2つのステップで、１つのクリックを表現しています。 

（実行後） 

 

実行前のステップ5とステップ6がまとめられ、ステップ6：クリックとなります。 

その後のステップは繰り上げられます。 

 不要なキーステップをフィルターする 

キーを押した瞬間にキャプチャーを実行し、ステップとして表現します。 

作成者の操作      Dojoの理解  フィルター後の定義 

  t   t キーを押して下さい 『test3』を入力して下さい 

  e   e キーを押して下さい 

  s   s キーを押して下さい 

  t   t キーを押して下さい 

  3   3 キーを押して下さい 
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➢ Step1 

メニューバーの[編集]メニューより[置換]  をクリックします。 

 

➢ Step2 

[フィルターの種類]に[連続した入力キーステップ]が選択されていることを確認し[次の検索][フィルター] 

[全てフィルター]をクリックします。 

[次の検索] 次にフィルター対象となる連続した入力キーステップを検索します。 

検索された不要な入力キーステップは「フィルター」ダイアログ下部のスクリーン 

に表示されます。 

[フィルター] [次の検索]によって検索されたステップをフィルターします。 

[全てフィルター] [次の検索]を行わず自動的にプロジェクトファイル内の全ての連続した入力 

キーステップにフィルターを行う際にクリックします。 

 [選択されたステップのみ]を選択すると、選択されたステップのみがフィルターされます。 

 [バックスペースを含める]を選択すると、キャプチャー中の誤ったキー入力時のBackSpaceキーとその直

前のキー入力ステップが削除されます。 
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作成者の操作      Dojoの理解   フィルター後の定義 

  t   t キーを押して下さい  『test3』を入力して下さい 

  e   e キーを押して下さい 

  s   s キーを押して下さい 

  d   d キーを押して下さい 

  d   d キーを押して下さい 

 BackSpace BackSpaceキーを押して下さい 

 BackSpace BackSpaceキーを押して下さい 

  ｔ   t キーを押して下さい 

  3   3 キーを押して下さい 

「test3と入力すべき操作においてsとtの間にdを2回入力ミスし、その入力ミスを修正するために 

BackSpaceキーを2回押して修正した」操作の例です。 

➢ Step3 

フィルター（連続したキー入力ステップ）を実行する前と後を確認します。 

（実行前） 

 

 

ステップ1からステップ9の全9ステップで、 

「test3」を表現しています。 

フィルター前には、入力ミスのdと修正のための 

BackSpaceが2ステップずつ含まれています。 

（実行後） 

 

 

実行前のステップ1からステップ9がまとめられ、 

ステップ1となります。 

BackSpaceの直前のキー操作は入力ミスと 

判断され不要のステップとして削除されます。 

 編集作業中は、こまめに保存（上書き保存/名前を付けて保存）作業を行って下さい。 

  

入力ミス 

BackSpace で修正 
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16.不要なステップを削除する 

キャプチャー実行中に押された全てのキーと、マウスボタンを押した瞬間、マウスボタンを離した瞬間に 

キャプチャーが行われます。 

そのため、キャプチャー終了後に操作内容と画面を確認し、誤ったキャプチャーや不要なステップがあれば削除

することができます。 

➢ Step1 

ステップウィンドウで削除したいステップを選択します。 

 ShiftキーまたはControlキーと合わせて操作することで、連続したステップをまとめて選択することや、

離れた複数のステップを選択することができます。 

➢ Step2 

メニューバーの[編集]メニューより[削除]  をクリックするか、キーボードの[Delete]キーを押して下さい。 

➢ Step3 

確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックして下さい。 

 

 他のステップからの移動先として設定されているステップを削除することはできません。先に参照元ステップ

で設定されている移動先を変更する必要があります。 

 

 編集作業中は、こまめに保存（上書き保存/名前を付けて保存）作業を行って下さい。 
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17.ステップを移動する（コピー・貼り付け・切り取り・移動） 

コピー、貼り付け、切り取り、移動などの方法を利用し、ステップを移動することができます。 

 ステップをコピー 

➢ Step1 

ステップウィンドウでコピーしたいステップを選択します。 

 ShiftキーまたはControlキーと合わせて操作することで、連続したステップをまとめて選択することや、

離れた複数のステップを選択することができます。 

➢ Step2 

メニューバーの[編集]メニューより[コピー]  をクリックするか、右クリックで表示されるコンテキストメニューか

ら[コピー]  をクリックするか、キーボードの[Ctrl] + [C]キーを押して下さい。 

 ステップを貼り付け 

➢ Step1 

ステップウィンドウで貼り付けしたいステップを選択します。 

➢ Step2 

メニューバーの[編集]メニューより[貼り付け]  をクリックするか、右クリックで表示されるコンテキストメニュー

から[貼り付け]  をクリックするか、キーボードの[Ctrl] + [V]キーを押して下さい。 

➢ Step3 

確認メッセージが表示されますので、条件を指定し[OK]をクリックして下さい。 

 

 類似ステップ（Before）は、現在選択しているステップの上に、類似ステップ（After）は、 

現在選択しているステップの下に貼り付けられます。新規ブランチは、現在選択しているステップに 

分岐として挿入されます。 
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 ステップを切り取り 

➢ Step1 

ステップウィンドウで切り取りたいステップを選択します。 

 ShiftキーまたはControlキーと合わせて操作することで、連続したステップをまとめて選択することや、 

離れた複数のステップを選択することができます。 

➢ Step2 

メニューバーの[編集]メニューより[切り取り]  をクリックするか、右クリックで表示されるコンテキストメニュー

から[切り取り]  をクリックするか、キーボードの[Ctrl] + [X]キーを押して下さい。 

 ステップの移動 

➢ Step1 

ステップウィンドウで移動したいステップをドラッグします 

 

➢ Step2 

移動したい位置でドロップします 

 

 現在移動先として指定されている箇所に赤い線が表示されます。 

➢ Step3 

ステップが移動しました。 

 

 サムネイル表示でも、同手順でステップの移動ができます。  
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18.アクションボックス（枠線）を整形する 

 整形方法 

作成者がクリックした場所を学習者にクリックさせる場所としてアクションボックス（枠線）を自動的に付加しま

す。 

ただし、対象オブジェクトが明確でない場合や、キャプチャースピードやタイミングによりクリックした位置（座標）

から任意の範囲で付加されるため、整形する必要があります。 

方法は、デザイン画面内のアクションボックス（枠線）を選択した状態で、マウスでドラッグしながら希望の範囲

に合わせて位置（座標）とサイズを調整します。 

 

整形前の「デザイン画面」「ステップウィンドウ」は以下のように、連動しています。 

 

 

アクションボックス（枠線）を整形すると「ステップウィンドウ」が連動して変化します。 

 

 デザイン画面内のアクションボックス（枠線）の範囲が学習者にクリックさせたい範囲となります。 

 ステッププロパティの[表示]に記述されている内容がHTML形式もしくはWord形式、Excel形式、PDF形

式、PowerPoint形式にジェネレートした際の説明文となります。 

 マウスアクションボックス（赤色枠）とテキストアクションボックス（水色枠）は、画面上での操作するべき場

所（座標）としてコンテンツ上に表示されるため、きちんと整形する必要があります。 

ただし、キーアクションボックス（青色枠）は、画面上における座標の概念がないためコンテンツには表示さ

れませんので、厳密に整形しなくてもコンテンツでの見た目上の不整合はありません。 
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 アクションボックス（枠線）の色を変更する 

[ファイル]メニューより[プロパティ]を選択し、「プロジェクトプロパティ」ダイアログを開きます。 

[枠線の色/時間調節]アイコンをクリックし、各アクションの色を変更して下さい。 

 

 「プロジェクトプロパティ」で 

変更された情報は、プロジェ

クト内の全ステップに初期値

として適用されます。 

 アクションボックス（枠線）の色を変更する 

（マウス/テキストアクションで特定ステップのみ色を変える） 

「マウスアクション」と「テキストアクション」のステップはアクションボックス（枠線）の色を初期値から変更する 

ことができます。 

変更をしたいステップのアクションボックスを選択し、アクションプロパティの[枠線の色]をクリックし 

「再生時の枠線の色」ダイアログから変更して下さい。 

マウスアクションプロパティ テキストアクションプロパティ 

 

[レッスン設定]となっている各ステップや各アクショ

ン 

で個別の設定を行う場合は、アクションのプロパティ 

内で枠線の色 をクリックして 

から、[カスタム色]を選択して希望の色を設定し

て 

下さい。 
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19.コメントの書式設定について 

各ステップには、ユーザがより内容や手順を理解するために、複数のコメントを付加することができます。 

コメントにはコメント毎に[塗りつぶし] [影] [輪郭] [3-Dスタイル] [時間差表示] [表示時間] [フォント]  

[テキストの色] [フォントサイズ] [自動調整] [横位置] [縦位置] [左] [トップ] [幅] [高さ] 

の設定ができますが、あらかじめ初期設定をしておくことで、全てに共通の書式を適用することができます。 

 設定値は初期設定の設定値より、各コメントにて個別に設定された設定値が優先されます。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[プロパティ]を選択し、「プロジェクトプロパティ」を開きます。 

➢ Step2 

プロジェクトプロパティの[コメント]アイコンをクリックし、それぞれの値を設定します。 

 

 [ファイル]-[プロパティ]で変更した設定は、その後に挿入されるコメント・タイトルボックス・ヒントボックスに

対して反映されます。 

 すでに挿入済みのコメントに対して、変更した書式を後から反映させることはできません。 

 [左]及び[トップ]の設定は、キーアクションに対して挿入されるコメントと、タイトルボックス/ヒントボックスに

対する挿入位置（座標）の設定です。 

 コンテンツ作成時の色設定や再生環境などの影響で、各表示色や時間差表示時間について編集と再

生時で誤差が生じることがあります。 
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20.コメントを1つずつ挿入する 

必要に応じて、各ステップには、ユーザがより内容や手順を理解するために、複数のコメントを付加できます。 

 コメントの形状は、吹き出し / 四角形 / 基本図形 / 矢印 / 星 / 線 の6種類です。 

 コメントの「表示・非表示」については「19.挿入されたコメントの内容と書式を1つずつ編集する」を参

照して下さい。 

➢ Step1 

コメントを挿入するステップを選んだ状態で、メニューバーの[挿入]より[コメント]を選択します。 

さらに、[吹き出し][四角形] [基本図形] [矢印][星] [線]の6種類の中から形状を選択します。 

 

 

 

➢ Step2 

選択したステップにコメントが挿入されました。 

 

挿入されたコメントをダブルクリックすると、画面左上部（デフォルトの配置の場合）の書式設定バーが有効

になり、コメントの内容を編集できます。 

 [参照]挿入されたコメント内容と書式を1つずつ編集する 

 コメントを1つずつ挿入した場合、初期値の設定では「“コメントを入力して下さい”」という内容が 

挿入されます（定型文をあらかじめ変更することで、独自の内容を挿入することができます。） 

 [参照] 操作上の設定をする（オプション）： 

■ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 

 

コメント 
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21.条件を指定してコメントを一括挿入する（コメントの自動挿入） 

指定するアクションまたはステップに対し、自動でコメントを一括で挿入する事が可能です。 

フィルター及び枠線の整形を行った後に本機能を使用することが最も有効です。 

この機能で、タイトルボックスとヒントボックスを一括で挿入することもできます。 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより  （コメントの自動挿入）をクリックします。 

➢ Step2 

「コメントの自動挿入」ウィンドウで、コメント挿入のための条件を設定します。 

 

[コメントの書式設定]を行うことができま

す。 

[ファイル]－[プロパティ]内のコメントで

の設定と同じで、ここで行った設定は、 

[ファイル]－[プロパティ]内のコメントへ 

連動します。 

 [参照]コメントの書式設定について 

 

[コメントの種類] コメント（6種類）/タイトルボックス/ヒントボックスより挿入する種類を選

択します。 

    からコメントの形状を指定することもできます。 

[コメントの書式設定]から各種書式を設定できます。 

[アクションの種類] コメントを選択した場合に自動挿入を行うアクションの種類を選択します。 

 タイトルボックスとヒントボックスを選択した場合にはアクションの種類を

指定することはできません。 

[表示位置変更] チェックを入れるとマウスアクションの枠線に対して、吹き出しの先端をどこに

表示するかを選択します。   の起点にしたい箇所をクリックします。（■

の位置が起点） 

[オブジェクト名を使う] チェックボックスをオンにすると、ステップ説明文に含まれる画像をオブジェクト

名に置き換えて文章を付加します。チェックボックスオフで、ステップ説明文

に含まれる画像を、定型文に設定された文言に置き換えて文章を付加し

ます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプション） 

：■ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 

 新規キャプチャー時に付加されたマウスアクションの画像が対象となり、 

ステップ説明文がオブジェクト名称で取得されている場合は、本設定は

適用されません。 
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[挿入範囲] [すべてのステップ] 

全ステップに対して、選択した対象オブジェクトの自動挿入を行います。 

すでに挿入されているコメント・タイトルボックス・ヒントボックスがある場合は

上書きされます。 

[指定されているコメントの種類が挿入されていないステップのみ] 

全ステップの中で選択した対象オブジェクトが存在しないステップに対して

自動挿入を行います。 

[ステップ指定範囲] 

範囲で指定したステップに対して、選択した対象オブジェクトの自動挿入

を行います。 

すでに挿入されているコメントがある場合は上書きされます。 

[ステップ指定]  

カンマ区切りで指定したステップに対して、選択した対象オブジェクトの自

動挿入を行います。すでに挿入されているコメントがある場合は上書きさ

れます。 

 1つのステップに同じ種類のアクションが複数ある場合には、 

アクションプロパティの項目の「コメント」が「優先する」となっているアクシ

ョンが挿入対象となります。 

➢ Step3 

挿入するための条件を指定し、[OK]ボタンをクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

上書きに関してのダイアログが表示されたら、[OK]または[キャンセル]ボタンをクリックします。 

上書きして挿入する場合は[OK]ボタンをクリックします。 

 

 コメントを一括で挿入した場合、コメント内にはステップの説明文または定型文で設定された文章が 

挿入されます。 

 [参照]操作上の設定をする(オプション)：■ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 
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22.挿入されたコメント内容と書式を1つずつ編集する 

挿入したコメント/タイトルボックス/ヒントボックスの各内容の編集やフォントに関する設定を変更するには、 

対象を選択した状態で[編集]メニューを開きます。 

また、コメントの枠線や背景色などは、対象のコメントをクリックで選択し、画面左下部（デフォルトの配置の場

合）のコメントプロパティで編集を行います。 

 

 

 コメント内のフォントに関する設定 

[編集]メニューにて設定します。 

 コメント/タイトルボックス/ヒントボックスをダブルクリックすることにより、コメント内を編集出来ます。 

 

 

変更したい文字列を選択した状態で設定します。 

上が左より [フォント種類] [サイズ] 、下が[太字][斜体][下線][ハイパーリンク][色] です。 

 

 コメント内容文の編集 

対象コメント/タイトルボックス/ヒントボックスをダブルクリックしてカーソルを表示し、直接テキスト入力します。 

 コメント内での改行は、[Enter]キーまたは[Shift]キーを押しながら[Enter]キーを押して下さい 

 コメントプロパティの[自動調整]を[自動調整する]にすると、入力した文章の長さに応じてコメントボッ

クスの高さが自動調整されます。 

 

 コメントの表示・非表示の設定 

HTML5 / Hi-quality DHTML / Hi-quality Flash形式のシミュレーションコンテンツの表示・非表示をコメ

ントボックスのプロパティウィンドウから設定できます。 

表示・非表示の設定はコンテンツ毎（オートデモンストレイション/オペレーションレクチャー/プリテスト/オペレーシ

ョンエクササイズ）に設定が可能です。 

 オペレーションエクササイズで「非表示」を設定した場合、誤解答をすると非表示のコメントが表示されます。 

  

コメント 

書式設定 

コメントのプロパティ 
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 コメントに関する設定 

コメントの各種設定を行うには、コメントをクリックし、プロパティウィンドウに「コメントプロパティ」を表示させます。 

 

コメントは一定の法則で作成されます。 

ステップ毎にコメント挿入を行った場合は、初期値の設定では 

「“コメントを入力して下さい”」が挿入されます。 

ただし、定型文をあらかじめ変更しておくことで独自の内容を 

挿入することができます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定） 

コメントの自動挿入を行った場合は、「ステップの表示内容」が 

挿入されます。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了： 

■ステップの表示（説明文）とコメント文の生成ルール 

[タイプ] コメントの種類です。 

コメントをヒントボックスに変更することもできます。 

[塗りつぶし] 塗りつぶし有/無の設定です。 

[塗りつぶし(なし)]  

[塗りつぶし(単色)]  

色 単色の色を設定します。 

透過性 設定した塗りつぶし色の透過率を設定します。 

[塗りつぶし(グラデーション)]  

方向 グラデーションの方向を上下左右斜めで設定します。 

グラデーション グラデーションの分岐点や色、明るさ、配置、透過性を 

設定します。 

[塗りつぶし(画像)]  [参照] 30.オブジェクトの背景画像を設定する 

イメージ 塗りつぶしに使用する画像ファイルを設定します。 

透過性 設定した画像の透過率を設定します。 

書式設定 設定した画像の書式を設定します。 
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[影] 影を上下左右斜めに設定します。 

色 影の色を設定します。 

透過性 影の透過率を設定します。 

サイズ 影のサイズを設定します。 

ぼかし 影にぼかし効果を設定します。 

角度 影の角度を設定します。 

距離 コメントからの影の距離を設定します。 

[輪郭] コメントの枠線の太さを設定します。 

線のスタイル コメントの枠線の種類を設定します。 

色 コメントの枠線の色を設定します。 

透過性 コメントの枠線の透過率を設定します。 

[3Dスタイル] コメントの3Dスタイルを設定します。 

[時間差表示] ステップ画像の表示からコメントを表示させるまでの時間を設定します。 

 再生環境やレッスンのデータ量などの影響でコンテンツ再生にタイムラ

グが発生することがあり、設定した時間差表示と誤差生じることがあり

ます。 

[表示時間] ステップ画像および時間差表示からコメント表示させる 

時間を設定します。 

 表示時間の「-1」はデフォルト値。ステップの表示時間もしくはHi-表

示時間と同じ時間となります。（常に表示される状態）表示時間を

変更すると設定した数値に変わります。 

[自動調整] 入力した文章の長さに応じて、コメントサイズ（高さ）を自動 

調整するかどうかの設定/変更ができます。 

[横位置] コメント内の文字の横位置を「左揃え」「中央揃え」「右揃え」 

「均等割り付け」から選択できます。 

[縦位置] コメント内の文字の縦位置を「上詰め」「中央揃え」「下詰め」から 

選択できます。 

[左] コメントのX座標です。 

[トップ] コメントのY座標です。 

[幅] [左]からの距離（コメントの幅）です。 

[高さ] [トップ]からの距離（コメントの高さ）です。 

[ポイント（X）] コメントの吹き出しのX座標です。 

[ポイント（Y）] コメントの吹き出しのY座標です。 

[オートデモンストレイション] オートデモンストレイションでコメントの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションレクチャー] オペレーションレクチャーでコメントの表示・非表示を設定します。 

[プリテスト] プリテストでコメントの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションエクササイズ] オペレーションエクササイズでコメントの表示・非表示を設定します。 
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23.条件を指定してコメントの書式を一括変換する（コメント書式の置換） 

挿入したコメント/タイトルボックス/ヒントボックスの書式を一括で変換することができます。 

➢ Step1 

メニューバーの[編集]より[置換]  をクリックし、[コメント書式の置換]を選択します。 

➢ Step2 

「コメント書式の置換」ウィンドウで、変換対象となる[コメントの種類][表示位置変更][変換範囲]を設定

します。 

 

 

[コメントの種類] コメント（6種類）/タイトルボックス/ヒントボックスより書式の変更対象とする種類を 

選択します。      からコメントの形状を選択できます。 

[表示位置変更] チェックを入れるとマウスアクションの枠線に対して、吹き出しの先端をどこに表示する

かを選択します。    の起点にしたい箇所をクリックします。（■の位置が起点） 

 タイトルボックスとヒントボックスは指定することはできません。 

[変換範囲] [すべてのステップ] 

全ステップに対して、選択した対象オブジェクトの書式変換を行います。 

[ステップ指定範囲] 

範囲で指定したステップに対して、選択した対象オブジェクトの書式変換を行いま

す。 

[ステップ指定]  

カンマ区切りで指定したステップに対して、選択した対象オブジェクトの書式変換を 

行います。 

 1つのステップに同じ種類のコメントが複数ある場合には、すべてのコメントが 

変換対象となります。 
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➢ Step3 

右上の[コメントプロパティ]より、変換したい書式項目のチェックボックスにチェックを入れ、設定を指定します。 

項目一覧 

 

 変更する書式項目は、必ずチェックボックス 

をオンにして下さい。チェックボックスがオフの項目は 

変換対象とはなりません 

 ここで設定した書式は[ファイル]-[プロパティ]-[コメント] 

の設定には反映されません。 

 コンテンツ作成時の色設定や再生環境などの 

影響で、各表示色や時間差表示時間について編集と 

再生時で誤差が生じることがあります。 

 実際の画面では、左の項目全てが表示されていません。 

スクロールバーにて表示をさせ設定を行って下さい。 

➢ Step4 

「コメント書式の置換」ウィンドウの[OK]ボタンをクリックし、変換を実行します。 

 コメント内容文の一括変更は、「文章の置換」で行えます。 

 [参照]挿入済みコメント内容とステップの説明文を置換する 
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24.背景画像をマスキングする 

背景画像を加工せずにマスキング処理をすることができます。 

➢ Step1 

メニューバーの[編集]より[マスキング]  をクリックします。 

➢ Step2 

マスキングの各種設定を行うには、プロパティウィンドウの「マスキング プロパティ」を表示させます 

 プロパティウィンドウが閉じた場合は、再度メニューバーの[編集]より[マスキング]  をクリックして下さ

い。 

 

 

[左] マスキングする画像の左からの距離です。 

[右] マスキングする画像の右からの距離です。 

[トップ] マスキングする画面のトップからの距離です。 

[下] マスキングする画面の下からの距離です。 

[幅] 現在表示されているマスキングされている画像の幅です。 

[高さ] 現在表示されているマスキングされている画像の高さです。 
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25.タイトルボックスを挿入する 

各ステップには必要に応じて、ユーザにより内容や手順を理解させるために、複数のタイトルボックスを付加する

ことができます。 

タイトルボックスは、1つずつ挿入する方法と、条件を指定して一括で挿入する方法があります。 

 

 

 タイトルボックスを1つずつ挿入する 

メニューバーの[挿入]メニューより[タイトルボックス]  を選択します。 

 

 タイトルボックスを複数ステップに一括で挿入する 

メニューバーの[挿入]メニューより  （コメントの自動挿入）をクリックし、[コメントの種類]を 

[タイトルボックス] と指定することで実行できます。 

 [参照]条件を指定してコメントを一括挿入する（コメントの自動挿入） 

 

 挿入されたタイトルボックスの編集方法 

[編集]メニューを開き、  の書式編集メニューよりボックス内の編集を行います。 

編集方法はコメントと同じく、タイトルボックスをダブルクリックしボックス内を編集する事が出来ます。 

 [参照]挿入されたコメント内容と書式を1つずつ編集する 

また、タイトルボックスの各種設定を行うには、タイトルボックスをクリックし、プロパティウィンドウに 

詳細設定のための「タイトルボックスプロパティ」を表示させます。 

 

 タイトルボックスの表示・非表示の設定 

HTML5 / Hi-quality DHTML / Hi-quality Flash形式のシミュレーションコンテンツの表示・非表示をタイ

トルボックスのプロパティウィンドウから設定できます。 

表示・非表示の設定はコンテンツ毎（オートデモンストレイション/オペレーションレクチャー/プリテスト/オペレーシ

ョンエクササイズ）に設定できます。 

 

 

 

挿入メニュー 

タイトルボックス 

タイトルボックスのプロパティ 
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 タイトルボックスに関する設定 

タイトルボックスの各種設定を行うには、タイトルボックスをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための 

「タイトルボックス プロパティ」を表示させます 

 

タイトルボックスは一定の法則で作成されます。 

ステップ毎にタイトルボックスの挿入を行った場合は、 

初期値の設定では「“コメントを入力して下さい”」という内容が挿入

されます。 

ただし、定型文をあらかじめ変更しておくことで独自の内容を挿入

することができます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）： 

■ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 

タイトルボックスの自動挿入を行った場合は、「ステップの表示

内容」が挿入されます。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了： 

■ステップの表示（説明文）とコメント文の生成ルール 

 挿入されるタイトルボックスの座標（左/トップ）は、 

[ファイル]-[プロパティ]内のコメントでの設定が反映されます。 

 [参照]コメントの書式設定について 

 挿入されるタイトルボックスのサイズ（幅/高さ）には、 

[ファイル]-[プロパティ]内のコメントでの設定が反映されます。 

 [参照]コメントの書式設定について 

[塗りつぶし] 塗りつぶしの有/無の設定です。 

[塗りつぶし(なし)]  

[塗りつぶし(単色)]  

色 単色の色を設定します。 

透過性 設定した塗りつぶし色の透過率を設定します。 

[塗りつぶし(グラデーション)]  

方向 グラデーションの方向を上下左右斜めで設定します。 

グラデーション グラデーションの分岐点や色、明るさ、配置、透過性を設定します。 

[塗りつぶし(画像)]  [参照] 30.オブジェクトの背景画像を設定する 

イメージ 塗りつぶしに使用する画像ファイルを設定します。 

透過性 設定した画像の透過率を設定します。 

書式設定 設定した画像の書式を設定します。 

 

[影] 影を上下左右斜めに設定します。 

色 影の色を設定します。 

透過性 影の透過率を設定します。 

サイズ 影のサイズを設定します。 
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ぼかし 影にぼかし効果を設定します。 

角度 影の角度を設定します。 

距離 タイトルボックスからの影の距離を設定します。 

[輪郭] タイトルボックスの枠線の太さを設定します。 

線のスタイル タイトルボックスの枠線の種類を設定します。 

色 タイトルボックスの枠線の色を設定します。 

透過性 タイトルボックスの枠線の透過率を設定します。 

[時間差表示] ステップ画像の表示からタイトルボックスを表示させるまでの時間を設定しま

す。 

 再生環境やレッスンのデータ量などの影響でコンテンツ再生にタイム 

ラグが発生することがあり、設定した時間差表示と誤差じることが 

あります。 

[表示時間] ステップ画像および時間差表示からタイトルボックス表示させる時間を 

設定します。 

 表示時間の「-1」はデフォルト値。ステップの表示時間もしくはHi-表示

時間と同じ時間となります。（常に表示される状態）表示時間を変

更すると設定した数値に変わります。 

[自動調整] 入力した文章の長さに応じて、タイトルボックスサイズ（高さ）を自動調整

するかどうかの設定/変更ができます。 

[横位置] タイトルボックス内の文字の横位置を「左揃え」「中央揃え」「右揃え」 

「均等割り付け」から選択できます。 

[縦位置] タイトルボックス内の文字の縦位置を「上詰め」「中央揃え」「下詰め」から

選択できます。 

[左] タイトルボックスのX座標です。 

[トップ] タイトルボックスのY座標です。 

[幅] [左]からの距離（タイトルボックスの幅）です。 

[高さ] [トップ]からの距離（タイトルボックスの高さ）です。 

[オートデモンストレイション] オートデモンストレイションでの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションレクチャー] オペレーションレクチャーでの表示・非表示を設定します。 

[プリテスト] プリテストでの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションエクササイズ] オペレーションエクササイズでの表示・非表示を設定します。 
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26.ヒントボックスを挿入する 

必要に応じて、各ステップには複数のヒントボックスを付加することができます。 

ヒントボックスは、1つずつ挿入する方法と、条件を指定して一括で挿入する方法があります。 

 ヒントボックスは、学習者がヒントボックスアイコンの上にマウスを置くと開きます。 

 

 ヒントボックスを1つずつ挿入する 

メニューバーの[挿入]メニューより  （ヒントボックス）を選択します。 

 ヒントボックスを複数ステップに一括で挿入する 

メニューバーの[挿入]メニューより[コメントの自動挿入]  をクリックし、[コメントの種類]を[ヒントボック

ス]と指定することで実行できます。 

 [参照]条件を指定してコメントを一括挿入する（コメントの自動挿入） 

 挿入されたヒントボックスの編集方法 

挿入されたヒントボックスをダブルクリックすると、編集ウィンドウが開きます。 

[編集]メニューを開き、                 の書式編集メニューよりボックス内の編集を行います。 

編集方法はコメントと同じく、ヒントボックスをダブルクリックしボックス内を編集する事が出来ます。 

 [参照]挿入されたコメント内容と書式を1つずつ編集する 

また、ヒントボックスの各種設定を行うには、ヒントボックスをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための

「ヒントボックスプロパティ」を表示させます。 

 ヒントボックスの表示・非表示の設定 

HTML5 / Hi-quality DHTML / Hi-quality Flash形式のシミュレーションコンテンツの表示・非表示をヒン

トボックスのプロパティウィンドウから設定できます。 

表示・非表示の設定はコンテンツ毎（オートデモンストレイション/オペレーションレクチャー/プリテスト/オペレーシ

ョンエクササイズ）に設定できます。 

  

挿入メニュー 

ヒントボックス 

ヒントボックスのプロパティ 
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 ヒントボックスに関する設定 

ヒントボックスの各種設定を行うには、ヒントボックスをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための 

「ヒントボックス プロパティ」を表示させます。 

 

ヒントボックスは一定の法則で作成されます。 

ステップ毎にヒントボックスの挿入を行った場合は、初期値の 

設定では「“コメントを入力して下さい”」という内容が挿入 

されます。 

ただし、定型文をあらかじめ変更しておくことで独自の内容 

を挿入することができます。 

 [参照]操作上の設定をする（オプションの設定）： 

■ ステップの表示（説明文）となる定型文を修正する 

 ヒントボックスの自動挿入を行った場合は、「ステップの表示内

容」が挿入されます。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了： 

■ステップの表示（説明文）とコメント文の生成ルール 

 挿入されるヒントボックスの座標（左/トップ）は、 

[ファイル]-[プロパティ]内のコメントでの設定が反映されます。 

 [参照]コメントの書式設定について 

 挿入されるヒントボックスのサイズ（幅/高さ）には、 

[ファイル]-[プロパティ]内のコメントでの設定が反映されます。 

 [参照]コメントの書式設定について 

[タイプ] ヒントボックスの種類です。 

ヒントボックスをコメントに変更することもできます。 

[塗りつぶし] 塗りつぶしの有/無の設定です。 

[塗りつぶし(なし)]  

[塗りつぶし(単色)]  

色 単色の色を設定します。 

透過性 設定した塗りつぶし色の透過率を設定します。 

[塗りつぶし(グラデーション)]  

方向 グラデーションの方向を上下左右斜めで設定します。 

グラデーション グラデーションの分岐点や色、明るさ、配置、透過性を設定します。 

[塗りつぶし(画像)]  [参照] 30.オブジェクトの背景画像を設定する 

イメージ 塗りつぶしに使用する画像ファイルを設定します。 

透過性 設定した画像の透過率を設定します。 

[影] 影を上下左右斜めに設定します。 

色 影の色を設定します。 

透過性 影の透過率を設定します。 

サイズ 影のサイズを設定します。 

ぼかし 影にぼかし効果を設定します。 
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角度 影の角度を設定します。 

距離 ヒントボックスからの影の距離を設定します。 

[輪郭] ヒントボックスの枠線の太さを設定します。 

線のスタイル ヒントボックスの枠線の種類を設定します。 

色 ヒントボックスの枠線の色を設定します。 

透過性 ヒントボックスの枠線の透過率を設定します。 

[時間差表示] ステップ画像表示からヒントボックスを表示させるまでの時間を設定します。 

[表示時間] ステップ画像および時間差表示からヒントボックスを表示させる時間を設定

します。 

[自動調整] 入力した文章の長さに応じて、ヒントボックスサイズ（高さ）を自動調整す

るかどうかの設定/変更ができます。 

[横位置] ヒントボックスの内容表示時におけるヒントボックス内の文字の横位置を 

「左揃え」「中央揃え」「右揃え」「均等割り付け」から選択できます。 

[縦位置] ヒントボックスの内容表示時におけるヒントボックス内の文字の縦位置を 

「上詰め」「中央揃え」「下詰め」から選択できます。 

[左] ヒントボックスのX座標です。 

[トップ] ヒントボックスのY座標です。 

[幅] [左]からの距離（ヒントボックスの幅）です。 

[高さ] [トップ]からの距離（ヒントボックスの高さ）です。 

[オートデモンストレイション] オートデモンストレイションでヒントボックスの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションレクチャー] オペレーションレクチャーでヒントボックスの表示・非表示を設定します。 

[プリテスト] プリテストでヒントボックスの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションエクササイズ] オペレーションエクササイズでヒントボックスの表示・非表示を設定します。 
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27.挿入済みコメント内容とステップの説明文を置換する（文章の置換） 

挿入済みのコメント（6種類）/タイトルボックス/ヒントボックスおよびステップの説明文に対し、文字列を検索 

して別の文言に置換することが可能です。 

内容をまとめて変更する場合の編集作業を軽減できます。 

➢ Step1 

メニューバーの[編集]メニューより[置換]  の[文章の置換]を選択します。 

➢ Step2 

置換するための条件を設定します。 

 [文章の置換]画面 

 

置換する対象を、ステップ説明文/ 

コメント（6種類）/タイトルボックス/ 

ヒントボックスから選択します。 

 置換対象は複数選択可能です。 

[検索する文字列] 

置換するために検索する文字列を 

入力します。 

[置換後の文字列] 

置換後の文字列を入力します。 

➢ Step3 

「次の検索」、「置換」、「全て置換」より実行する操作を選んで下さい。 

検索された結果と置換結果が下欄に表示されます。 

 次の検索 

 

[次の検索]ボタンをクリックすると、検索

された1つのステップの結果が表示 

されます。 

[置換]ボタンは、[次の検索]ボタンで 

検索した1つのステップの置換を実行 

します。 

ステップウィンドウでは、検索した文字 

列が含まれるステップが選択されて 

画面が表示されるので、ステップ番号と

画像を順番に確認できます。 

 検索された現在のステップは、 

ステップウィンドウで確認して下さい。 
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 全て置換 

 

[全て置換]ボタンをクリックすると、全 

ステップを検索し、該当ステップ全てに 

対して置換を実行します。 

 「全て置換」で置換が実行された 

数の結果が表示されます。 

➢ Step4 

全てのステップを検索し、検索が終了すると、最初のステップから再検索を行うかを確認するメッセージが 

表示されます。最初から再検索する場合には「はい」を選択して下さい。 

 

 検索された現在のステップは、ステップウィンドウで確認して下さい。 

 置換はステップ単位に一律で実行されます。よって、「次の検索」で検索された1つのステップ内に置換対象

が複数あった場合に「置換」を行うと、対象数に関わらず全てを置換します。 

 「全て置換」を行った場合に下欄に表示される置換実行数は、ステップ数ではなく、実際に置換した 

ステップ説明文/コメント/タイトルボックス/ヒントボックスの数です。 
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28.挿入済みのコメントサイズを置換する 

指定種類の挿入済みのコメントに対し、コメント枠のサイズを検索し置換することが可能です。 

マウスでの編集作業を軽減できます。 

対象となるのは、コメント（6種類）/タイトルボックス/ヒントボックスです。 

➢ Step1 

メニューバーの[編集]メニューより[置換]  の[コメントサイズの置換]を選択します。 

➢ Step2 

置換するための条件を設定します。 

 [コメントサイズの置換]画面 

 

[コメントの種類] 

置換する対象を、コメント（6種類） 

/タイトルボックス/ヒントボックスから 

選択します。 

[縮尺] 

置換後のコメントのサイズを50%～

150%の間で選択します。 

➢ Step3 

「次の検索」、「置換」、「全て置換」より実行する操作を選んで下さい。 

検索した結果と置換結果が下欄に表示されます。 

 次の検索 

 

「置換」は「次の検索」で検索した 

1つのステップの置換を実行します。 

ステップウィンドウでは、検索した 

ステップが選択されて画面が表示 

されるので、ステップ番号と画像を 

順番に確認ができます。 

 検索された現在のステップは、 

ステップウィンドウで確認して下さい。 
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 全て置換 

 

「全て置換」は全てのステップを検索

し、該当ステップ全てに対して置換を実

行します。 

 「全て置換」で置換が実行された

数の結果が表示されます。 

➢ Step4 

全てのステップを検索し、検索が終了すると最初のステップから再検索を行うかを確認するメッセージが表示さ

れます。最初から再検索する場合には「はい」を選択して下さい。 

 

 検索された現在のステップは、ステップウィンドウで確認して下さい。 

 置換はステップ単位に一律で実行されます。よって、「次の検索」で検索された1つのステップ内に置換 

対象が複数あった場合に「置換」を行うと、対象数に関わらず全てを置換します。 

 「全て置換」を行った場合に下欄に表示される置換実行数は、ステップ数ではなく、実際に置換した 

コメント/タイトルボックス/ヒントボックスの数です。 
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29.条件を指定してコメント類を一括で削除する（コメントの自動削除） 

指定するコメントの種類やステップに対し、挿入済みのコメント・タイトルボックス・ヒントボックスを自動で 

削除することが可能です。 

対象となるのは、コメント（6種類）/タイトルボックス/ヒントボックスです。 

➢ Step１ 

メニューバーの[編集]メニューより[コメントの自動削除]  を選択します。 

➢ Step2 

削除するための条件を設定し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

[コメントの種類] 削除する対象を、コメント（6種類）/タイトルボックス/ヒントボックスから選

択します。 

[音声ファイルの種類] 削除する対象を、説明用音声/設問用音声から選択します。 

[削除範囲] [すべてのステップ] 

全ステップに対して、選択した対象オブジェクトの自動削除を行います。 

[ステップ指定範囲] 

範囲で指定したステップに対して、選択した対象オブジェクトの自動削除

を行います。 

[ステップ指定] 

カンマ区切りで指定したステップに対して、選択した対象オブジェクトの自

動削除を行います。 

 削除が完了すると[自動削除]画面が終了し、デザイン画面に遷移します。 
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30.スポットライト（エフェクト効果）を挿入する 

各ステップには必要に応じて、ユーザにより内容や手順を効果的に表現させるために、スポットライトを付加する

ことができます。 

 エフェクト効果はHTML5 / Hi-quality DHTMLのジェネレートにのみ付与することができます。 

 スポットライトを挿入する 

メニューバーの[挿入]メニューの[エフェクト]  より[スポットライト]  を選択します。 

 

 挿入されたスポットライトの編集方法 

挿入されたスポットライトをダブルクリックすると、編集ウィンドウが開きます。 

[編集]メニューを開き、                の書式編集メニューよりボックス内の編集を行います。 

 

編集方法はコメントと同じく、スポットライトをダブルクリックしボックス内を編集する事が出来ます。 

 [参照]挿入されたコメント内容と書式を1つずつ編集する 

また、スポットライトの各種設定を行うには、スポットライトをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のため 

の「スポットライトプロパティ」を表示させます。 

■スポットライトの表示・非表示の設定 

表示・非表示をスポットライトのプロパティウィンドウから設定できます。 

表示・非表示の設定はコンテンツ毎（オートデモンストレイション/オペレーションレクチャー/プリテスト/オペレーシ

ョンエクササイズ）に設定できます。プリテストおよびオペレーションエクササイズで「非表示」を設定した場合は、

誤答をすると表示されます。 

  

挿入メニュー 

スポットライト 
スポットライトのプロパティ 
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 フェードインとフェードアウトの設定 

スポットライトでは次第に画面が明るくなりながら表示される効果「フェードイン」と、次第に画面が暗くなり消えて

いく効果「フェードアウト」を設定できます。 

フェードイン効果はスポットライトプロパティウィンドウの「フェードイン継続時間」で設定することが可能です。 

またフェードアウト効果は「フェードアウト継続時間」にて設定することが可能です。 

「フェードイン継続時間」はスポットライトが完全に表示されるまでの時間を設定し、「フェードアウト継続時間」は

スポットライトが完全に消えるまでの時間を設定します。 

 ステップ内でスポットライトが表示される時間（時間）は 

「フェードイン継続時間」+「スポットライトが完全が表示されている時間」+「フェードアウト継続時間」 

になります。 

 フェードイン、フェードアウトの効果を無効にする場合は「フェードイン継続時間」および「フェードアウト継

続時間」の値を「0ms」に設定してください。 

 

 

 

 

  

「フェードアウト継続時間」は設定値 

「500ms」になります 

「フェードイン継続時間」は設定値 

「500ms」になります 
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 スポットライトに関する設定 

スポットライトの各種設定を行うには、スポットライトをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための 

「スポットライト プロパティ」を表示させます。 

 

 

[タイプ] スポットライトの種類 

[塗りつぶし] 塗りつぶしの有/無の設定です。 

[塗りつぶし(なし)]  

[塗りつぶし(単色)]  

色 単色の色を設定します。 

透過性 設定した塗りつぶし色の透過率を設定します。 

[塗りつぶし(グラデーション)]  

方向 グラデーションの方向を上下左右斜めで設定します。 

グラデーション グラデーションの分岐点や色、明るさ、配置、透過性を設定します。 

[塗りつぶし(画像)]  [参照] 30.オブジェクトの背景画像を設定する 

イメージ 塗りつぶしに使用する画像ファイルを設定します。 

透過性 設定した画像の透過率を設定します。 

書式設定 設定した画像の書式を設定します。 

[影] 影を上下左右斜めに設定します。デフォルトは影なしが設定されています。 

色 影の色を設定します。 

透過性 影の透過率を設定します。 

サイズ 影のサイズを設定します。 

ぼかし 影にぼかし効果を設定します。 

角度 影の角度を設定します。 

距離 スポットライトからの影の距離を設定します。 

[輪郭] スポットライトの枠線の太さを設定します。 

線のスタイル スポットライトの枠線の種類を設定します。 

色 スポットライトの枠線の色を設定します。 
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透過性 スポットライトの枠線の透過率を設定します。 

[フェードイン継続時間] スポットライトが完全に表示されるまでの時間を設定します。 

[フェードアウト継続時間] スポットライトが完全に消えるまでの時間を設定します。 

[時間差表示] ステップ画像の表示からスポットライトを表示させるまでの時間を 

設定します。 

 再生環境やレッスンのデータ量などの影響でコンテンツ再生に 

タイムラグが発生することがあり、設定した時間差表示と誤差が生じる 

ことがあります。 

[表示時間] ステップ画像および時間差表示からスポットライト表示させる時間を 

設定します。 

 表示時間の「-1」はデフォルト値。ステップの表示時間もしくはHi-表示

時間と同じ時間となります。（常に表示される状態）表示時間を変

更すると設定した数値に変わります。 

[自動調整] 入力した文章の長さに応じて、スポットライト（高さ）を自動調整 

するかどうかの設定/変更ができます。 

[横位置] スポットライト内の文字の横位置を「左揃え」「中央揃え」「右揃え」 

「均等割り付け」から選択できます。 

[縦位置] スポットライト内の文字の縦位置を「上詰め」「中央揃え」「下詰め」から 

選択できます。 

[左] スポットライトのX座標です。 

[トップ] スポットライトのY座標です。 

[幅] [左]からの距離（スポットライトの幅）です。 

[高さ] [トップ]からの距離（スポットライトの高さ）です。 

[オートデモンストレイション] オートデモンストレイションでスポットライトの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションレクチャー] オペレーションレクチャーでスポットライトの表示・非表示を設定します。 

[プリテスト] プリテストでスポットライトの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションエクササイズ] オペレーションエクササイズでスポットライトの表示・非表示を設定します。 
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31.ズーム&パン（エフェクト効果）を挿入する 

各ステップには必要に応じて、ユーザにより内容や手順を効果的に表現させるために、ズーム＆パンを付加する

ことができます。 

 エフェクトはHTML5 / Hi-quality DHTMLジェネレートにのみ付与することができます。 

 ズーム箇所はステップ画像を拡大するため、画像が荒く表示されます。 

 ズーム＆パンを挿入する 

メニューバーの[挿入]メニューの[エフェクト]  より[ズーム＆パン]  を選択します。 

 

 ズーム機能の設定 

デザイン画面にてズームする領域を、緑色の枠で指定します。デザイン画面ではズーム領域が[ステップ画像]の

画像比率で表示されます。 

ズームの「100%」は画像全体を表現し、「100%」以上で拡大になります。コンテンツではデザイン画面で設

定した左上を基準にズームが行われ、フレームの比率に応じてズーム領域が自動で調整されます。 

 

 

 

挿入メニュー 

ズーム＆パン 
ズーム＆パンのプロパティ 

デザイン画面では、左上を基準に設

定します。 

設定された領域はコンテンツの左上を

基準にズームします。 
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例）ジェネレート結果 フレーム 「Default005」を利用した場合 

 

 

例）ジェネレート結果 フレーム 「Default003」を利用した場合 

 

 

  

 

デザイン画面で設定した領域がズー

ムされます。 

フレームの比率に応じてズーム領域を

自動で計算します。 
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 パン機能の設定 

1つのステップに2つ以上の「ズーム＆パン」を挿入します。自動で挿入した順番にパンの設定がされます。 

ジェネレート結果では、「ズーム＆パン」を設定した順番にズームが行われ、ズーム間を滑らかに移動して表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

2 つ以上の「ズーム＆パン」挿入すると、タイムライン上に

パンの順番が設定されます。 

 

 

コンテンツは、設定した順番にズームされ、「パン＆ズーム」の

アクション間は滑らかに移動します。 
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 ズーム＆パンに関する設定 

ズーム＆パンの各種設定を行うには、ズーム＆パンをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための 

「ズーム＆パン プロパティ」を表示させます。 

 

 

[時間差表示] ステップ画像の表示からズーム＆パンを表示させるまでの時間を 

設定します。 

 再生環境やレッスンのデータ量などの影響でコンテンツ再生にタイムラグ 

が発生することがあり、設定した時間差表示と誤差が生じることが 

あります。 

[表示時間] ズーム＆パンの表示時間を設定します。 

[ズーム倍率] ズームの拡大率です。100%～500%の間で指定します。 

[左] ズーム＆パンのX座標です。 

[トップ] ズーム＆パンのY座標です。 

[オートデモンストレイション] オートデモンストレイションでズーム＆パンの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションレクチャー] オペレーションレクチャーでズーム＆パンの表示・非表示を設定します。 

[プリテスト] プリテストでズーム＆パンの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションエクササイズ] オペレーションエクササイズでズーム＆パンの表示・非表示を設定します。 
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32.モザイクを挿入する 

各ステップには必要に応じて、ユーザにより背景画像の表示させたくない内容をピクセル化する、モザイクを付加

することができます。 

 

 モザイクを挿入する 

メニューバーの[挿入]-[エフェクト]-[モザイク]メニューより  （モザイク）を選択します。 

 モザイクに関する設定 

モザイクの各種設定を行うには、モザイクをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための 

「モザイク プロパティ」を表示させます。 

 

 

[モザイクのサイズ] モザイクの大きさ（ピクセル化の度合い）です。 

[左] モザイクのX座標です。 

[トップ] モザイクのY座標です。 

[幅] [左]からの距離（モザイクの幅）です。 

[高さ] [トップ]からの距離（モザイクの高さ）です。 

 

 

 

 

  

挿入メニュー 

モザイク 

モザイクのプロパティ 
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33.動画オブジェクトを挿入する 

各ステップには必要に応じて、ステップ内で再生する、動画オブジェクトを付加することができます。 

 HTML5 / Hi-quality DHTMLジェネレートのみ対応しています。 

 挿入できる動画ファイルはMP4形式のみとなります。 

 

 

 動画オブジェクトを挿入する 

➢ Step１ 

メニューバーの[挿入]メニューより  （動画）を選択します。 

➢ Step2 

「動画の挿入」ウィンドウが開きます。 

 

 

 

 

 

挿入メニュー 

動画オブジェクト 

動画オブジェクトのプロパティ 
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 動画オブジェクトに関する設定 

動画オブジェクトの各種設定を行うには、動画オブジェクトをクリックし、プロパティウィンドウに詳細設定のための

「動画 - プロパティ」を表示させます。 

 

 

[動画] 設定された動画ファイルです。 

[時間差表示] ステップ画像の表示から動画オブジェクトを表示させるまでの時間を 

設定します。 

 再生環境やレッスンのデータ量などの影響でコンテンツ再生にタイムラグ 

が発生することがあり、設定した時間差表示と誤差が生じることが 

あります。 

[表示時間] 動画オブジェクトの表示時間を設定します。 

[原型のサイズ] [左]からの距離（動画オブジェクトの幅）です。 

[左] 動画オブジェクトのX座標です。 

[トップ] 動画オブジェクトのY座標です。 

[幅] [左]からの距離（動画オブジェクトの幅）です。 

[高さ] [トップ]からの距離（動画オブジェクトの高さ）です。 

[オートデモンストレーション] オートデモンストレイションで動画オブジェクトの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションレクチャー] オペレーションレクチャーで動画オブジェクトの表示・非表示を設定します。 

[プリテスト] プリテストで動画オブジェクトの表示・非表示を設定します。 

[オペレーションエクササイズ] オペレーションエクササイズで動画オブジェクトの表示・非表示を設定します。 
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34.オブジェクトの前後表示を設定する 

各ステップでは、オブジェクト（コメント・タイトルボックス・ヒントボックス・エフェクト・アクション）の前後表示を設

定できます。 

 前面に移動する 

前面へ移動する対象のオブジェクトを選択し、メニューバーの[編集]より[前面へ移動]  をクリックします。 

クリックすると、指定したオブジェクトが前面に移動します。 

  

 [前面へ移動]  を一回クリックすると、システムの順番がひとつ前面へ移動します。 

 [最前面へ移動] をクリックすると、表示すべてのオブジェクトの最前面へ移動し

ます。 

 [前面へ移動]および[最前面へ移動]は、移動するオブジェクトを右クリックして選択することも可能で

す。  

 背面に移動する 

前面へ移動する対象のオブジェクトを選択し、メニューバーの[編集]より[背面へ移動]  をクリックします。

クリックすると、指定したオブジェクトが背面に移動します。 

 

  

 [背面へ移動]  を一回クリックすると、システムの順番がひとつ背面へ移動します。 

 [最背面へ移動] をクリックすると、表示すべてのオブジェクトの最背面へ移動し

ます。 

 [背面へ移動]および[最背面へ移動]は、移動するオブジェクトを右クリックして選択可能です。 

  



Part4. Dojoの操作方法（基本） 

128 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

35.オブジェクトの背景画像を設定する 

コメント・タイトルボックス・ヒントボックス・スポットライトでは、オブジェクトの背景にイメージファイルを設定すること

ができます。 

 イメージファイルを指定する 

➢ Step１ 

オブジェクトをクリックし、プロパティウィンドウを表示させます。（例：コメント） 

 

➢ Step２ 

[塗りつぶし]項目の[塗りつぶし（画像）]を選択します。 

 

➢ Step３ 

[塗りつぶし]のサブ項目[イメージ]をクリックして、イメージファイルを選択します。 

イメージファイルを指定すると、コメントの画像としてイメージファイルが設定されます。 

 

 [イメージ]は、jpg、bmp、png、gif形式のファイルを指定することができます。 
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 画像ファイルの書式設定 

指定したイメージは、[書式設定]を編集することで、「引き伸ばした画像として設定」または「テクスチャとして設

定」することができます。 

イメージを指定した直後は「引き伸ばし画像」として設定されています。 

 

引き伸ばし画像として設定する場合 

選択した画像をコメント全体に引き伸ばします。図形の上下左右

に対する図の倍率を決定します。数値が正の場合は端が中心に

向かって移動し、負の場合は端が外側に向かって移動します。 

[オフセット（左）] 

左枠からのオフセット値をパーセントで指定します。 

[オフセット（右）] 

右枠からのオフセット値をパーセントで指定します。 

[オフセット（上）] 

上枠からのオフセット値をパーセントで指定します。 

[オフセット（下）] 

下枠からのオフセット値をパーセントで指定します。 

 

テクスチャとして設定する場合 

同じ図の複数コピーを図形のテクスチャとして使用するには、「図を

テクスチャとして並べる」にチェックを入れます。 

[横方向に移動] 

画像を並べた塗りつぶし全体を左（負の数）または右（正の

数）に移動するかを設定します。 

[縦方向に移動] 

画像を並べた塗りつぶし全体を上（負の数）または下（正の

数）に移動するかを設定します。 

[幅の調整] 

元のイメージの横方向の倍率を指定します。 

[高さの調整] 

元のイメージの縦方向の倍率を指定します。 

[配置] 

図を並べ始める位置を指定します。 

[反転の種類] 

図を横方向または縦方向に交互に並べる場合、 

1つおきに左右、上下、または上下左右に反転したイメージを表

示するかを指定します。 
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36.音声を登録する 

音声ガイダンスを各ステップ単位にセットすることができます。 

登録できる音声は「説明用音声」と「設問用音声」の2種類があります。 

 「説明用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash/AVI形式 

の自動再生コンテンツ（オートデモンストレイション） 

＞HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash 形式 

のシミュレーションコンテンツ（オペレーションレクチャー） 

＞HTML形式の[1ページで作成]をオフにした場合 

＞PowerPoint形式でのスライドショー再生時 

 「設問用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash 形式 

のシミュレーションコンテンツ（プリテスト/オペレーションエクササイズ） 

➢ Step1 

音声を挿入するステップをクリックし、プロパティウィンドウに「ステッププロパティ」を表示します。 

ステッププロパティの[説明用音声]・[設問用音声]をクリックすると、右側に音声録音のための「レコーダー」 

ダイアログを呼び出す ボタンが表示されます。 

このボタンは表示されている項目をクリックもしくは、  ボタンをクリック後、  ボタンをクリックします。 
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➢ Step2 

「レコーダー」ダイアログが表示されます。 

必要な入出力の設定などを行い、音声を録音します。録音した音声はその場で確認することができます。 

音声データファイルが別にある場合は、録音を行わずに指定してセットすることもできます。 

 

 

① 録音/ポーズボタン [録音]録音を開始します 

[ポーズ]再生を一時停止します 

② 再生/ポーズボタン [再生]音声を再生します 

[ポーズ]再生を一時停止します 

③ 停止ボタン 録音や再生を停止します 

④ 参照 既存の音声ファイルをセットします 

⑤ 設定 音声の各種設定です 

- 装置 入力装置を選択します 

- フォーマット 「WAV」または「MP3」より選択します 

- サンプルレート サンプルレートの大きさを選択します 

- チャンネル ステレオ/モノラルを選択します 

- サウンドの深さ 8bit/16bitを選択します 

- ビットレート（kbps） 「MP3」設定時、ビットレートを選択します 

⑥ シグナル [再生時]再生時間に合わせて変動します 

[録音時]録音されている音量に合わせて変動します 

音声を録音または音声ファイルをセットしたら、[OK]ボタンをクリックすると音声のセットが完了します。 

 データ量などの観点からフォーマットではMP3を選択することをお勧めいたします。 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ ② ① 
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出力フォーマットを[MP3]に設定した時に右側にあるリストボックスにビットレートが表示されていない場合は、 

ファイル圧縮ユーティリティがパソコンにセットアップされていないか、サウンドボードがMP3に対応していない 

ケースが考えられます。 

Windows Media Playerの最新バージョンをインストールしCODECがセットアップされていることを確認して 

下さい。 

 出力フォーマットを[MP3]に設定した時に右側にあるリストボックスにビットレートが表示されていない場合

は、[MP3]の選択はできません。 

 再生時の音量が小さすぎないように、録音時はシグナルを参考にしながら最低でもシグナルの振れが半

分以上となるように録音することをお勧めします。 

 

 

 

 編集作業中は、こまめに保存（上書き保存/名前を付けて保存）作業を行って下さい。 

 以下Dojoで対応している音声ファイルのサンプルレートの音声ファイルをご利用下さい。 

11,025Hz / 22,050Hz / 44,100Hz / 4,8000Hz 
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37.自動音声合成 

任意に作成したテキスト（文章）を音声に変換することができます。 

 日本語音声合成/多言語音声合成をご利用になる場合は、別途オプションのご購入が必要となります。 

 日本語音声合成/多言語音声合成を利用する場合は、レッスンフォルダをDojoがインストールされた 

ドライブに保存してください。 

 メイン画面 

 

① タイトルバー 

ウィンドウのタイトル、「日本語音声編集」もしくは「多言語音声編集」が表示されています。 

② メニューバー 

音声編集操作のメニューが置かれています。 

各メニュータブをクリックすると、メニューに対応した機能がアイコンと共に表示されます。 

機能一覧 

メニュー 機能 ショートカット アイコン 

[音声テキスト] [取り込み] - 
 

[新規テキスト] Ctrl+N 
 

[テキストを開く] Ctrl+O 
 

[テキストを保存] Ctrl+S 
 

[名前を付けてテキストを保存] - 
 

[終了] - 
 

  

         
←①タイトルバー 

←②メニューバー 

③ 音声編集エリア 

④音声効果設定 

↓ 

⑤利用中の音声ライブラリ 

      ↓ 
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メニュー 機能 ショートカット アイコン 

[編集] [元に戻す] Ctrl+Z 
 

[やり直し] Ctrl+Y 
 

[切り取り] Ctrl+X 
 

[コピー] Ctrl+C 
 

[貼り付け] Ctrl+V 
 

[すべてを選択] Ctrl+A 
 

[フォントサイズ] -  

[音声] [読み上げ] Ctrl+L 
 

[選択範囲の読み上げ]  
 

[停止]  
 

[音声ファイル保存] Ctrl+R 
 

[設定] [音声効果設定] Ctrl+U 
 

[ユーザ辞書単語編集] Ctrl+E 
 

[言語切替] [日本語音声編集] - 
 

[多言語音声編集] - 
 

③音声合成画面 

音声で再生したい内容を、テキストで入力します。 

④ 音声効果設定 

[設定] -[音声効果設定]で設定した値が表示されます。 

⑤ 利用中の音声ライブラリ 

[言語切り替え」時に指定した音声ライブラリが表示されます。 
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 音声合成をDojoメニューバーより開始する（音声ファイルを作成する） 

➢ Step１ 

Dojoメニューバーより [音声編集] を選択して操作を開始します。 

 

➢ Step2 

「音声編集」ウィンドウが開きます。 

 

 音声合成画面の内容は空白です。 

 新規に音声合成を行いたい場合等に

使用します。 

 

➢ Step3 

音声で再生したい内容を入力します。 

 

➢ Step4 

音声合成メニューバーの[音声]メニューより[音声ファイル保存]  を選択し、任意の場所に保存します。 

 

現バージョンの保存形式WAVです。 
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 デザインウィンドウ上のコメント/タイトルボックス/ヒントボックスの音声合成を行う 

デザインウィンドウに挿入されたコメント/タイトルボックス/ヒントボックスの文章を、音声に変換します。 

登録できる音声は「説明用音声」と「設問用音声」の2種類があります。 

 「説明用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash/AV I形式 

の自動再生コンテンツ（オートデモンストレイション） 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash 形式 

のシミュレーションコンテンツ（オペレーションレクチャー） 

＞ HTML形式の[1ページで作成]をオフにした場合 

＞ PowerPoint形式でのスライドショー再生時 

 「設問用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash 形式 

のシミュレーションコンテンツ（プリテスト/オペレーションエクササイズ） 

➢ Step１ 

デザインウィンドウ上の音声合成を行いたいコメント上で右クリックし、コンテキストメニューより 

[説明用音声に変換]または[設問用音声に変換]を選択します。 

 

➢ Step2 

「音声編集」ウィンドウが開きます。 

 

 「音声編集」ウィンドウには、コメント 

の内容が反映されています。 
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➢ Step3 

「音声編集」ウィンドウメニューバーの[音声]メニューより[音声ファイル保存]  を選択すると 

[設問用音声出力]ダイアログが開きます。 

 

 Step1で[説明用音声に変換]を選

択した場合は、[説明用音声出力]ダ

イアログが開きます。 

➢ Step4 

出力の設定を行って[OK] ボタンをクリックします。 

 

➢ Step5 

ステッププロパティの[設問用音声]に保存した音声がセットされます。 

 

 Step1で[説明用音声に変換]を選択 

した場合は、[説明用音声]に保存した

音声がセットされます。 

 挿入した音声を削除する場合は、 

「説明用音声」 ボタンをクリックします。 

音声ファイル削除に関するダイアログが表

示されますので、「はい」ボタンをクリックし

てください。 

 音声データはVersion001フォルダ配下に保存されます。 

 [参照]ファイル構造 
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 ステッププロパティより各ステップ毎に音声合成を行う 

ステッププロパティより各ステップごとに音声変換します。 

登録できる音声は「説明用音声」と「設問用音声」の2種類があります。 

 「説明用音声」では、ステップウィンドウの説明文の文章を音声に変換します。 

 「説明用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash/ AVI 形式 

の自動再生コンテンツ（オートデモンストレイション） 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash 形式 

のシミュレーションコンテンツ（オペレーションレクチャー） 

＞ HTML形式の[1ページで作成]をオフにした場合 

＞ PowerPoint形式でのスライドショー再生時 

 「設問用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash 形式 

のシミュレーションコンテンツ（プリテスト/オペレーションエクササイズ） 

➢ Step1 

音声合成を行いたいステップを選択して、プロパティウィンドウに「ステッププロパティ」を表示し、[説明用音声] 

または[設問用音声]をクリックすると、右側に自動音声合成機能を呼び出す ボタンが表示されます。 

このボタンは表示されている項目をクリックもしくは、  ボタンをクリック後、 ボタンをクリックします。 

 

➢ Step2 

「音声編集」ウィンドウが開きます。 

 

 Step1で「説明用音声」を選択した 

場合、「音声編集」ウィンドウには、 

ステップ説明文の内容が反映されていま

す。 

 Step1で「設問用音声」を選択した 

場合、「音声編集」ウィンドウの内容は空

白となります。音声変換したい任意の文

章を入力して下さい。 
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➢ Step3 

「音声編集」ウィンドウメニューバーの[音声]メニューより[音声ファイル保存]  を選択すると 

[設問用音声出力]ダイアログが開きます。 

 

 Step1で[説明用音声に変換]を選択し

た場合は、[説明用音声出力]ダイアログ

が開きます。 

➢ Step4 

[OK] ボタンをクリックします。 

 

 

➢ Step5 

ステッププロパティの[設問用音声]に保存した音声がセットされます。 

 

 Step1で[説明用音声に変換]を選択した場合

は、[説明用音声]に保存した音声がセットされま

す。 

 挿入した音声を削除する場合は[設問用音声]

に表示される ボタンをクリックします。 

 

音声ファイル削除に関するダイアログが表示されます

ので、[はい]ボタンをクリックしてください。 

 音声データはVersion001フォルダ配下に保存されます。 

 [参照]ファイル構造 
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 全ステップのステップ説明文の文章を一括で音声合成を行う 

全ステップのステップ説明文を一括で音声変換します。登録できる音声は「説明用音声」のみです。 

 「設問用音声」へは一括変換できません。 

 「説明用音声」は以下のコンテンツで再生されます。 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash/AVI形式 

の自動再生コンテンツ（オートデモンストレイション） 

＞ HTML5 / Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式 

のシミュレーションコンテンツ（オペレーションレクチャー） 

＞ HTML形式の[1ページで作成]をオフにした場合 

＞ PowerPoint形式でのスライドショー再生時 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより[音声の自動挿入]  を選択します。 

➢ Step2 

「音声の自動挿入」ウィンドウで、音声挿入のための条件を設定し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

画面下部にて、話速やピッチなどの

設定ができます。 

 [参照]自動音声合成： 

■音声効果設定 

[音声データ選択] 日本語合成合成の現行バージョンは、「ボイスタイプ-1」のみです。 

多言語音声合成はDojo内に組み込んだ音声ライブラリが表示されます。 

[出力] [フォーマット] 

現行バージョンは「WAV」形式のみです。 

[挿入範囲] [すべてのステップ] 

全ステップに対して、音声合成を行います。 

[ステップ指定範囲] 

範囲で指定したステップに対して音声合成を行います。 

[ステップ指定] 

カンマ区切りで指定したステップに対して音声合成を行います。 
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➢ Step3 

ステッププロパティの[説明用音声]に保存した音声がセットされます。 

 

 音声データはVersion001フォルダ配下に保 

存されます。 

 [参照]ファイル構造 

 挿入した音声を削除する場合は、 

「説明用音声」 ボタンをクリックします。 

音声ファイル削除に関するダイアログが表示 

されますので、「はい」ボタンをクリックしてください。 

 音声効果設定 

自動音声合成メニューバーの[設定]メニューより[音声効果設定]  をクリックして「音声効果設定」 

ダイアログを開きます。 

 

 [OK]ボタンで編集を終了します。 

 Dojoインストール時の設定に戻す

には[デフォルト]ボタンをクリックしま

す。 

① 話速 音声の高さを変えずに話すスピードだけを変更します 

② ゲイン エコーの強弱を設定します 

③ ディレイ 残響を設定します 

④ ピッチ 音声の高さを変更します 

⑤ 無音声 文章の最後に無音声の部分を付与します。 

 
 

①  

 

 

 

②  

③  

④  

⑤  
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 ユーザー辞書単語編集 

➢ Step1 

自動音声合成メニューバーの[設定]メニューより[ユーザー辞書単語編集]をクリックして 

「ユーザー辞書単語編集」ウィンドウを開きます。 

 

[表記] 

単語の表記 

[読み] 

表記を音声にしたときの読み 

[品詞属性] 

選択中の品詞の属性品詞の属性を設定

することで、単語の読み方、アクセントの解

析がスムーズになります。 

➢ Step2 

単語情報リストから、編集したい単語を選択しクリックし、単語の編集やアクセントの変更などを行います。 

 

[単語を読む] フレーズ調整した内容を音声として読み上げます。 

[フレーズ編集] 設定した[読み]に対するデフォルトのフレーズを左側に表示します。 

[単語の削除] 選択した単語を削除します。 

[単語の修正] 選択した単語の修正をします。 

[単語の登録] 設定した単語を登録します。 

 [読み]には全角カタカナを使用して入力します。 

 [単語の追加]ボタンで単語の新規作成、[単語の削除]ボタンで設定中の単語の削除が行えます。 
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 アクセント調整 

作成したテキストを読み上げる際のアクセントの高低をユーザーが任意に編集することができます。 

➢ Step1 

作成した単語には自動的に一文字ずつアクセントが付与されます。 

 

➢ Step2-1 

高低の変更： 変更したい文字のアクセントをマウスでドラッグしながら任意の位置まで調整します。 

 

➢ Step2-2 

音を繋ぐ、もしくは離したい場合： アクセントの上で右クリックをして変更をします。 

 

 選択した文字が小文字の何れかであれば、離すことはできません。 

 離れている音を繋げる場合、直前の単語のアクセントに合わせて後ろのアクセントが自動的に調整 

されます。 

➢ Step3 

調整後、[再生]ボタンをクリックして、変更後のフレーズを確認します。 

 デフォルトの設定に戻したい場合は、[フレーズ編集]ボタンをクリックします。 

  



Part4. Dojoの操作方法（基本） 

144 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

38.自動音声合成 ユーザー辞書移行ツール 

旧バージョン（DojoVersion3.20以前）に登録した辞書ファイル（udict.tx）を取り込むことができます。 

➢ Step1 

メニューにある[システム]-[ユーザー辞書移行ツール]  をクリックします。 

➢ Step2 

旧ユーザー辞書の[参照]ボタンから旧バージョンのDojoで登録した辞書ファイル（udict.tx）を選択、 

新ユーザー辞書保存先にはDojoインストール先の辞書ファイルが保存されているフォルダを指定します。 

（Dojoデフォルトインストール先の辞書ファイル保存場所が設定されています） 

 

➢ Step3 

[移行開始]ボタンをクリックし、辞書ファイルを取り込みます。 

 

 既に辞書を登録している単語は消えず、旧辞書の単語が追加されます。 

  



Part5. Dojo の操作方法（応用） 

145 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

Part5. Dojoの操作方法（応用） 

1.動画を挿入する 

動画ファイルをレッスン及びステップ毎に挿入することができます。 

 レッスンの動画ファイルは、Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式でのみ再生できます。 

 ステップの動画は、HTML5 / Hi-quality DHTML / Hi-quality Flash 形式でのみ再生 

できます。 

 レッスンに動画を挿入する 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[プロパティ]  を選択し、[動画]アイコンをクリックします。 

 

➢ Step2 

「プロパティ」ウィンドウの[参照]ボタンをクリックして、「動画の挿入」ダイアログより動画ファイルを開きます。 

 

挿入できるファイルの種類は 

FLV、AVI、MPG、WMV 

の4種類です。 

 コンテンツによって再生できる動画 

ファイル形式が異なります。 

【Hi-quality DHTML形式】 

・AVI、MPG、WMVの再生が可能 

【Hi-quality Flash形式】 

・FLVの再生が可能 
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➢ Step3 

再生できる動画形式に関するダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。 

 

➢ Step4 

動画ファイルがセットされるとファイル名が表示されます。ファイル名が表示されていることを確認後、 

[OK]ボタンをクリックして「プロパティ」ウィンドウを閉じて下さい。 

 

 挿入した動画を削除する場合は、表示されたファイル名をドラッグで選択して削除し、「プロパティ」 

ウィンドウを[OK]ボタンで閉じて下さい。 

 動画が挿入されている状態で、再度動画を挿入すると、後から挿入した動画に差し替わります。 

 HTML5ジェネレートでは動画は再生されません。 

 レッスンに挿入した動画は、動画領域のあるフレームを利用した場合のみ再生可能です。 

 Hi-quality DHTML及びHi-quality Flashジェネレート時、 

動画領域のないフレームを選択した場合は、レッスンに挿入した動画は再生されません。 

 挿入できる動画ファイルサイズに制限は設けておりません。 

ただし、動画ファイルの挿入及び再生時の動作は環境に依存しますので、動画ファイルのサイズや端末 

環境、ネットワーク環境などによって、読み込みに時間がかかる場合などがあります。 

 動画が再生されない場合、その動画を再生するために必要なCODECがインストールされていないケース 

が考えられます。適切なCODECがセットアップされていることを確認して下さい。 
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 ステップに動画を挿入する 

➢ Step1 

ステップウィンドウで、動画を挿入するステップをクリックして選択し、「ステッププロパティ」を表示します。 

「ステッププロパティ」内の[動画]に表示される ボタンをクリックします。 

 

➢ Step2 

動画ファイル挿入を確認するダイアログが表示されますので、[はい]ボタンをクリックして進んで下さい。 

 

➢ Step3 

「動画の挿入」ダイアログより動画ファイルを開きます。 

 

 挿入できるファイルの種類は、 

FLV、AVI、MPG、WMV、MP4、 

WebM、OGGの7種類です。 

 コンテンツによって、再生できる動画 

ファイルの形式が異なります。 

 再生可能な動画は利用ブラウザにより、 

異なります。 

【HTML5形式】 

・MP4、WebM、OGGの再生が可能 

【Hi-quality DHTML形式】 

・AVI、MPG、WMVの再生が可能 

【Hi-quality Flash形式】 

・FLVの再生が可能 

➢ Step4 

再生できる動画形式に関するダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。 
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➢ Step5 

動画ファイルがセットされるとファイル名が表示されます。 

 

 挿入した動画を削除する場合は[動画]

に表示される ボタンをクリックします。 

動画ファイル削除に関するダイアログが 

表示されますので、[はい]ボタンをクリック

して下さい。 

 動画が挿入されている状態で再度動画 

を挿入すると、後から挿入した動画に差

替わります 

 ステップに挿入した動画は、キャプチャー画像領域で再生されます。 

その場合、対象ステップのキャプチャー画像、コメント類、アクションボックスは表示されません。 

また、アクションに設定された操作内容や音声も無効になります。 

 「オペレーションエクササイズ」では、動画が挿入されたステップは採点対象外となります。 

（動画挿入時に、「ステッププロパティ」の[採点]が自動で[しない]に変更されます。） 

 挿入できる動画ファイルサイズに制限は設けておりません。 

ただし、動画ファイルの挿入及び再生時の動作は環境に依存しますので、動画ファイルのサイズや 

端末環境、ネットワーク環境などによって、読み込みに時間がかかる場合などがあります。 

 動画が再生されない場合、その動画を再生するために必要なCODECがインストールされていないケース 

が考えられます。適切なCODECがセットアップされていることを確認して下さい。 

 ブランチエンドに挿入された動画は再生されません。 

 ステップに動画を挿入する 

HTML5ジェネレートではMP4形式、WebM形式、OGG形式の動画をサポートします。 

HTML5ジェネレートでは、ブラウザ毎に再生できる動画形式が異なりますので、再生環境に合わせて動画を

挿入してください。 

 

Internet 

Explorer 

(10 / 11) 

FireFox 

（35.0.1） 
Chrome 

Safari 

（OSX / iOS） 

MP4 ○ ○ ○ ○ 

WebM × ○ ○ × 

OGG × ○ ○ × 

※ブラウザバージョンは6.10のリリース時のバージョン  
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2.表示時間を設定する（ウェイトアクションの設定） 

 ウェイトアクション（画面遷移時間制御）とは 

キャプチャーされた全てのデザイン画面の左上部に時計マークのアクションオブジェクトがあります。 

これはウェイトアクションのオブジェクトであり、この、ウェイトアクションオブジェクトをクリックしてアクションの 

プロパティを表示すると、「オートデモンストレイションの再生時における次のステップへの画面遷移時間の 

設定」をすることが出来ます。 

「オートデモンストレイション」コンテンツの各ステップ調整時間の設定には、ステップ毎に異なる調整時間を 

設定する方法とレッスン全体を通して調整時間同じに設定する方法があります。 

 音声ファイルが編集対象のステップにて既に設定されている場合は、音声ファイルの長さが自動的に 

[録音時間]として設定されます。 

 動画ファイルが編集対象のステップにて既に設定されている場合は、動画ファイルの長さが自動的に 

[動画時間]として設定されます。 

 ステップ毎に異なる調整時間を設定する 

➢ Step1 

デザイン画面左上のウェイトアクションをクリックすると、プロパティウィンドウに「ウェイトアクションプロパティ」が 

表示されます。 

 

 

 

ウェイトアクション 

ウェイトアクションの 

プロパティ 
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➢ Step2 

ウェイトアクションプロパティの[表示時間] [Hi表示時間]が、オートデモンストレイション再生時における 

1ステップあたりの表示時間となります。 

単位はミリ秒（1000ミリ秒 = 1秒）で設定します。 

 

[録音時間] 音声をセットした場合、音声ファイルの長さを自動計測した値がセットされます。 

[動画時間] 動画をステップにセットした場合、動画ファイルの長さを自動計測した値がセット 

されます。 

[時間差表示] コメントの時間差表示を設定した場合、設定された最大値がセットされます。 

[調整時間] 録音時間または動画時間の後に追加される時間です。 

この時間は主にインターネット上に作成したコンテンツをアップする場合、 

音声および動画ダウンロードと画面ダウンロードのギャップを埋めるための調節を 

行う時間です。 

[表示時間] HTML5/DHTML/Flash形式のオートデモンストレイションで表示される1ステップあ

たりの時間を自動計測した値がセットされます。 

[表示時間]＝（[録音時間]もしくは[時間差表示]の長い方）＋[調整時間] 

[Hi表示時間] HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のオートデモンストレイショ

ンで 

表示される 

1ステップあたりの時間を自動計測した値がセットされます。 

【動画/録音ありステップ】 

[Hi表示時間]＝ [動画/録音時間]＋[調整時間] 

【動画/録音なしステップ】 

[Hi表示時間]＝タイムライン中の各要素の時間構成より自動算出 

[移動] ステップにアクションボックスがない場合の遷移先です。 
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➢ Step3-1 

尚、通信環境などを考慮した音声および動画ファイル再生までの調整時間（付加時間）をステップ毎に 

ミリ秒単位にて設定できます。 

調整時間の設定には、[レッスン設定の既定値を使う] （レッスン全体を通して調整時間を同じに設定 

する）と[その他の値を使う]（ステップ毎に異なる調整時間を設定する）があり、各ステップ毎に個別に設

定する場合は、[その他の値を使う]を選択して、数値を設定します。 

 

 新規で作成したレッスンの全てのステップの調整時間は、デフォルトで[既定値を使う]となっています。 

 アクションの存在しないステップは、ウェイトアクションで設定された時間で次のステップに進みます。 

➢ Step3-2 

全ステップに対して共通の時間をセットする場合は、各ステップのウェイトアクションの調整時間は 

[レッスン設定の既定値を使う]を選択します。 

 

音声入力がない場合や、[録音時間] [動画時間]後の余裕時間を全ステップ一律でセットする場合など 

に利用します。 
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 全ステップに対して共通の調整時間を設定する 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[プロパティ]  を選択し、「枠線の色/時間調整」タブを開きます。 

 

➢ Step2 

[再生時の時間調節]に任意の時間（ミリ秒単位）を設定し、[OK]ボタンをクリックします。 

➢ Step3 

[再生時の時間調節]を修正した後、その変更を全ステップに適用するかの確認メッセージが表示されます。 

レッスン内に個別に調整時間を設定しているステップと、していないステップが混在する場合、個別に設定 

している調整時間を残したい時は[いいえ]ボタンをクリックして下さい。 

 

 [はい]をクリックすると、個別の調整時間設定に関わらず、レッスン内の全ステップに対して 

[再生時の時間調節]の設定を適用します。 
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3.タイムラインを設定する（各表示時間の設定） 

コメントやアクション、音声や動画などの表示時間や表示するタイミングを調整できます。 

またムービーキャプチャーで取得した連続キャプチャー画像の削除や追加などを編集することもできます。 

 タイムラインを表示する 

タイムラインを表示するステップを選択します。 

 

 タイムラインウィンドウの一覧 

タイムラインの各項目を説明します 

項目 説明 

 
表示時間の目盛 

単位は500ミリ秒=0.5秒 

 

キャプチャー画像 

・（2100）=はTotal表示時間 

・（130）と（70）は、各キャプチャー画像の表示時間 

 ＊ムービーキャプチャーで取得したキャプチャー画像の削除、 

コピー＆貼り付けの編集ができます。 

 

調整時間 

録音時間や動画時間が終了後に追加される時間 

 表示時間を設定する（ウェイトアクションの設定） 

 動画の表示時間 

 説明用音声の表示時間 

 設問用音声の表示時間 
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項目 説明 

 

マウス軌跡の表示時間 

・（300）はTotal表示時間 

・（100）は、各マウスアイコンの表示時間 

 マウスアクションの表示時間 

 テキストアクションの表示時間 

 ボタンアクションの表示時間 

 キーアクションの表示時間 

 コメントの表示時間 

 タイトルボックスの表示時間 

 ヒントボックスの表示時間 

 動画オブジェクトの表示時間 

 スポットライトの表示時間 

 ズーム＆パンの表示時間 

 

シークバー 

ドラッグすると任意の経過時間のHi-ステップ画像を確認 

できます 

 

終了ライン 

表示時間が終了するライン 

 シークバーがある位置からの経過時間 

 

表示時間の目盛サイズ 

1%単位で縮尺できます 
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 タイムラインを編集する（表示時間の変更） 

編集例：マウス軌跡を表示後にマウスアクションとコメントを表示する 

➢ Step1 

ステップ全体の表示時間を長くします。[調整時間]をクリックし、右側にドラッグします。 

 

 

 アクションボックスはステップが終了する時間まで表示しないと次の画面へ遷移できないため、「調整時間」 

の終了時間を延ばすとアクションボックスも時間が長くなります。 

➢ Step2 

[マウスアクション]をクリックし、マウス軌跡の表示が終了する時間までドラッグで調整、[コメント]も同様、 

ドラッグ操作で調整します。 

 

 

 オブジェクトを選択すると表示される[プロパティ]ウィンドウの[時間差表示]や[表示時間]項目から数値を 

入力し、時間を調整することもできます 

  

[マウスアクション]と「コメント」をドラッグすると・・・ 

「調整時間」をドラッグすると・・・ 
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➢ Step3 

シークバーをスライドすると、経過時間ごとの結果を確認できます。 

 300ミリ秒時点の再生結果（[マウスアクション]と[コメント]が未表示） 

 

 600ミリ秒時点の再生結果（[マウスアクション]と[コメント]が未表示） 

 

 メニュー[表示]内にある[再生]  をクリックし、ジェネレート後の動作を確認することができます。 

 [参照]ジェネレート前に完成イメージを確認する（ステップの再生） 

  

[シークバー]をさらに右へスライドすると・・・ 
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 タイムラインを編集する（ムービーキャプチャーの画像） 

編集例：ムービーキャプチャー（自動）で取得したHi-ステップ（キャプチャー画像）とマウス軌跡を削除する 

➢ Step1 

シークバーをスライドし、ムービーキャプチャーで取得したキャプチャー画像を確認し、削除したいステップを 

表示します。 

 60ミリ秒時点のステップ画像（ドラッグ開始前） 

 

 1100ミリ秒時点のステップ画像（ドラッグ終了時） 

 

[シークバー]をさらに右へスライドすると・・・ 
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➢ Step2 

削除したいステップのオブジェクトを右クリックし、表示されるメニューから[削除]をクリックします。 

 

 [タイムライン]ウィンドウ内の「Hi-ステップ」をクリックすると、表示される[プロパティ - サブフレーム]から 

各キャプチャー画像の位置や表示時間を調整できます。 

➢ Step3 

削除したマウス軌跡のオブジェクトをクリックし、キャプチャー画像上に[削除]をクリックします。 

 

 [タイムライン]ウィンドウ内の「Hi-ステップ」をクリックすると、表示される[プロパティ – マウス軌跡-ノード] 

からマウスアイコン表示位置や表示時間を調整できます。  

①マウス軌跡の 

オブジェクトをクリック 

②マウスアイコン上で 

右クリックし、[削除]をクリック 
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➢ Step4 

[Hi-ステップ]と[マウス軌跡]が削除されました。 

 

 [タイムライン]ウィンドウ内の「Hi-ステップ」と[マウス軌跡]をクリックし、左右端をドラッグすることで表示時

間を変更できます。 

 再生環境などの影響でタイムラインの時間と再生時に誤差が生じることがあります。 
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4.保存する（名前を付けて保存/上書き保存） 

 名前を付けて保存 

作成したプロジェクトに別の名前を付けて保存する場合は、メニューバーの[ファイル]メニューより[保存]  

を選択します。 

指定した保存場所にすでに同じプロジェクト名がある場合には実行できませんので、プロジェクト名または 

保存場所を変更して下さい。 

 

 

 上書き保存 

プロジェクト編集中に保存を行う場合は、メニューバーの[ファイル]メニューより[上書き保存]  を 

クリックします。 

 新規キャプチャー終了直後には、上書き保存を実行するようにして下さい。 

 レッスンを閉じる時や、Dojoを終了する時及び各ジェネレート時などにおいてプロジェクトファイルを保存して 

いない場合は、上書き保存するかどうかの確認ダイアログが表示されます。 
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5.キャプチャー画像の位置を変更する（キャプチャー画像位置一括調整） 

キャプチャーで取り込んだ画像の表示位置を一括で任意の位置に移動することができます。 

➢ Step1 

メニューバーの[編集]メニューより[イメージの編集]  の下部[▼]をクリックし 

[画像位置の一括調整]をクリックします。 

➢ Step2 

[画像位置]と[調整範囲]を選択し、[調整]ボタンをクリックします。 

 

[画像位置] [配置]または[座標]のどちらかを選択します。 

[配置]では、画像を寄せる位置をリストボックスより選択します。 

また、[座標]では、画像の位置を座標の入力で直接指定します。 

[調整範囲] [すべてのステップ] 

全ステップに対して、画像位置調整を行います。 

[ステップ指定範囲] 

範囲で指定したステップに対して、画像位置調整を行います。 

[ステップ指定] 

カンマ区切りで指定したステップに対して、画像位置調整を行います。 

[メッセージ] 行われた調整に関するメッセージが表示されます。 

➢ Step3 

一括調整実行に関するダイアログが表示されますので、[はい]ボタンで実行して下さい。 

 

 座標の直接指定で位置調整を行う場合、指定した座標と画像サイズを足したサイズが背景サイズを 

超える場合、画像位置は調整されません。 
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6.画像を加工する（イメージの編集） 

キャプチャーで取り込んだ画像を、Dojoに搭載している画像編集機能を使って加工することができます。 

この機能は、画像の一部にモザイクをかけたり、文字や画像を書き加えたい時や外部のデータ画像を 

読み込む時などに利用します。 

➢ Step1 

編集するステップをクリックし、メニューバーの[編集]メニューより[イメージの編集]  をクリックします。 

「イメージの編集」ウィンドウが新しいタブで表示されます。 
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➢ Step2 

イメージの編集ツールバーにある編集機能を使用して、画像の編集を行います。 

編集終了後は、イメージの編集ツールバーにある[ペイント終了]  をクリックするか、 

「イメージの編集」タブをダブルクリックするか、タブの  をクリックしてイメージの編集を終了します。 

 

 

 

 

 

➢ Step3 

編集の内容を保存する場合は[はい]を、保存しない場合は[いいえ]をクリックして下さい。 

 

 イメージ編集にない機能での加工や高度な編集などが必要な場合には、「イメージファイルのエクスポ

ート」で該当の画像を編集用として保存後、保存したデータを別のアプリケーションを使用して加工・

編集を行って下さい。 

別のアプリケーションで加工・編集した画像データは、「イメージファイルのインポート」で上書きすること

で置き換えることができます。 

また、イメージファイルは編集画面へ該当ファイルをドラッグ＆ドロップする事でもインポート可能です。 

 イメージファイルのインポート機能で読み込みできるのは、bmp / png / jpg / gif /tif 形式です。 

 イメージファイルのエクスポート機能で出力できるのは、bmpまたはpng形式のみです。 

 別の機能で、メニューバーの[ファイル]-[イメージのエクスポート]では、指定した複数のステップの 

画像を一括でデータファイルとして出力することができます。 

 [参照] 画像のみをデータとして一括保存する（イメージのエクスポート） 
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 イメージ編集ツールの一覧 

イメージ編集ツールバーの画像編集機能を説明します。 

 

 機能 説明 

 選択 

画像内の一部分を選択します。コピー/切り取り/削除で利用できます。 

貼り付けた場合、貼り付けた画像の外側をクリックすると再度アクティブに 

出来なくなり画像を移動できなくなりますのでご注意下さい。 

 オートシェイプ オートシェイプを選択します。 

 テキスト 

文字入力枠を作成するために目的のサイズになるまで、マウスの 

左ボタンを押し続けながらポインタを斜めの方向へドラッグします。 

文字入力枠の内側をクリックしてから文字を入力します。枠内をダブル 

クリックするとフォントや色などの書式を変更することができます。 

 テキストボックスに文字入力できるのはテキストボックスがアクティブに 

なっている状態の時だけです。 

ボックスの外側をクリックすると、再度アクティブにできなくなりますので 

ご注意下さい。 

 フリーハンド 実際に鉛筆を使うように自由な形状に描くことができます。 

 色の選択 画面上にある色を選択します（スポイト）。 

 エアブラシ エアブラシ効果で描画します。 

 消しゴム 
マウスの左ボタンを押し続けながら、消去する領域までポインタを 

ドラッグします。 

 塗りつぶし 色を選択し画像をクリックすると塗りつぶしの色を変更できます。 

 直線 
「フリーハンド」「オートシェイプ」「オブジェクトの枠線」の線の太さを 

選択することが出来ます。 

 塗りつぶしがない 「直線」「フリーバンド」「オートシェイプ」や画像の「塗りつぶし」などの 

色を選択します。 

「任意の色」をクリックすると[色の設定]画面が表示されますので 

お好きな色を選ぶことができます。 

 

塗りつぶしの色

（白） 

 

塗りつぶしの色

（緑） 

 

塗りつぶしの色

（青） 

 任意の色 

 黒いペン 「直線」「フリーハンド」「オブジェクトの枠線」の色を選択します。 

「任意の色」をクリックすると[色の設定]画面が表示されますので 

お好きな色を選ぶことができます。 
 緑のペン 

 青いペン 

 任意の色 
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イメージファイルの 

インポート 

イメージファイルを挿入することができます。 

 画像は左上（ステップ画像内の座標0:0）に挿入されます。 

 挿入先のステップより大きいサイズの画像をインポートすると 

範囲外部分が切れて表示されます。 

 
イメージファイルの 

エクスポート 
イメージファイルを出力することができます。 

 ペイント終了 ペイントを終了します。 

 画像に直接編集を加えるので、修正後に保存した画像を元に戻すことはできません。 

 画像（全体・範囲指定）のサイズの変更及び画像表示領域の変更（拡大・縮小）はできません。 
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7.イレギュラー回答を設定する（正答値の編集/HIT ANY KEY） 

原則、キャプチャー時に入力されたキーもしくはフィルター後に定義された文字列を正答値として保持し、 

学習者が該当するキーもしくは文字列を入力するまで次のステップに進むことができませんが、 

設定を変更することで一定のイレギュラーに対応することができます。 

 正当値の編集 

シミュレーションコンテンツ（HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式）では、正答値として設

定された条件に合う文字列を入力することで、次のステップや指定した任意のステップに進むことができます。キ

ャプチャー時に入力した文字列の正答値は、任意に編集できます。 

➢ Step1 

テキストアクションをクリックし、プロパティウィンドウに「アクションプロパティ」を表示させます。 

そして、「アクションプロパティ」内の[テキスト]右の表示領域上をダブルクリックします。 

➢ Step2 

「正当値の編集（テキストアクション）」ダイアログで正当値を編集します。 

4つのラジオボタンより適切な項目を選択し、詳細を設定します。 

 

 

 [テキスト]で設定された正答値は、 

HTML5 / Hi-qualityDHTML / Hi-quality 

Flash形式のコンテンツで有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

に ② 

に 

③ 

に 

④ 
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① 正当値リストに登録した文字列と一致する（複数登録可） 

登録されたテキストの内容と完全一致で正解と判定し、設定された移動先ステップへ遷移します。 

➢ Step1 

[テキスト]に正当値としたい内容を入力し、[移動先]をリストより選択後、[追加]ボタンをクリックします。 

 

 正答値は英語と日本語を混合して設定すること 

ができます。 

 文字列が全て半角英数の場合はスイッチを 

[英語]に設定して下さい。 

それ以外はスイッチを[日本語]に設定して下さい。 

その場合、コンテンツ上では、半角英数を入力後

「Enterキー」を押下する必要があります。 

 正答値は複数登録が可能です。 

テキスト追加後 

 

 下欄のリストに登録された文字列がすべて 

正当値となります。 

 

➢ Step2 

登録済みの正答値の変更は、該当を下欄リストより選択して表示させた状態で[テキスト]及び[移動先] 

を修正し、[更新]ボタンをクリックします。また、登録済み正答値の削除は、該当を下欄リストより選択して表

示させた状態で[削除]ボタンをクリックします。 
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② 大文字・小文字の区別なく判定（単一登録、英字のみ） 

登録された英字テキストの内容と一致（大文字・小文字区別なし）すると正解と判定し、設定された 

移動先ステップへ遷移します。 

➢ Step1 

[テキスト]に正当値としたい英字を入力し、[移動先]をリストより選択後、[追加]ボタンをクリックします。 

 

 正答値は英字のみ登録できます。 

 正答値は1つのみ登録が可能です。 

 コンテンツ上で、都度入力内容を判定する場合 

は、スイッチは[英語]に設定します。 

すべて入力した後にまとめて判定する場合は、 

スイッチを[日本語]に設定します。 

その場合、英字を入力した後「Enterキー」を押下

する必要があります。 

 下欄のリストに登録された文字列が 

正当値となります。 

テキスト追加後 

 

 大文字・小文字の区別なく正当値とするため、 

左図の設定で以下内容を入力しても正解と 

判定されます。 

例） TENDA、TenDa 

➢ Step2 

登録済みの正答値の変更は、該当を下欄リストより選択して表示させた状態で[テキスト]及び[移動先] 

を修正し、[更新]ボタンをクリックします。また、登録済み正答値の削除は、該当を下欄リストより選択して表

示させた状態で[削除]ボタンをクリックします。 
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③ 入力文字数で判定 

登録された文字数の範囲内で任意の文字を入力すると正解と判定し、設定された移動先ステップへ 

遷移します。 

➢ Step1 

[固定]または[範囲指定]のラジオボタンを選択し、文字数を整数で入力します。[移動先]をリストより選択

後、[追加]ボタンをクリックします。 

 

 正答値は文字数を登録します。 

 正答値は1つのみ登録が可能です。 

 コンテンツ上で、都度入力文字数を判定する 

場合は、スイッチは[英語]に設定します。 

すべて入力した後にまとめて判定する場合は、 

スイッチを[日本語]に設定します。 

その場合、英字を入力した後「Enterキー」を押下 

する必要があります。 

 [範囲指定]を選択した場合、スイッチは 

[日本語]に設定することをお勧めします。 

入力文字数追加後 

 

 下欄のリストに登録された文字数が正当値 

となります。 

[固定] 入力文字数を固定で設定します。 

例） 5文字で設定：「tenda」は正解、「Dojo」は不正解 

[範囲指定] 入力文字数の範囲を指定します。（From＝○以上、To＝○以下） 

Fromを空欄にして登録した場合「1以上」、Toを空欄にして登録した場合は 

「1以下」の設定になります。 

例） 2～4文字で設定：「12」「Dojo」は正解、「tenda」は不正解 
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➢ Step2 

登録済みの文字数の変更は、該当を下欄リストより選択して表示させた状態で[固定]または[範囲指定] 

を変更後、[移動先]を修正して[更新]ボタンをクリックします。 

また、登録済み正答値の削除は、該当を下欄リストより選択して表示させた状態で[削除]ボタンをクリック 

します。 
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④ ワイルドカード対応（単一登録、*で任意の1文字を設定） 

テキストにワイルドカード「*」を含めると、それを任意の一文字として認識します。 

「*」を含め、登録されたテキスト内容が一致すると正解と判定し、設定された移動先ステップへ遷移します。 

➢ Step1 

[テキスト]に正当値としたい内容を入力し、[移動先]をリストより選択後、[追加]ボタンをクリックします。 

 

 任意の1文字を「*」で登録します。 

 正答値は1つのみ登録が可能です。 

 文字列が全て半角英数の場合はスイッチを 

[英語]に設定して下さい。 

それ以外はスイッチを[日本語]に設定して下さい。 

その場合、コンテンツ上では、半角英数を 

入力した後「Enterキー」を押下する必要が 

あります。 

テキスト追加後 

 

 「*」は任意の1文字で正当値とするため、左図 

の設定内容で入力すると正解と判定されます。 

例） tenda0001、tendaDojo 

➢ Step2 

登録済みの正答値の変更は、該当を下欄リストより選択して表示させた状態で[テキスト]及び[移動先] 

を修正し、[更新]ボタンをクリックします。また、登録済み正答値の削除は、該当を下欄リストより選択して表

示させた状態で[削除]ボタンをクリックします。 

 

 

 



Part5. Dojoの操作方法（応用） 

172 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 日本語入力（スイッチの設定） 

テキストアクションプロパティ内の[テキスト]を編集し、変更後のテキスト（正答値）が半角 

英数字の場合はスイッチを“英語”に、テキスト（正答値）が漢字・ひらがな・カタカナの場合はスイッチを 

“日本語”に変更します。 

スイッチを“日本語”に設定すると、変換なども含めて見た目がテキストと一致した時点で正解となります。 

変更前  変更後 

 

 

 

 スイッチを[日本語]に設定した場合、コンテンツ上では、半角英数を入力したあと「Enterキー」を押下す

る必要があります。 

 HIT ANY KEY 

キーアクション・テキストアクションについては、それぞれのプロパティで[キー入力の正答値]を設定することが 

できます。 

[キー入力の正答値]を[何かキーを押下すると移動]に設定すると、シミュレーションコンテンツにおいて、 

設定されたキーや正当値に関わらず、任意のキーを押すとステップを次に進めることができます。 

[テキストに設定された通り]に設定すると、設定したキーまたは正当値（「正答値の編集」画面内に登

録 

済みの正当値)が正解として認識されます。 

 

 「オペレーションエクササイズ」でも、 

[キー入力の正答値]を[何かキーを押下すると移動] 

に設定されている場合、任意のキーを押すことで 

正解と判定されます。 
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8.アクションの挿入と種類や移動先の変更 

１つのステップに複数のアクションを挿入することができます。 

アクションはプロジェクト内に既にある指定するステップにジャンプするための機能です。 

手順を戻ったり先に進めたりすることや指定したステップに移動させることができます。 

また、プロジェクト内においてブランチ（ [参照]画面構成と各種プロパティについて：ステップウィンドウ）を

またがって指定することもできます。 

メインステップ   ステップ1のブランチ（分岐） 

ブランチ   

 ステップ1 ブランチ 

ステップ2  ステップ1.1.1 

 ステップ3  ステップ1.1.2 

ブランチ ステップ1.1.3 

 ステップ4 ステップ1.1.4 

ブランチエンド ブランチエンド 

  基本的なステップの流れ（次のステップ） 

  ブランチ（別の流れへの分岐） 

  アクション（ステップの遷移先を自由に選択） 

➢  Step1 

アクションを加えたいステップを選択後、メニューバーの[挿入]メニューより[アクション]を選択します。 

➢  Step2 

デザイン画面左上にマウスアクションボックスが追加表示されるので、挿入されたアクションボックスを操作 

させたい座標位置に移動してサイズを調整したり、オブジェクトの上に合わせるように重ねたりします。 

 挿入されるアクションのデフォルトは、種類:マウス、アクション:LeftClick、移動先:次のステップです。 

➢  Step3 

マウス操作でアクションボックスをクリックし、ステップウィンドウに挿入したアクションのプロパティを表示させ、 

挿入したアクションに対する各項目を確認して設定を行います。 
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マウス操作のままでよい場合は、種類はそのままで、 

プロパティ内のその他の設定項目を確認後、[移動] 

でジャンプさせたいステップを選択します。 

マウスアクションボックスをクリックした時に、ここで指定 

した移動先に進むようになります。 

 

 挿入されるアクションのデフォルトの種類はマウス 

で、アクション＝LeftClick、移動先＝次のステッ

プです。 

それぞれのアクション毎に移動先ステップの指定を正しく設定することで、1つのステップに種類の異なる 

アクションが複数混在していても問題ありません。 

これにより、メインの操作を残したままでステップを飛ばして先に移動させる新しいアクションを追加したり、 

正しい操作が複数ある場合などに、実際のオペレーションと同様に多様な操作ができるように、それぞれ 

アクションを追加したりすることができます。 

 簡単な例では、「OKボタンをクリックする」操作と「Enterキーを押下する」操作がどちらも正しく 

進めるオペレーションの場合に、キーアクションとマウスアクションの2つを設定し、移動先を同じ次のステ

ップと指定しておくことで、1つのステップに2種類のアクションが正しい操作としてセットされ、より実際の

オペレーションに近いコンテンツを作成することができます。 
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 挿入されたアクションの種類を変更する 

アクションを挿入するとデフォルトがマウスアクションですが、「アクションプロパティ」内の[種類]より、 

キーアクション、テキストアクション、ボタンアクションへ変更することができます。 

① キーアクションに変更した場合は、[キー]に操作させたいキーを設定します。 

② テキストアクションに変更した場合には、[テキスト]及び[テキスト]に入力させたい文字列を設定します。 

③ ボタンアクションに変更した場合には、[内容]にボタン名として表示される文字列を設定します。 

① [種類]をキーに設定 

 

 キーに変更すると、デフォルトのキーとしてEnterが 

設定されます。必要に応じて変更して下さい。 

 

 

「アクションプロパティ」内の[キー]にて操作させるキーを 

選択します。 

また、[キー]で設定した操作と同時にCtril、Shift、Alt 

キーを押す操作にするには、それぞれ[自由]から 

[ホールディング]に変更します。 

その他プロパティ内の設定項目を確認後、[移動]で 

操作後に遷移させたいステップを選択します。 

シミュレーションコンテンツ上で設定した操作を行うと、 

ここで指定した移動先に進むようになります。 

② [種類]をテキストに設定 

 

「アクションプロパティ」内の[テキスト]及び[旧テキスト]に

て正当値を設定します。 

また、正当値の内容に応じて[スイッチ]を[英語]または 

[日本語]に設定します。 

その他プロパティ内の設定項目を確認します。 

シミュレーションコンテンツ上で設定した操作を行うと、 

「正当値の編集」で指定した移動先に進む様になります。 

 テキストアクションの移動先は、テキストを登録する 

「正答値の編集」画面で行います。 

 [参照] イレギュラー回答を設定する 

（正答値の編集/HIT ANY KEY）： 

■正当値の編集 



Part5. Dojoの操作方法（応用） 

176 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

③ [種類]をボタンに設定 

 

「アクションプロパティ」内の[内容]にてボタンに表示する 

文言を入力します。 

また、任意のイメージ画像を使用してボタンを作成したい 

場合、[イメージ]より任意の画像を挿入します。 

その他プロパティ内の設定項目を確認後、[移動]で 

操作後に遷移させたいステップを選択します。 

シミュレーションコンテンツ上でボタンアクション上をクリック 

すると、ここで指定した移動先に進むようになります。 

 アクションの挿入で追加されたアクションではなくても、種類の変更が可能です。変更方法は同じです。 

 アクションの画像を変更する 

１つのステップの中に複数のマウスアクションが存在する場合、ステップ説明文に表示する画像を変更する 

ことができます。 

ステップの説明文上をダブルクリックして「ステップ表示編集」ダイアログを表示し、画像の差込をしたい 

文言部分で右クリックをすると、ステップに存在するアクションの数だけアクションエリアの範囲にある画像が 

表示されます。 

採用したい画像を選択すると、ステップ説明文内に含めることができます。 
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9.マウス軌跡の挿入と編集する 

１つのステップにマウス軌跡を挿入することができ、マウス操作の動きを表現できます。 

 マウス軌跡は、HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のみで表示されます。 

 マウス軌跡の挿入 

➢ Step1 

マウス軌跡を加えたいステップを選択後、メニューバーの[挿入]メニューより[マウス軌跡]  を選択します。 

 

➢ Step2 

デザイン画面左上にマウス軌跡が追加表示され、  はマウス起点、  はマウス終点となります。 

 

 挿入されるマウス軌跡のデフォルトは、マウス起点と終点の２つのアイコン、表示時間は100ミリ秒 

（0.1秒）です。 
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 マウス軌跡の編集 

挿入されたアクション軌跡を操作させたい位置に移動してマウス起点と終点を調整できます。 

また、マウスアイコンを追加し、軌跡を曲線にしたり、マウスの表示時間やマウスアイコンの表示間隔を 

編集できます。 

➢ Step1 

挿入されたマウス軌跡を表示させたい位置へ移動します。 

 

 マウスアイコンをクリックすると表示される[マウス-ノード プロパティ]の「左」、「トップ」からマウスアイコンの位

置を数値で調整することもできます。 

  [マウス-ノード プロパティ]の「マウス画像」の選択を、「キャプチャー画像」にすると、キャプチャー時のマウス

画像を指定することができます。 

  [マウス-ノード プロパティ]の「マウス画像」の選択を、「ユーザー指定」にし「画像を指定する」ボタンをクリッ

クすると、ユーザーが指定した画像を指定することができます。 

➢ Step2 

マウスアイコンを右クリックし、表示されるメニューから[前へ挿入]もしくは[後ろへ挿入]をクリックします。 

 

➢ Step3 

追加されたマウスアイコンを表示したい位置に移動し、軌跡を曲線にしたり、アイコンの動きを細やかにする 

挿入されたマウス軌跡 

マウス軌跡を表示したい位置に 

マウスアイコンの起点と終点を 

調整する マウスアイコンの 

[マウス軌跡 - ノードプロパティ] 
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ことができます。 

            

 マウスアイコンをクリックすると表示される[マウス-ノード プロパティ]の「左」、「トップ」からマウスアイコンの位

置を数値で調整することもできます。 

➢ Step4 

挿入されたマウスアイコンをクリックし、表示時間を調整できます。 

 

 タイムラインウィンドウには、コメントやマウス軌跡などの表示時間をマウスカーソルで調整できます。 

 [参照]タイムラインを設定する（各表示時間の設定） 

 Dojoメニューバーにある[編集]-[ステップの再生]-[再生]からジェネレート後の動作を確認することがで

きます。 

 [参照]ジェネレート前に完成イメージを確認する（ステップの再生） 

  

 [マウス軌跡-ノードプロパティ] 

表示時間の数値を変更 

 [タイムライン] 

マウス軌跡をマウスカーソルでドラッグ&ドロップ 
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10.ステップを挿入する 

キャプチャーし忘れたステップや追加したいステップなどを、新規でキャプチャーしたり、既に作成した既存の 

レッスンからステップとして後から挿入したりすることができます。 

 新規にキャプチャーしてステップを挿入する 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより[ステップ挿入]  を選択します。 

 

➢ Step2 

[ステップの挿入方法]は[新規キャプチャー]を選択します。[挿入タイプ]は[標準ステップ]を選択します。 

[挿入先]で[現在のステップ]を選択すると、現在選択しているステップの直前に新規でキャプチャーした 

ステップが挿入されます。 

[ブランチの最終ステップ]を選択すると、レッスンの最終ステップの後ろに新規でキャプチャーしたステップが 

挿入されます。 

 ブランチの概念については [参照]画面構成と各種プロパティについて：ステップウィンドウ 

➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックすると、プロジェクトウィザード（ [参照]キャプチャーの開始と終了）が起動しますの

で、挿入するためのキャプチャーを行って下さい。 

➢ Step4 

キャプチャーを終了（ [参照]キャプチャーの開始と終了：■キャプチャーを終了する）し、必要に応じて 

フィルターの実行（ [参照] フィルターを実行する）、アクションボックスの整形（ [参照]アクションボッ

クス（枠線）を整形する））、音声の入力（ [参照]音声を登録する,[参照]自動音声合成）などの

編集作業を行って下さい。 
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 PowerPointのインポートを行いステップを挿入する 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより[ステップ挿入]  を選択します。 

  

➢ Step2 

[ステップの挿入方法]は[PowerPoint インポート]を選択します。[挿入タイプ]は[標準ステップ]を選択

します。 

[挿入先]で[現在のステップ]を選択すると、現在選択しているステップの直前に既存のレッスンで選択した 

ステップが挿入されます。 

[ブランチの最終ステップ]を選択すると、レッスンの最終ステップの後ろに[既存のレッスン]で選択したレッスン

のステップが挿入されます。 

 ブランチの概念については [参照]画面構成と各種プロパティについて：ステップウィンドウ 

➢ Step3 

画面下部[OK]ボタンをクリックし、「PowerPointファイル」ダイアログより挿入したいPowerPointファイルを 

開きます。プレビューから挿入したいスライドを選択し、[開始]ボタンをクリックするとPowerPointファイルからス

テップが挿入されます。 

  

 「PowerPoint インポート」を選択すると、 

指定したPowerPointのスライドがステップとして 

挿入されます。 
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 既存のレッスンからステップを挿入する 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより[ステップ]  を選択します。 

   

➢ Step2 

[ステップの挿入方法]は[既存のレッスン]を選択します。[挿入タイプ]は[標準ステップ]を選択します。 

[挿入先]で[現在のステップ]を選択すると、現在選択しているステップの直前に既存のレッスンで選択した 

ステップが挿入されます。 

[ブランチの最終ステップ]を選択すると、レッスンの最終ステップの後ろに[既存のレッスン]で選択したレッスン

のステップが挿入されます。 

 ブランチの概念については [参照]画面構成と各種プロパティについて：ステップウィンドウ 

➢ Step3 

画面右側[参照]ボタンをクリックし、「プロジェクトを開く」ダイアログより挿入したいプロジェクトファイルを 

開きます。ファイル名に目的とするファイルがセットされたことを確認し、[OK]ボタンをクリックすると既存の 

プロジェクトからステップが挿入されます。 

 

 「既存のレッスン」を選択すると、指定した 

レッスンの全体がステップとして挿入されます。 
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 空ステップを挿入する 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより[ステップ]  を選択します。 

  

➢ Step2 

[ステップの挿入方法]は[空ステップ]を選択します。[挿入タイプ]は[標準ステップ]を選択します。 

[挿入先]で[現在のステップ]を選択すると、現在選択しているステップの直前に空のステップが挿入されま

す。 

[ブランチの最終ステップ]を選択すると、レッスンの最終ステップの後ろに空のステップが挿入されます。 

 空ステップを挿入すると、ステップの説明文が空欄で、デザイン画面には白い背景画像が挿入された 

ステップが1つ挿入されます。 
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11.1つの画面から操作手順が分かれる分岐を挿入する（ブランチ挿入） 

１つのステップに複数のアクションポイントを設け、それぞれ独自のシナリオ（分岐）を作成することができます。 

これをブランチと呼びます。 

 新規にキャプチャーしてブランチを挿入する 

➢ Step1 

メニューバーの[挿入]メニューより[ステップ]  を選択します。 

  

➢ Step2 

[ステップの挿入方法]は[新規キャプチャー] [PowerPoint インポート] [既存のレッスン] [空ステップ]

から選択します。[挿入タイプ]は[新規ブランチ]を選択します。 

 [新規ブランチ]として挿入しますので、[挿入先]は選択できません。 

➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックすると、プロジェクトウィザードが起動しますので挿入するためのキャプチャーを行って下さ

い。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了 

➢ Step4 

挿入するためのキャプチャー操作を行ったら、キャプチャーを終了して下さい。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了:■キャプチャーを終了する 
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➢ Step5 

キャプチャーを終了すると、編集を行うためのデザイン画面が表示されます。 

 

デザイン画面の左上にアクションボックスが1つ追加されます。 

追加されたマウスアクションボックスが、分岐を表現するアクションボックスとなりますので、マウスでドラッグ 

しながら、分岐の操作を行わせたい座標やオブジェクトの上に合わせてサイズ調整します。 

 挿入される分岐アクションの種類はマウスで、アクション＝LeftClick、移動先＝新規ブランチです。 

➢ Step6 

ブランチロゴをクリックすると、挿入されたブランチがステップウィンドウに表示されます。 

 

挿入されたブランチが「新規ブランチ」として表示されます。 

挿入されたブランチの最初のステップは直前のステップと 

同じ内容のことが多いです。 

そのような場合には、このステップは不要ですので、 

ステップの削除（ [参照]不要なステップを削除する） 

を行って下さい。 

 

 新規ブランチの最初のステップが前画面と同じになることを回避するために、新規ブランチの 

キャプチャー前に、分岐として必要な手順までアプリケーションの操作を進めておくことも有効です。 

 ブランチを挿入したステップは、ステップウィンドウのステップロゴが  からブランチロゴ  に変わります。 

 作成したブランチを開くと、ステップウィンドウのブランチのロゴが、  から  に変わります。 

  

挿入された分岐アクションボックス 

分岐の移動先指定 

分岐の操作を作りたい場所に 

移動して、サイズを調整する 

分岐のあるステップ 
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➢ Step7 

必要に応じて、フィルターの実行（ [参照]フィルターを実行する）、アクションボックスの整形 

（ [参照]アクションボックス（枠線）を整形する）、音声の入力（ [参照]音声を登録する, 

 [参照]自動音声合成）などの編集作業を行って下さい。 

 ブランチの中に、さらにブランチを含む、複数の階層を作成することもできます。 

 オート再生形式のコンテンツにおいて、分岐となるブランチ部分は再生されません。 

 挿入されたブランチの最終ステップとなる「ブランチエンド」は削除しないで下さい。 

 HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のコンテンツにおいて、ブランチの操作を最後ま

で進めた後に、別のステップに遷移させたい場合は、「ブランチエンドの1つ前のステップ」の移動先を変更し

て下さい。 

  [参照]アクションの挿入と種類や移動先の変更 
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12.連射キャプチャーで動画を再現する（ムービーキャプチャー） 

短時間で連射キャプチャーし、ドラッグ&ドロップの操作やアニメーション効果を動きのある画面を疑似的に 

再現します。 

「PowerPointのアニメーション効果」や「CADシステムの設定図」、「1画面に収まらないウィンドウのスクロール 

バー操作」などがよりリアルな動作で再生できます。 

 HTML5/Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash/AVI形式で再生できます。 

 キャプチャー時の設定 

➢ Step1 

新規キャプチャー時の[キャプチャー条件]にて[ムービーキャプチャー]のチェックを入れます。 

 

・キャプチャー間隔（ミリ秒） ： 

連射でキャプチャーする時間を設定（100ミリ秒=0. 1秒） 

・最大時間（秒）： 

1回のドラッグ&ドロップ操作を連射キャプチャーする最大時間（自動選択時）キャプチャー開始後、

連射キャプチャーする最大時間 (手動選択時) 

・モード（自動）： 

通常キャプチャーに加え、ドラッグ&ドロップの操作時に連射でキャプチャーします 

・モード（手動）： 

全ての操作を連射キャプチャーします 

 手動でキャプチャーした場合、常に連射キャプチャーが実行されるため、操作が重くなる場合があります。 

 最大時間を超えると、[キャプチャー一時停止]ウィンドウが表示され、キャプチャーが一時停止します。 
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➢ Step2 

 キャプチャー終了後（自動でキャプチャーした場合） 

ドラッグ&ドロップの操作した箇所にマウス軌跡が自動付加され、1つのステップとして表示され、 

ステップ説明文には、「デフォルトマウスドラッグ＆ドロップ」と表示します。 

 

 キャプチャー終了後（手動でキャプチャーした場合） 

キャプチャー開始後の全ての操作が１つのステップとして表示され、 

ステップ説明文には「手動動画」と表示します。 

 

キャプチャー時に 

ドラッグ&ドロップしたマウス軌跡 
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➢ Step3 

Dojoツールバーにある[再生]  アイコンをクリックし、ムービーキャプチャーの完成イメージを確認したり、 

タイムラインウィンドウ内のシークバーをスライドし、連射キャプチャーされた各画像を見ることができます。 

 [参照]ジェネレート前に完成イメージを確認する（ステップの再生） 

 [参照]タイムラインを設定する（各表示時間の設定） 

 

■再生例 

   

    

ステップの再生 

 

タイムラインウィンドウ内のシークバー 

（赤いバーがスライドする） 

１ ２ 

３ ４ 
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13.コントロールや設定をコピーして利用する（レッスン要素のコピー） 

ステップにある各コメントなどのコントロールや音声などのプロパティをまとめてコピーして、別プロジェクトの 

ステップにその編集内容を貼り付けたり、同じレッスン内の別のステップに貼り付けて利用することができます。 

 この作業でコピーして利用できるのは以下の通りです。 

＞コントロール 

・アクションボックス→キーアクション・マウスアクション・テキストアクション・ボタンアクション 

・コメント 

・タイトルボックス 

・ヒントボックス 

＞プロパティ 

・表示（ステップの説明文） 

・ブランチ名 

・説明用音声 

・設問用音声 

＞ウェイトアクション 

・調整時間 

 コピーの範囲は、「1つのレッスン内で指定したステップ」です。 

 貼り付けの範囲は、「同じレッスンまたは別のレッスン内で指定したステップ」です。 

 アクションボックスやコメントなどのコントロールは、形や数に関わらず全て対象となります。 

 

活用例） 

アプリケーションのバージョンアップなどで操作手順は全く同じで画像だけが変更になった場合など 

すでに作成済みのレッスンと同じ手順で、新しくキャプチャーしたレッスンを用意します。その後、すでに作成 

済みのレッスンの全ステップを選択して編集内容をそのままコピーし、新しいレッスンの全ステップに貼り付ける 

ことで、既存レッスンの編集内容を再利用することができます。 

その他、同じ（または似た）画面が複数ある時やあらかじめ他でも利用することを想定している場合など

に、 

1つのステップのみをあらかじめ編集してその内容を他のステップにコピーして利用したり、作成済みレッスン 

から指定したタイトルボックスやコメントなどをコピーして再利用したりする事で、編集作業を軽減できます。 
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➢ Step1 

別のレッスンにコピーする場合は、コピー先のレッスンをあらかじめ開いておきます。 

レッスンのステップウィンドウ内でコピーしたいステップを選択した状態で、メニューバーの[編集]メニューより 

[レッスン要素のコピー]  を選択します。 

 

 

 コピーは、ステップ単位で行います。複数のステップを指定 

する場合は、CtrlキーやShiftキーで指定して下さい。 

 ステップを右クリックしメニューの中から[レッスン要素のコピー] 

を選択しても同様の処理となります。 

 レッスン全体をコピー対象範囲としたい場合は、全てのステップ 

を選択して下さい。 

➢ Step2 

コピーする項目を選択して、[OK]ボタンをクリックして下さい。 

 



Part5. Dojoの操作方法（応用） 

192 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

➢ Step3 

貼り付け先レッスンのステップウィンドウ内で、貼り付けしたいステップを選択した状態で、メニューバーの 

[編集]メニューより[レッスン要素の貼り付け]  を選択します。 

 

 

 ステップを右クリックしメニューの中から

[レッスン要素の貼り付け]を選択して

も同様の処理となります。 

 レッスン全体を貼り付け対象範囲としたい場合は、 

全てのステップを選択して下さい。 

 [調整時間]の貼り付けはコピー先の[ファイル]-[プロパテ

ィ]内の「プロジェクトプロパティ」での [調整時間]を変更す

るものではありません 

 コピー元のステップ数＞貼り付け先のステップ数の場合、 

差分のステップ分の要素は貼り付けされません。 

例）コピー元：1～5ステップ 貼り付け先：1～3ステップ 

⇒コピーした4・5ステップ目分は貼り付け先がないため、 

貼り付けされません 

 コピー元のステップ数＜貼り付け先のステップ数の場合、 

差分のステップには貼り付けされる要素はありません。 

例）コピー元：1～3ステップ 貼り付け先：1～5ステップ 

⇒貼り付け先の4・5ステップ目は貼り付ける要素がない 

ため、貼り付けされません 

 対象のコントロールの座標は、全てそのまま貼り付けされます。よって、貼り付け先に元々あるコントロール上 

に重なったり、画面の外に貼り付けられる場合があります。 

 貼り付け先にアクションボックスがある場合に、コピーしたアクションボックスを貼り付けすると、 

アクションボックスの追加となります。 

 マウスアクションの表示がマウスアクションボックス内を参照しているステップで、アクションボックスと表示を一緒 

にコピーした場合は、マウスアクションボックスと表示内の参照が関連づけられているため、貼り付け後は、 

貼り付け先のステップに貼り付いたマウスアクションボックスの座標内を参照した表示となります。 

 マウスアクションの表示がマウスアクションボックス内を参照しているステップで、表示のみをコピーした場合は 

貼り付け先ステップが同じレッスンでは表示をそのまま貼り付けできますが、別のレッスンでは参照元の 

ステップ画像がないため、貼り付け後は、貼り付け先ステップにおいてのコピー元のマウスアクションボックスと

同じ座標内を参照した表示となります。 

 貼り付け先に音声が設定されている場合、コピー元に音声が設定されていれば上書きされ、設定されてい 

なければ音声なしを貼り付けることとなり元の音声は削除されます。 

 ステップの移動先が個別に指定されているアクションを貼り付けする時、コピー先レッスンに指定されるはずの 

ステップがない場合は、自動的に“次のステップに移動”するように修正されます。 

 [調整時間]を貼り付けする時、コピー先に個別に設定した調整時間は上書きされます。 
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14.ジェネレート前に完成イメージを確認する（ステップの再生） 

各ステップ単位で編集後のコンテンツ完成結果を再生することができ、マウス軌跡の動作やコメントや 

アクションの表示するタイミング、音声など完成イメージとして確認することができます。 

 HTML5/Hi-qualityDHTML/ Hi-qualityFlash形式の完成イメージです。 

➢ Step1 

メニューバーにある[表示]-[再生]  をクリックします。 

 

➢ Step2 

再生データを生成中のダイアログメッセージが表示されます。 

 

➢ Step3 

再生データの生成が終了すると再生が開始し、  アイコンで一時停止、  アイコンで 

停止することができます。 

 

 メニューバーにある  の▼をクリックすると、[説明用音声]と[設問用音声]を切り替えて再生できま

す。 

  



Part5. Dojoの操作方法（応用） 

194 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

15.フローチャートを表示する 

全ステップの画面遷移の流れを図式化して表示することができます。 

キャプチャー画像のサムネイルとアクション操作後の遷移先、音声、動画の挿入ステップなどを一目で確認 

できるため、ブランチ挿入で分岐を作成したり移動先を複雑に変更している場合などの確認時に有効です。 

また、フローチャートをExcel形式で出力することもでき、必要に応じて印刷することも可能です。 

➢ Step1 

デザイン画面下の[フローチャート]タブをクリックして選択します。 

 

➢ Step2 

「概要」ウィンドウの赤枠を移動して、確認したい箇所を表示します。 

 フローチャートのメイン画面は、「概要」ウィンドウの赤枠内が表示されています。 

 フローチャートのメイン画面に表示する内容を、画面左上のツールバーより任意で選択できます。 

 フローチャートは閲覧のみとなります。編集は、「デザイン」画面に戻って行って下さい。 

 [出力] Excel形式で出力します 

 [全展開] 収束したステップを全て展開して表示します 

 [全収束] 展開されたステップを1ステップに重ねて表示します 

 [概要] 「概要」ウィンドウの表示/非表示を選択します 

 [ステップ説明文] ステップ説明文の表示/非表示を選択します 

 [ウェイト] ウェイトアクションに設定された移動先の表示/非表示を選択します 

 [マウス] マウスアクションに設定された移動先の表示/非表示を選択します 

 [キー] キーアクションに設定された移動先の表示/非表示を選択します 

 [テキスト] テキストアクションに設定された移動先の表示/非表示を選択します 

 [ボタン] ボタンアクションに設定された移動先の表示/非表示を選択します 

 フローチャートの総再生時間は、ステップの[Hi表示時間]とDojoで設定されたシステム時間の合計です。 

 [参照]表示時間を設定する（ウェイトアクションの設定） 

 Dojo内で設定されたシステム時間は、再生時のデータ読み込み等に必要な時間として設定されます。 
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16.ステップの一覧を表示する（ブランチ一覧） 

最初から最後までの全ステップの表示（説明文）のみ、またはサムネイル付きの全ステップの表示（説明

文）を別のウィンドウでHTML形式として一覧表示することができ、必要に応じて印刷することができます。 

全体の流れの把握の他に、説明文のチェックや長い説明文を確認したい時などに有効です。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[ブランチ]  を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

「ブランチ一覧」ダイアログでは、[サムネイル有り]または[サムネイル無し]を選択し、 

出力時の[文字コード]を指定して[OK]ボタンをクリックして下さい。 

 

 

➢ Step2 

すぐに結果を見る場合は、[はい]ボタンをクリックして下さい。 

 

■サムネイル無し 

 

■サムネイル有り 

 

 印刷は、ブランチ一覧を表示している状態でブラウザの印刷メニューより行って下さい。 
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17.画像のみをデータとして一括保存する（イメージのエクスポート） 

選択した1つまたは複数のステップの画像を、一括でデータファイルとして出力することができます。 

ファイル形式は、.出力時にbmp / .png / .jpg 形式より選択することができます。 

➢ Step1 

ステップウィンドウ内で、画像を出力したいステップをクリックして選択します。 

 複数のステップを指定する場合は、CtrlキーやShiftキーを押しながら指定して下さい。 

➢ Step2 

メニューバーの[ファイル]メニューより[イメージ出力]  を選択します。 

「イメージ出力」ダイアログで、[保存先]と[フォーマット]を選択します。 

 

 「イメージの編集」画面を開いている状態で[イメージ出力]を選択することはできません。 

先に「イメージの編集」画面を閉じて下さい。 

 [参照]画像を加工する（イメージの編集） 

➢ Step3 

保存先フォルダを表示する場合は、[はい]ボタンをクリックして下さい。 

 

 実際の画像を表示しながら画像をエクスポートしたい時は、必要なステップ毎に「イメージの編集」画面で 

[エクスポート]を行って下さい。 

 [参照]画像を加工する（イメージの編集） 
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18.レッスン名変更などのプロジェクトの設定をする（プロパティ） 

プロジェクトの初期設定項目や各種情報を設定するための機能です。メニューバーの[ファイル]メニューから 

[プロパティ]  を選択し、「プロパティ」ダイアログを開きます。 

 

■全般 

 

プロジェクトのレッスン名と保存場所の他、 

更新履歴が表示されます。 

■概要 

 

[レッスン名]、[作成者]、[著作権]、[説明] 

を付与することができます。 

レッスン名には、新規キャプチャー時に設定 

したレッスン名が表示されます。 

 [参照]キャプチャーの開始と終了 

必要に応じて、[レッスン名]よりレッスン名 

を修正することができます。 
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 枠線の色/時間調節 

 

アクションボックス（枠線）の色と、背景色 

及び自動再生コンテンツの表示時間 

（ウェイト）を設定します。 

プロパティ内で設定した内容は全ステップ 

に適用されます。 

 ただし、ステップ単位で個別の設定をして 

いる場合は、各ステップの設定が優先さ 

れます。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形 

する,[参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

 ここでの設定はレッスン固有の設定です。 

アプリケーション全体の設定は「オプション」 

ダイアログで行います。 

 [参照]操作上の設定をする 

（オプションの設定） 

 コメント 

 

挿入されるコメントの初期設定を設定します。 

キャプチャー時にコメントの自動挿入を行った 

場合の書式設定 

（ [参照]キャプチャーの開始と終了）や、 

コメントの自動挿入時に書式設定を行った 

場合（ [参照]条件を指定してコメントを 

一括挿入する（コメントの自動挿入））は、 

その内容がセットされています。 
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 動画 

 

レッスンに動画を挿入することができます。 

 挿入できるファイル形式は、FLV、AVI、 

MPG、WMVの4種類です。 

ここで挿入された動画は、動画領域のある

フレームを使用したHi-quality DHTML/ 

Hi-quality Flash形式で再生できます。 

 コンテンツにより再生できるファイル形式 

が異なります。 

・Hi-quality DHTML： AVI、MPG、

WMV 

・Hi-quality Flash： FLVのみ 

 動画を再生するには、挿入された動画 

形式に対応したCODECが必要です。 

動画が再生されない場合、CODECが 

インストールされていないと考えられます。 

 背景サイズ 

 

レッスンの背景となる領域のサイズを変更しま

す。（通常はキャプチャー時のディスプレイ解

像度が初期値となります。） 

また、背景サイズの変更に伴うキャプチャー 

画像変更ルールを指定する事ができます。 

背景サイズを変更すると、変更前のデータ 

ファイルがバックアップとして保存されます。 

[指定された背景サイズを超える 

キャプチャー画像のみ変更する] 

 

指定した背景サイズより画像が大きい場合のみ、背景サイズを含めて

画像を縮小します。（縦横比は変更なし） 

 画像縮小時は[すべてのステップのキャプチャー画像を変更する] 

と同様の変換を行います。 

 アクションボックス、コメント類が指定された背景サイズ内に 

収まらない位置に存在する場合、背景サイズ内に収まる位置に 

移動されます。 

 背景サイズを拡大する場合、画像、アクション、コメント類の 

サイズ、位置は変更されません。 
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[すべてのステップの 

キャプチャー画像を変更する] 

背景サイズの拡大・縮小に合わせて、画像サイズも同じ比率で 

拡大・縮小します。（縦横比は変更なし） 

 背景の幅・高さの指定サイズのうち、変更される割合が高い方に 

合わせて画像サイズが変わります。 

 アクションボックスのサイズは画像の縮尺に合わせて変更されます。 

 コメント類は位置調整のみで、サイズは変更されません。 

[指定されたサイズを超える 

キャプチャー画像は指定サイズに 

収まるように調整する] 

指定した背景サイズよりもが画像が大きい場合のみ、指定サイズ 

に収まるように画像サイズを縮小します（縦横比は変更なし） 

■マニュアル 

 

マニュアルで使用する書式等の設定を 

行います。 

 ここでの設定はレッスン固有の設定です。 

アプリケーション全体の設定は「オプション」 

ダイアログで行います。 

 [参照]マニュアルの基本設定 

（オプションの設定） 

[アクション表示] ステップエリアに表示されるキャプチャー画像への、アクション枠の表示/非表示 

を設定します。 

[レイアウト要素の 

書式設定] 

各オブジェクトの書式を設定します。 

ステップエリアに新たにオブジェクトを挿入する場合、ここで設定された書式が 

反映されます。 

 [章節]は、レッスンの初回マニュアルエディター起動時の書式となります。 

[章節] [採番番号を付与する]をチェックオンにすると、章節エリア内の文言の先頭に 

自動で連番が付与されます。 
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19.プロジェクトのバージョン管理 

プロジェクトをバージョン毎に管理することができます。 

バージョンが付与されたプロジェクトは、メインのプロジェクトとは別に保存フォルダ（ [参照]ファイル構造） 

以下に新規のバージョン層フォルダが生成されて保存されます。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[バージョン]  を選択します。 

レッスンを保存していない場合は保存して下さい。 

 

➢ Step2 

[保存]ボタンをクリックすると、新バージョンのプロジェクトとして保存されます。 

 

 保存順に自動でバージョン番号が 

付加されます。 

 リスト内の説明は、[ファイル]メニュー

の[プロパティ]内にある「概要」での

[説明]の内容です。 

 他のバージョンのプロジェクトを開く場合は、バージョンリストより登録されているバージョンを選択し 

[開く]ボタンをクリックして下さい。 

 同じプロジェクトフォルダ内（ [参照]ファイル構造）でのバージョン分けではなく、別プロジェクトとして

分けたい場合には、[ファイル]-[名前を付けて保存]（ [参照]保存する（名前を付けて保存/上書

き保存））で行って下さい。 

ただし、リスト内に表示されているバージョンのプロジェクト（バージョン番号のついたレッスン）は名前を 

付けて保存を行うことはできません。 

 多数のバージョンが保存されているプロジェクトでは、あるバージョンのプロジェクトが破損した場合などに 

メインプロジェクトや別バージョンデータにも影響することがあります。データ保全の観点からあまり多くの 

バージョン管理をせずに、別プロジェクトとして名前を付けて保存することをお勧めいたします。 
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20.未使用ファイルを削除する 

ステップの削除などの編集で不要になった画像や音声ファイル、動画ファイルなどのデータを削除することが 

できます。 

➢ Step1 

メニューバーの[ファイル]メニューより[ファイル削除]を選択します。 

 

 未使用状態の画像ファイル（PNG）、音声ファイル 

（MP3・WAV）、動画ファイル（FLV・AVI・MPG・WMV）、 

操作履歴を削除します。 

➢ Step2 

未使用ファイル削除についての確認ダイアログが表示されますので、[はい]ボタンをクリックして処理を実行 

します。 

もし未使用ファイル削除をキャンセルする場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。 

 

 物理的に削除を行いますので、削除したファイルは復旧することはできません。 

 操作履歴も削除されますので、削除後は前に行った編集の状態へ遡ることはできません。 

 未使用ファイル削除中は自動バックアップ機能を一時的に停止します。 

 編集を継続して行うと、その情報やデータが蓄積されることにより、データサイズが大きくなります。 

それにより、編集する端末の環境によっては処理が遅くなる場合がありますので、定期的に未使用ファイル 

の削除を行うことをお勧めいたします。 
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Part6. ジェネレート（コンテンツの出力） 

1.コンテンツ作成（ジェネレート）前に確認しておくこと及び注意点 

ジェネレートでは、作成したプロジェクトファイルを元に、ドキュメントとしての静的コンテンツ（HTML、Word、 

Excel、PowerPoint、PDF）及び、動的コンテンツとしてオート再生形式（ScoreBook、 

HTML5、Hi-qualityDHTML、Hi-qualityFlash、AVI）と 

シミュレーション形式やテスト形式（ScoreBook、HTML5、Hi-qualityDHTML、Hi-qualityFlash）のコ

ンテンツを作成できます。 

また、SCORMに対応したeラーニング用のコンテンツも作成できます。 

1つのプロジェクトファイルから15種類のコンテンツを作成できます。 

 事前の確認 

ジェネレート開始前に以下の事を確認し、必要に応じて設定の変更などを行って下さい。 

✓ 完成したデータをあらかじめ保存しておく 

 万が一に備えて、バックアップを行っておくことをお勧めいたします。 

✓ 作成するコンテンツのアプリケーションがインストールされ正常に動作する 

Word、Excel、PowerPointr形式のコンテンツ作成には、それぞれのアプリケーションが必要です。 

 ジェネレート時の注意点 

ジェネレートが正常に行われコンテンツが作成できるよう、以下の点に注意して作業を行って下さい。 

✓ 保存場所の空容量を確認する 

ファイル構成（ [参照]ファイル構造）を参考にして保存場所と空容量をあらかじめ確認して下さい。 

尚、ジェネレート時にコンテンツを格納するフォルダが自動作成されますが、同じ場所への2度目以降の 

ジェネレートではフォルダ内が上書きされます。 

上書きをしたくない場合には、ジェネレート時に別の保存場所を指定するか事前にフォルダ名を変更して 

おいて下さい。 

✓ ジェネレートを中断される可能性がある常駐アプリケーションを終了しておく 

 保存先に対してのデータの書き込み権限やその他のセキュリティ設定などにより、ジェネレートができない 

場合があります。その時には、先にそれらの問題を解決して下さい。 
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➢ コンテンツにおけるマウスアクションについて 

（HTML5／Hi-quality DHTML／Hi-quality Flash形式） 

 プロパティアクション    HTML5/DHTML正答操作        Flash正答操作 

Left Down  左クリック（押した瞬間）  左クリック 

Left Up      左クリック（離した瞬間）  左クリック 

Left Click 左クリック   左クリック 

Left Double 左ダブルクリック   左ダブルクリック 

Middle Down  左クリック（押した瞬間）        左クリック 

Middle Up      左クリック（離した瞬間）  左クリック 

Middle Click 左クリック   左クリック 

Middle Double 左ダブルクリック   左ダブルクリック 

Right Down 右クリック（押した瞬間）  左クリック 

Right Up 右クリック（離した瞬間）  左クリック  

Right Click 右クリック   左クリック 

Right Double 左ダブルクリック   左ダブルクリック 
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2.Hi-qualityジェネレート用のデザインテンプレートを編集する 

Hi-quality DHTML/Hi-quality Flash形式のジェネレートでは、デザインテンプレートを使用してデザイン性

の高いコンテンツを簡単に作成することができます。 

また、6つの解像度のコンテンツをまとめて作成できますので、閲覧者はモニタの環境に合わせて表示サイズを 

自由に選択できます。 

デザインテンプレートは、既存テンプレートをカスタマイズしたり、新規でオリジナルを作成することもできるので、 

用途やイメージに合わせたコンテンツの作成が可能です。 

 デザインテンプレートは、INDEX（コンテンツのトップ画面デザイン）とフレーム（コンテンツの再生画面デザ

イン）の2つがあります。 

 INDEXおよびフレームのサイズは、6つの解像度が用意されています。 

＞800×600 

＞1024×768 

＞1280×1024 

＞1280×720 

＞1366×768 

＞1600×900 

 

デザインテンプレートを編集するには、メニューバーの[表示]メニューより[オプション]  を選択します。 

[デザイン設定]アイコンをクリックし、[Hi-DHML/Flash]ボタンをクリックします。 

 

[INDEX]、[フレーム]には、それぞれ 

デフォルトテンプレートが同梱されて 

います。 

各テンプレートの表示内容を確認 

する場合、リストボックスより 

テンプレートを選択することで、画面右

側にサムネイルが表示されます。 

 

また、解像度をリストボックスより選択

することで、各解像度ごとの 

サムネイルも閲覧可能です。 

 デフォルトテンプレートは削除できません。 

 複数の端末でテンプレートを共有したい場合、リストボックスより対象のテンプレートを選択し、 

[エクスポート]で任意の場所に出力します。出力したテンプレートを取り込みたい端末に保存し、 

[インポート]にて取り込みを行って下さい。 

（エクスポート、インポートは、6解像度全てのデータに対して行われます。） 
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 「INDEX」を新規作成する 

➢ Step1 

[INDEX]の[新規作成]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

[INDEX]の形式を選択し、[次へ]ボタンで進みます。 

 

[標準形式] 

コンテンツを再生するアイコンが横並びに 

表示されます。アイコンの表示位置は、 

個々に変更可能です。 

[Tree形式] 

コンテンツを再生するアイコンが縦並びに 

表示されます。 

アイコンの表示位置は、全アイコンを 

1ブロックとして画面の左右どちらかに 

変更可能です。 

➢ Step3 

テンプレート名を入力し、背景やアイコンなどのベース設定を行い、[次へ]ボタンで進みます。 

標準形式を選択した場合 

 

[背景] 

[サムネイル表示]ボタンをクリックして画面下

に表示される画像より選択します。 

オリジナル画像を使用したい場合は、 

[オリジナル]ボタンをクリックして任意の画像

を選択します。 

[アイコン] 

[サイズ]よりアイコンのサイズを選択します。 

また[サムネイル表示]ボタンをクリックして、 

画面下に表示される画像より選択します。 

オリジナル画像を使用したい場合は、 

[プレビュー]のリストボックスより解像度を 

選択後、ラジオボタンで対象のコンテンツを 

指定し、[オリジナル]ボタンより任意の画像

を選択します。 

 設定は全解像度に反映されます。ただし、アイコンのオリジナル画像の設定についてはコンテンツ毎・ 

各解像度毎の設定になります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度での表示の確認・編集が行えます。 
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Tree形式を選択した場合 

 

[背景] 

[サムネイル表示]ボタンをクリックして画面下

に表示される画像より選択します。 

オリジナル画像を使用したい場合は、 

[オリジナル]ボタンをクリックして任意の画像

を選択します。 

[アイコン] 

[サムネイル表示]ボタンをクリックして、 

画面下に表示される画像より選択します。 

[Tree背景] 

チェックをオンにすると、[サムネイルの表示] 

ボタンよりアイコンの背景画像を選択します。 

 設定は全解像度に反映されます。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示を確認できます。 

➢ Step4 

内容ブロックやアイコンの位置変更、内容の表示/非表示などパターン選択を行い、[次へ]ボタンで進みます。 

標準形式を選択した場合 

 

[内容] 

レッスン名や著作権などを表示する内容ブロ

ックの表示/非表示を選択します。 

[アイコン-表示状態] 

アイコンの表示/非表示をコンテンツ毎に選択

します。 

 アイコンを非表示に設定した場合、ジェネ

レート条件によってはテンプレートが選択で

きない場合があります。 

 内容ブロックとアイコンは、マウスドラッグで

位置変更ができます。複数まとめて移動

する場合、移動対象をCtrlキーを押しな

がら選択し、[配置]ボタンより一括整列が

可能です。 

 設定は全解像度に反映されます。ただ

し、表示位置の変更については各解像度

毎の設定になります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示の確認・編集が行えます。 



Part6. ジェネレート 

208 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

Tree形式を選択した場合 

 

[内容] 

レッスン名や著作権などを表示する内容ブロッ

クの表示/非表示を選択します。 

 Tree形式では、4つのアイコンが1ブロックと

なっています。 

 内容ブロックとアイコンブロックは、マウスドラ

ッグで位置変更ができます。ただし、アイコ

ンブロックの表示位置は左右どちらかのみと

なります。 

 設定は全解像度に反映されます。ただ

し、表示位置の変更については各解像度

毎の設定になります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示の確認・編集が行えます。 

➢ Step5 

内容ブロックに表示する内容と書式を設定し、[次へ]ボタンで進みます。 

標準形式を選択した場合 

 

[内容] 

レッスン名や著作権など、各内容の表示/非

表示を選択します。 

 ボタンをクリックすると、「内容の

書式設定」ダイアログにて書式設定ができ

ます。 

設定は、対象の項目をクリックしてセルの

背景色を反転させた後、書式設定バーで

行います。（全項目選択はCtrl+A） 

 設定するフォントサイズによっては、文言が

切れる場合があります。 

 設定は全解像度に反映されます。ただ

し、書式については各解像度毎の設定に

なります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示の確認・編集が行えます。 
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Tree形式を選択した場合 

 

[内容] 

レッスン名や著作権など、各内容の表示/非

表示を選択します。 

 ボタンをクリックすると、「内容の

書式設定」ダイアログにて書式設定ができ

ます。 

設定は、対象の項目をクリックしてセルの

背景色を反転させた後、書式設定バーで

行います。（全項目選択はCtrl+A） 

 ボタンをクリックすると、「書式設

定-アイコン」ダイアログにて、アイコンのコン

テンツ名の書式設定ができます。 

 設定するフォントサイズによっては、文言が

切れる場合があります。 

 設定は全解像度に反映されます。ただ

し、書式については各解像度毎の設定に

なります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示の確認・編集が行えます。 

➢ Step6 

ヘッダー、フッターの表示/非表示と色を選択し、[次へ]ボタンで進みます。 

標準形式を選択した場合 

 

[ヘッダー] 

チェックオンでヘッダーを挿入できます。 

また、色、透過性が選択できます。 

[フッター] 

チェックオンでフッターを挿入できます。 

また、色、透過性が選択できます。 

 設定は全解像度に反映されます。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示を確認できます。 
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Tree形式を選択した場合 

 

[ヘッダー] 

チェックオンでヘッダーを挿入できます。 

また、色、透過性が選択できます。 

[フッター] 

チェックオンでフッターを挿入できます。 

また、色、透過性が選択できます。 

 設定は全解像度に反映されます。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示を確認できます。 

➢ Step7 

画面内に画像を挿入したい場合、画像を選択し位置・サイズ調整を行った後、[次へ]ボタンで進みます。 

標準形式・Tree形式共通 

（画像は標準形式のものです） 

 

[画像] 

[参照]ボタンをクリックして任意の画像を 

選択することで、画面内に画像を挿入する 

ことができます。 

画像挿入後は、マウスドラッグで位置調整 

やサイズ調整が行えます。 

 画像挿入は全解像度に反映されます。た

だし、挿入後の画像位置調整とサイズ変

更は、各解像度毎の設定になります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像度

での表示の確認・編集が行えます。 
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➢ Step8 

登録前の最終確認画面です。それぞれの内容を確認して、修正や追加設定を行う場合は[戻る]ボタン 

をクリックして下さい。 

テンプレートを登録する場合は、[OK]ボタンをクリックして下さい。 

標準形式・Tree形式共通 

（画像は標準形式のものです） 

 

[プレビュー]のリストボックスより解像度を 

選択し、各解像度ごとの表示内容を 

確認します。 

 この画面上での編集はできません。 

 「INDEX」を修正・編集する 

➢ Step1 

[INDEX]の[編集]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

前述の 「■「INDEX」を新規作成する」のStep3以降と同様の方法で、INDEXを修正・編集します。 

 デフォルトテンプレート及び作成した既存テンプレートの編集は、すべて上書き保存されます。 

現在のテンプレートをそのまま残し、編集したテンプレートを別に保存したい場合は、編集前に 

[エクスポート]でテンプレートデータを出力し、それを[インポート]で取り込んだものに編集を加えて下さ

い。 
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 「フレーム」を新規作成する 

➢ Step1 

[フレーム]の[新規作成]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

テンプレート名を入力し、レイアウトを選択して[次へ]ボタンで進みます。 

 

[レイアウト] 

[サムネイル表示]ボタンをクリックして画面下 

に表示される画像よりレイアウトを選択しま

す。 

 レイアウトにより、表示できるパーツの有

無や表示領域のサイズ、位置などが異な

ります。 

 設定は全解像度に反映されます。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像

度での表示を確認できます。 

➢ Step3 

スキンと書式を設定し、[次へ]ボタンで進みます。 

 

[スキン] 

[サムネイル表示]ボタンをクリックして画面下 

に表示される画像より全体のデザインを選択 

します。 

 スキンは、レッスン名やデザインバーなど

個々のパーツ毎に設定することもできま

す。その場合、変更したいパーツの[サム

ネイル表示]ボタンおよび[書式設定]ボ

タンより選択して下さい。 

 設定するフォントサイズによっては、文言

が切れる場合があります。 

 設定は全解像度に反映されます。ただ

し、書式設定は各解像度毎の設定にな

ります。 

 プレビューで解像度を切り替え、各解像

度での表示の確認・編集が行えます。 
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➢ Step4 

登録前の最終確認画面です。それぞれの内容を確認して、修正や追加設定を行う場合は[戻る]ボタン 

をクリックして下さい。テンプレートを登録する場合は、[OK]ボタンをクリックして下さい。 

 

[プレビュー]のリストボックスより解像度を選

択し、各解像度ごとの表示内容を確認しま

す。 

 この画面上での編集はできません。 

 「フレーム」を修正・編集する 

➢ Step1 

[フレーム]の[編集]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

前述の 「■「フレーム」を新規作成する」のStep3以降と同様の方法で、フレームを修正・編集します。 

 デフォルトテンプレート及び作成した既存テンプレートの編集は、すべて上書き保存されます。 

 

現在のテンプレートをそのまま残し、編集したテンプレートを別に保存したい場合は、編集前に 

[エクスポート]でテンプレートデータを出力し、それを[インポート]で取り込んだものに編集を加えて下さい。 
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3.カスタマイズExcelジェネレート用のレイアウトを編集する 

カスタマイズExcel形式のジェネレートでは、Excelへ出力する既存のレイアウトをカスタマイズしたり、 

新規でオリジナルを作成することもできますので、用途やイメージに合わせたコンテンツの作成が可能です。 

またヘッダー/フッター情報もDojo内でレイアウトに設定することもできます。 

Excelカスタマイズのレイアウトは、メニューバーの[表示]メニューより[オプション]を選択します。 

[カスタマイズExcel]アイコンをクリックすると確認できます。 

 

レイアウトには、デフォルトテンプレ

ートが同梱されています。 

各テンプレートの表示内容を確

認する場合、リストボックスよりテン

プレートを選択することで、画面

右側にサムネイルが表示されま

す。 

 デフォルトテンプレートは削除できません。 

 複数の端末でレイアウトを共有したい場合、リストボックスより対象のレイアウトを選択し、 

[エクスポート]で任意の場所に出力します。出力したレイアウトを取り込みたい端末に保存し、 

[インポート]にて取り込みを行って下さい。 

 

 「レイアウト」を新規作成する 

➢ Step1 

[新規]ボタンをクリックします。 
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➢ Step2 

レイアウト名を入力し、配置したいオブジェクトなどの挿入、配置、書式設定を行います。テンプレートを 

登録する場合は、[OK]ボタンをクリックします。 

カスタマイズExcelレイアウト 新規登録の画面構成 

 

①[レイアウトエリア] 各エリアを選択し、オブジェクトの挿入や配置することができます。 

[ヘッダー/フッター] 

Excelの印設定にある[ヘッダー/フッター]の編集イメージが表示されます。 

 [ヘッダー/フッター]の編集は、ツールバーにあるアイコンから別ウィンドウで表示さ

れる編集画面から行います。 

[プリンターエリア] 

外部画像や図形、レッスン概要のオブジェクトを挿入し、配置できます。 

 [ブロックエリア] 

外部画像や図形、レッスン概要と[ブロックA]と[ブロックB]のオブジェクトを挿入し、

配置できます。 

 ブロックエリアを移動した場合、ブロックエリア内に配置したオブジェクトも 

動きます。 

②[出力形式] 印刷プレビューでのパターンを指定できますが、現バージョンでは[A4用紙サイズの

横]タイプのレイアウトのみとなります。 

③[単位セル] チェックを入れるとレイアウトエリアに方眼紙のように罫線を表示できます。 

 単位セルはExcel上には表示されません。 

④[ツールバー] オブジェクトの挿入やヘッダー/フッターの編集画面を開くことができるアイコンを配置

しています。 

 各アイコンの詳細は、後述を参照 

⑤[書式設定] 各オブジェクトに対して位置や書式を変更できます。 

 

 

 

     ④ 
③ ⑥ 

  
 

  

 

⑤ 
② 

① 
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[配置]  各機能の詳細は、後述を参照 

⑥[高さ]・[幅] 各オブジェクトに対してサイズを変更できます。 

 各機能の詳細は、後述を参照 

 ツールバー一覧 

 

 ヘッダー ヘッダー編集画面を表示します 

 フッター フッター編集画面を表示しす 

 図形 線/基本図形/ブロック矢印などの図形を挿入します。[▼]をクリックすると

形状リストが表示されます。 

 図形には、テキストを入力できます 
 

図 外部から画像を挿入します 

 レッスン名称 レッスン名を表示します 

 作成者 レッスン概要に設定されている[作成者]を表示します 

 著作権 レッスン概要に設定されている[著作権]を表示します 

 レッスン概要の説明 レッスン概要に設定されている[説明]を表示します 

 作成日 Excelジェネレートした日付を表示します 

 ブロックA 各ステップ情報（キャプチャー画像/キャプション名/ステップ説明文）の 

配置用エリア 

 ブロックエリアにブロックAとBそれぞれ1オブジェクト挿入できます。 

 図形やレッスン概要のオブジェクトも挿入できます。 

 ブロックAとBを移動した場合、ブロックエリア内に配置したオブジェクトも

移動します。 

 ブロックB 

 
キャプチャー画像 キャプチャー画像を表示します。 

 [ブロックA]と[ブロックB]にそれぞれ1オブジェクト挿入できます。 

 キャプション名 キャプション名を表示します。 

 [ブロックA]と[ブロックB]にそれぞれ1オブジェクト挿入できます。 
 

ステップ説明文 ステップ説明文を表示します。 

 [ブロックA]と[ブロックB]にそれぞれ1オブジェクト挿入できます。 
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 オブジェクト（レッスン名）を挿入した場合 

 

[高さ(cm)/幅(cm)] 

現在選択しているオブジェクトの 

サイズを右側にある ボタンから 

0.1(cm)単位で調整できます。 

[書式設定] 

現在選択しているオブジェクトの 

「書式設定」ウィンドウが開き、 

設定することができます。 

 

[配置] 

現在選択しているオブジェクトの 

位置を指定場所へ配置すること 

ができます。 

 Ctrlキーを押したまま、オブジェ

クトをクリックすると、複数のオ

ブジェクトを選択し、まとめて配

置することもできます。 

 

  



Part6. ジェネレート 

218 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 「ヘッダー/フッター」を編集する 

➢ Step1 

ツールバーにあるヘッダーアイコン or  フッターアイコンをクリックします。 

 

➢ Step2 

編集したいエリアをクリックし、オブジェクトを挿入したり、テキストを入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 ヘッダー／フッターの編集

画面の項目は同じです。 

 フォント 選択しているエリアの全ての書式設定を変更します。 

 現在のページ数 各ページのページ番号を挿入します。 

 総ページ数 総ページ数を挿入します。 

 日付 Excelでの印刷時の日付を表示します。 

 時間 Excelでの印刷時の時間を表示します。 

➢ Step3 

レイアウト編集画面のヘッダー／フッターエリアに編集した内容が表示されます。 

 

 「レイアウト」を編集する 

➢ Step1 

[編集]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

前述の 「■レイアウトを新規作成する」のStep2以降と同様の方法で修正・編集します。 

 デフォルトのレイアウト及び作成した既存レイアウトの編集は、すべて上書き保存されます。 

現在のレイアウトをそのまま残し、編集したレイアウトを別に保存したい場合は、編集前に[エクスポート]

でテンプレートデータを出力し、それを[インポート]で取り込んだものに編集を加えて下さい。 
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4.HTML5ジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[HTML5]  をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

作成するコンテンツを選択します。 

 

HTML5形式のジェネレートでは、1度

に最大4種類のコンテンツを生成するこ

とができます。 

アイコンをクリックして、必要なコンテンツ

を指定します。 

（青色のアイコンがジェネレートされま

す） 

[オートデモンストレイション] 一連の流れの確認やデモンストレイション/プレゼンテーションなどに 

適した自動再生形式のコンテンツです。 

[オペレーションレクチャー] 学習者のペースで学習可能なラーニングコンテンツです。 

説明文などを参考にシミュレーションができます（疑似体験モード）。 

[プリテスト] 設定された回数間違えるとそこからオペレーションレクチャーに戻り、 

学習し直すという弱点の発見・克服コンテンツです。 

[オペレーションエクササイズ] 学習者の習得度を確認できるセルフテストコンテンツです。手順毎に正解/

不正解が確認でき、テストレポートのMail送信機能もあります。 
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[INDEX] [INDEX]のチェックをオフにすることで、INDEXなしでもコンテンツが作成で

きます。 

[倍率] 必要に応じてリストボックスより画像サイズを選択します。 

（[10％]～[100％]の間で10％単位で選択できます。） 

 [100％]は、画像を元のサイズのまま表示します。 

 倍率は、コンテンツを閲覧する画質に合わせて選択して下さい。 

倍率が大きいほど、高画質になります。 
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➢ Step3 

再生時の表示に関する詳細設定を行います。 

 

マウスアクションとテキストアクションの 

枠色と、オートデモンストレイションでの

表示時間となるウェイトアクションの設定

を行う場合は、 

アイコンをクリックして下さい。 

 

 [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

保存先の設定は「参照」ボタンをクリ

ックし、選択して下さい。 

[GAKTEんフォーマットを 

出力する] 

GAKTEんにアップロードできるコンテンツを作成の有無を選択します。 

チェックがある場合は、「Pack」フォルダにzipファイルとlspファイルが作成され

ます。 

[間違い回数] [プリテスト]の[間違い回数の設定]は、学習者がオペレーションレクチャー

へ戻るタイミング（1ステップあたり指定した回数を間違えると、オペレーショ

ンレクチャーでの学習を促すメッセージを表示）を設定します。 

[制限時間] [オペレーションエクササイズ]の[制限時間]では、必要に応じて制限時間

を設定できます。 

 制限時間を設けた場合、再生時間が設定した時間に達した時で動画

再生も終了します。 
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[マウスアクションの 

点滅効果] 

 

チェックボックスをオンにすると、マウスアクションボックスを点滅させて強調することが 

できます。 

[スピード（ミリ秒）]で点滅のスピードをミリ秒単位（1秒＝1000ミリ秒）で設

定します 

効果を設定した場合は、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

 ここでサンプル表示される[マウスアクションの点滅効果]の枠色は、例としての 

サンプル色（青色）のため、実際の枠色と異なります。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する, [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

 

 HTML5 では、[音声圧縮]の項目はありません。自動で音声を MP3 に圧縮するため、編集画面上でブ

ラウザに適した音声を選択する必要がありません。 
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[合格ライン] オペレーションエクササイズを終了した時の合否判定に使用します。 

[合格ライン]を設定した場合の合否判定基準は、[判定Mode]で設定します。 

[判定Mode] [Easy]と[Hard]から選択でき、オペレーションエクササイズにおける操作の 

正解および不正解の判定基準です。 

[Easy] 

操作回数や操作内容に関わらず、ヘルプの内容を表示せずに正しい操作を行っ

た場合に正解とみなし、ヘルプの内容を表示した場合のみ不正解とみなします。 

[Hard] 

各ステップの最初の操作において正しい操作を行ったステップのみ正解とみなし、 

それ以外は全て不正解とみなします。 
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[フォーマット] 背景画像に使用する画像形式を選択します。 

 PNG/JPGの２種類の形式から選択できます。 

[使用する色] [使用する色数]を、[256色]と[True Color(24ビット)]から選択します。 

[256色]を選択すると、ジェネレート後のHTMLファイルのサイズは小さくなります

が、画質は粗くなります。 

 [フォーマット]で「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[文字コード] 使用する文字コードはUTF-8のみとなります。 

[レポートを要求する] チェックボックスをオンにすると、オペレーションエクササイズを終了した時の 

テストレポートを、任意のアドレスに送信することができます。 

送信先メールアドレスを設定します。 

 レッスン名に全角が含まれている場合、件名が空白となる場合がありますの

で、レッスン名には半角英数字を使用することをお勧めします。 

 文字コードとメーラーの組合せによって、文字化けが発生する場合があります。 

 ご利用のメーラーによっては、メーラーのサイズ制限により、テストレポート提出

時にメーラーが起動しない場合があります。 
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➢ Step4 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、出力したコンテンツが保存されている 

フォルダが表示されます。 

  

        

 

 PCブラウザ・タブレットブラウザでの操作の違いについて 

HTML5ジェネレートでは、PCブラウザ（Internet Explorer 10・11、FireFox、Chrome）とタブレット

ブラウザ(Internet Explorer 11 メトロ版、iPhone 、iPad)を判別し、デバイスで操作しやすいように最

適化されます。 

➢ マウスアクション 

PCブラウザでは、マウス操作を認識しアクションが反応します。 

タブレットブラウザでは、すべてのマウスアクションを「シングルタップ」することで、アクションが反応します。 

 

➢ キーアクション 

PCブラウザでは、キーボードの入力操作を認識しアクションが反応します。 

タブレットブラウザでは、キーが表記されたボタンとして表示されます。ボタンを「シングルタップ」することで、アク

ションが反応します。 

 

➢ テキストアクション 

PCブラウザでは、キーボードの入力を識別しアクションが反応します。 

タブレットブラウザでは、入力領域をタップするとデバイスごとのソフトウェアキーボードが立ち上がります。ソフト

ウェアキーボードの入力を元に判別されます。 

 

➢ ボタンアクション 

PCブラウザ、タブレットブラウザ共に、ボタンが表示されます。 
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 コンテンツの操作方法 

 [INDEX] 標準形式の例 

 

 再生画面の例 

 

 INDEXに表示される情報「レッスン名、日付、合格ライン」は固定です。 

 HTML5ジェネレートのコンテンツはブラウザのサイズに応じて自動でサイズが調整されます。 

 

ツールバー 

 

① 格納 クリックすると、ツールバーを左端に格納します。 

左端の格納ボタンを再度クリックすると、ツールバーが表示されます。 

② 停止 コンテンツの再生を停止します。 

停止したコンテンツは、１ステップ目に戻ります。 

③ 最初に移動 コンテンツの１ステップ目に移動します。 

再生中の場合は継続して再生されます。 

④ １つ前に移動 １ステップ前に移動します。 

⑤ 一時停止 再生を一時停止します。停止中は  が表示されます。 

再度クリックすると、再生が再開します。 

⑥ １つ後に移動 コンテンツの１ステップ後に移動します。 

⑦ 最後に移動 最後のステップに移動します。（ブランチエンド） 

⑧ 音量オン/オフ 音声の音量を切替を行ないます。 

 iPhone・iPadでは操作することが出来ません。 

端末でオン/オフを切り替えてください。 

⑨ INDEXに戻る INDEX画面に戻ります。 

 INDEX無しの場合では操作することが出来ません 

⑩ 自動調整/実サイズ ボタンをクリックすると、自動調整機能がオフになり、実際の出力サイズで 

表示されます。 

  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ステップ番号 
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5.Hi-quality DHTMLジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]より[Hi-qiality DHTML]  をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

作成するコンテンツを選択します。 

 

Hi-quality DHTML形式のジェネレー

ト 

では、1度に最大4種類のコンテンツを 

生成することができます。 

アイコンをクリックして、必要なコンテンツ

を指定します。 

（青色のアイコンがジェネレートされま

す） 

[オートデモンストレイショ

ン] 

一連の流れの確認やデモンストレイション/プレゼンテーションなどに 

適した自動再生形式のコンテンツです。 

[オペレーションレクチャー] 学習者のペースで学習可能なラーニングコンテンツです。説明文などを 

参考にシミュレーションができます（疑似体験モード）。 

[プリテスト] 設定された回数間違えるとそこからオペレーションレクチャーに戻り、 

学習し直すという弱点の発見・克服コンテンツです。 

[オペレーションエクササイ

ズ] 

学習者の習得度を確認できるセルフテストコンテンツです。手順毎に正解/ 

不正解が確認でき、テストレポートのMail送信機能もあります。 
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[デザインテンプレー

ト] 

 [INDEX] 

コンテンツのトップページデザインを[標準形式]と[Tree形式]より 

選択し、リストボックスよりテンプレートを指定します。 

[INDEX]のチェックをオフにすることで、INDEXなしでもコンテンツが作成できま

す。 

 [フレーム] 

コンテンツの再生画面デザインのテンプレートを、リストより選択します。 

 INDEX、フレームのテンプレート内容の確認・編集などは、[表示]-[オプショ

ン]の[デザイン設定]で行えます。 

 [参照]Hi-qualityジェネレート用のデザインテンプレートを編集する 

[解像度とズーム] 作成する解像度（コンテンツの表示サイズ）を選択し、必要に応じて 

リストボックスより画像サイズを選択します。 

（[50％]～[125％]の間で5％単位で選択できます。） 

 [自動]は、キャプチャー画像の表示領域にスクロールが出ないようにサイズを

自動調整します。 

[100％]は、画像を元のサイズのまま表示します。 

 解像度は、コンテンツの閲覧環境（画面サイズ）に合わせて選択して下さ

い。 

 複数の解像度のチェックをオンにしてジェネレートすることも可能です。 

その場合、各画面サイズに合わせたコンテンツがまとめて作成できます。 
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➢ Step3 

再生時の詳細設定を行います。 

 

マウスアクションとテキストアクションの枠 

色と、オートデモンストレイションでの表

示時間となるウェイトアクションの設定を

行う場合、       

のアイコンをクリックして下さい。 

 

 [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

保存先の設定は「参照」ボタンをクリック

し、選択して下さい。 

[再生時間を表示す

る] 

コンテンツにステップの再生時間を表示します。 

表示する位置を[表示位置]から選択します。 

[間違い回数] [プリテスト]の[間違い回数の設定]は、学習者がオペレーションレクチャーへ 

戻るタイミング（1ステップあたり指定した回数を間違えると、オペレーションレクチャ

ーでの学習を促すメッセージを表示）を設定します。 

[制限時間] [オペレーションエクササイズ]の[制限時間]では、必要に応じて制限時間を 

設定できます。 

 制限時間を設けた場合、再生時間が設定した時間に達した時点で 

動画再生も終了します。 

[合格ライン] オペレーションエクササイズを終了した時の合否判定に使用します。 

[合格ライン]を設定した場合の合否判定基準は、 

[判定Mode]で設定します。 

[判定Mode] [Easy]と[Hard]から選択でき、オペレーションエクササイズにおける操作の正解 

および不正解の判定基準です。 

[Easy] 

操作回数や操作内容に関わらず、ヘルプの内容を表示せずに正しい操作を 

行った場合に正解とみなし、ヘルプの内容を表示した場合のみ不正解とします。 

[Hard] 

各ステップの最初の操作において正しい操作を行ったステップのみ正解とみなし、 

それ以外は全て不正解とみなします。 
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[マウスアクションの 

点滅効果] 

 

チェックボックスをオンにすると、マウスアクショボックスを点滅させて強調することがで

きます。[スピード（ミリ秒）]で点滅のスピードをミリ秒単位（1秒＝1000ミリ

秒）で設定します。 

効果を設定した場合は、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

 ここでサンプル表示される[マウスアクションの点滅効果]の枠色は、 

例としてのサンプル色（青色）のため、実際の枠色と異なります。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する 

 [参照]表示時間を設定する（ウェイトアクションの設定） 

 

  



Part6. ジェネレート 

231 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

[フォーマット] 背景画像に使用する画像形式を選択します。 

 PNG/JPGの２種類の形式から選択できます。 

[使用する色] [使用する色数]を、[256色]と[True Color(24ビット)]から選択します。 

[256色]を選択すると、ジェネレート後のHTMLファイルのサイズは小さくなります

が、 

画質は粗くなります。 

 [フォーマット]で「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[文字コード] 使用する文字コードを選択します。 

 Shift-JIS、Windows-31J、UTF-8の3種類より選択できます。 

[音声圧縮] チェックボックスをオンにすると、アウトプットの音声ファイルがMP3に変換されます。 

 プロジェクトファイル上WAVとMP3が混在していても、コンテンツ生成時に一括

でMP3に変換することができます 

 プロジェクトに音声を登録していない場合でも[音声圧縮]の設定ができます

が、コンテンツには何ら影響しません。 

 データ量などの観点から、音声挿入時はMP3への圧縮をお勧めいたします。 

 

 

  



Part6. ジェネレート 

232 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

[レポートを要求する] チェックボックスをオンにすると、オペレーションエクササイズを終了した時のテスト 

レポートを、任意のアドレスに送信することができます。レポート形式と送信先 

メールアドレスを設定します。 

 文字コードとメーラーの組合せによって、文字化けが発生する場合があります。 

 ご利用のメーラーによっては、メーラーのサイズ制限により、テストレポート提出

時にメーラーが起動しない場合があります。 

その場合、XML形式レポートを選択し、[メール本文なし]で回避できる場合があ

ります。 

 作成するコンテンツの種類選択時、「オペレーションエクササイズ」を選択してい

ない場合は選択出来ません。 

 PDF形式レポートにチェックを入れ、「オペレーションエクササイズ」を受講し

「PDFでレポートを作成」ボタンをクリックすると、レポート結果がPDF形式で添付さ

れたoutlookが起動します（outlookにのみ対応となっております） 

 全角文字は文字化けするので、半角英数字のみの表示となります。 
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➢ Step4 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にブラウザが起動し、 

コンテンツのトップ画面（INDEXページ）が表示されます。 

 

 [INDEX] 標準形式の例 

 

 [INDEX] Tree形式の例 

 

 複数解像度でジェネレートした場合、INDEX画面右上のプルダウンリストより解像度を変更できます。 

 [フレーム] の例 

 

 ブランチエンドの画像及びブランチエンドに挿入された動画は再生されません。 
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6.Hi-quality Flash ジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[Hi-quality Flash]  をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

作成するコンテンツを選択します。 

 

Hi-quality Flash形式のジェネレート

で 

は、1度に最大4種類のコンテンツを 

生成することができます。 

アイコンをクリックして、必要なコンテンツ 

を指定します。 

（青色のアイコンがジェネレートされま

す） 

[オートデモンストレイショ

ン] 

一連の流れの確認やデモンストレイション/プレゼンテーションなどに 

適した自動再生形式のコンテンツです。 

[オペレーションレクチャー] 学習者のペースで学習可能なラーニングコンテンツです。 

説明文などを参考にシミュレーションができます（疑似体験モード）。 

[プリテスト] 設定された回数間違えるとそこからオペレーションレクチャーに戻り、 

学習し直すという弱点の発見・克服コンテンツです。 

[オペレーションエクササイ

ズ] 

学習者の習得度を確認できるセルフテストコンテンツです。手順毎に正解/ 

不正解が確認でき、テストレポートのMail送信機能もあります。 
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[デザインテンプレー

ト] 

[INDEX] 

コンテンツのトップページデザインを[標準形式]と[Tree形式]より選択し、 

リストボックスよりテンプレートを指定します。 

[INDEX]のチェックをオフにすることで、INDEXなしでもコンテンツが作成できま

す。 

[フレーム] 

コンテンツの再生画面デザインのテンプレートを、リストより選択します。 

 INDEX、フレームのテンプレート内容の確認・編集などは、[表示]-[オプショ

ン]の[デザイン設定]で行えます。 

 [参照]Hi-qualityジェネレート用のデザインテンプレートを編集する 

[解像度とズーム] 作成する解像度（コンテンツの表示サイズ）を選択し、必要に応じてリストボック

ス 

より画像サイズを選択します。（[50％]～[125％]の間で5％単位で選択 

できます。） 

 [自動]は、キャプチャー画像の表示領域にスクロールが出ないようにサイズを

自動調整します。 

[100％]は、画像を元のサイズのまま表示します。 

 解像度は、コンテンツの閲覧環境（画面サイズ）に合わせて選択して下さ

い。 

 複数の解像度のチェックをオンにしてジェネレートすることも可能です。 

その場合、各画面サイズに合わせたコンテンツがまとめて作成できます。 
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➢ Step3 

再生時の表示に関する詳細設定を行います。 

 

マウスアクションとテキストアクションの枠

色と、オートデモンストレイションでの表

示時間となるウェイトアクションの設定を

行う場合は、 

アイコンをクリックして下さい。 

 

 [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

保存先の設定は「参照」ボタンをクリック

し、選択して下さい。 

[間違い回数] [プリテスト]の[間違い回数の設定]は、学習者がオペレーションレクチャーへ戻る 

タイミング（1ステップあたり指定した回数を間違えるとオペレーションレクチャーでの 

学習を促すメッセージを表示）を設定します。 

[制限時間] [オペレーションエクササイズ]の[制限時間]では、必要に応じて制限時間を設定 

できます。 

 制限時間を設けた場合、再生時間が設定した時間に達した時点で 

動画再生も終了します。 
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[マウスアクションの 

点滅効果] 

チェックボックスをオンにすると、マウスアクションボックスを点滅させて強調することが

できます。 

[スピード（ミリ秒）]で点滅のスピードをミリ秒単位（1秒＝1000ミリ秒）で設

定します 

効果を設定した場合は、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

 ここでサンプル表示される[マウスアクションの点滅効果]の枠色は、例としての 

サンプル色（青色）のため、実際の枠色と異なります。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する, [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

[マウススピード] 表示されるマウスの軌跡の速度です。左右に動かしてスピードを指定して下さい。 
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[合格ライン] オペレーションエクササイズを終了した時の合否判定に使用します。 

[合格ライン]を設定した場合の合否判定基準は、[判定Mode]で設定します。 

[判定Mode] [Easy]と[Hard]から選択でき、オペレーションエクササイズにおける操作の 

正解および不正解の判定基準です。 

[Easy] 

操作回数や操作内容に関わらず、ヘルプの内容を表示せずに正しい操作を行っ

た場合に正解とみなし、ヘルプの内容を表示した場合のみ不正解とみなします。 

[Hard] 

各ステップの最初の操作において正しい操作を行ったステップのみ正解とみなし、そ

れ以外は全て不正解とみなします。 
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[出力形式] チェックボックスをオンにすると、画像ファイル・音声ファイル・動画ファイルを 

SWFファイルに含めて生成します。 

これにより、コンテンツのファイル数を抑制することができます。 

オフにすると、画像をSWFに含めずに生成するため、ジェネレートスピードが向上し

ますが、コンテンツのファイル数は多くなります。 

 動画ファイル、音声ファイル全体のファイルサイズが大きい場合、SWFファイルに

含めず生成を行うことを推奨いたします。 

[圧縮] チェックボックスをオンにすると、画像ファイルを圧縮することができます。 

[フレームレート] 1秒あたりのフレーム数を示しており、通常変更する必要はありません。 
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[フォーマット] 背景画像に使用する画像形式を選択します。 

 PNG/JPGの２種類の形式から選択できます。 

[使用する色] [使用する色]を、[256色]と[True Color(24ビット)]と[モノクロ]から選択し

ます。 

[256色]を選択すると、ジェネレート後のHTMLファイルのサイズは小さくなります

が、 

画質は粗くなります。 

 [フォーマット]で「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[レポートを要求する] チェックボックスをオンにすると、オペレーションエクササイズを終了した時の 

テストレポートを、任意のアドレスに送信することができます。 

 文字コードとメーラーの組合せによって、文字化けが発生する場合があります。 
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➢ Step4 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にブラウザが起動し、コンテンツの 

トップ画面（INDEXページ）が表示されます。 

 

 [INDEX] 標準形式の例 

 

 [INDEX] Tree形式の例 

 

 複数解像度でジェネレートした場合、INDEX画面右上のプルダウンリストより解像度を変更できます。 

 [フレーム] の例 

 

 ブランチエンドの画像及びブランチエンドに挿入された動画は再生されません。 

 Flash Playerの制限事項により、右マウスアクションがサポートされていませんので、 

再生時に右マウスをクリックするとFlash Playerのコンテキストメニューが表示されます。 

 右マウスのアクションがある場合、[オペレーションレクチャー] [プリテスト] [オペレーションエクササイズ]

の 

再生時は「左マウスクリック」で進めて下さい。この「Flashにおいての右マウスアクション→左マウスアクション

の変更」は、ジェネレート時に自動修正されますので、編集時に特別な設定や変更は不要です。 

 Flashでジェネレートしたコンテンツを再生する閲覧者側にはFlash Playerが必要です。 

 ブランチエンドの画像及びブランチエンドに挿入された動画は再生されません。 

 ローカル上でコンテンツを再生してテストレポートを提出する場合、Flashのグローバルセキュリティの設定に

より、起動するメーラーの件名と本文がブランクで表示されることがあります。  
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7.AVI ジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[Movie]  をクリックし [AVI]を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 

AVIジェネレートでは、自動再生形式 

のコンテンツを生成することができます。 

 

[保存先] 

設定は「参照」ボタンをクリックし、選択 

して下さい。 

 

[ズーム] 必要に応じて[50％]～[100％]の間で5％単位で選択できます。 

[サイズ指定] 作成する動画の幅と高さを指定することができます。 

[圧縮ツール] リストボックスより、圧縮プログラム（CODEC）を選択して下さい。 

圧縮ツールで選択されたCODECによって、生成後のファイルサイズに 

差がでます。 

 [Full Frames(Uncompressed)]は非圧縮となります。 

 圧縮ツールの制限により、Microsoft MPEG-4 Video Codec V1では、 

1280×1024の解像度がサポートされていません。 

[すべてのキーフレー

ム] 

１ステップあたりのフレーム数を設定します。通常変更する必要はありません。 

[ジェネレートの範囲] ステップ単位でコンテンツを生成する範囲を指定することができます。 

[再生録音レート] １秒あたりのフレーム数を示しており、通常変更する必要はありません。 

[マウススピード] 表示されるマウスの軌跡の速度です。左右に動かしてスピードを指定して下さい。 

マウススピードは、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 
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➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動でMediaPlayerが起動し、 

コンテンツが表示されます。 

 

 

 

 AVIでジェネレートしたコンテンツを再生する閲覧者側にはMedia Playerが必要です。 
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8.MP4ジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[Movie]  をクリックし[MP4]を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

 MP4ジェネレートのジェネレート速度はCPUの性能に依存します。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 

MP4ジェネレートでは、自動再生形式 

のコンテンツを生成することができます。 

 

[保存先] 

設定は「参照」ボタンをクリックし、 

選択して下さい。 

 

[ズーム] 必要に応じて[50％]～[100％]の間で5％単位で選択できます。 

[サイズ指定] 作成する動画の幅と高さを指定することができます。 

 「アスペクト比を固定する」にチェックをいれると、比率を維持したままサイズの

変更が可能です。 

[フレームレート] フレームレートを設定します。 

[キーフレーム] キーフレームを設定します。 

 キーフレームとは映像の基点となるフレームです。 

[ジェネレートの範囲] ステップ単位でコンテンツを生成する範囲を指定することができます。 

[マウススピード] 表示されるマウスの軌跡の速度です。左右に動かしてスピードを指定して下さ

い。 

マウススピードは、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

[チャンネル] ステップに挿入された音声のチャンネルを指定します。 

[ビットレート] ステップに挿入された音声のビットレートを指定します。 

[サンプルレート] ステップに挿入された音声のサンプルレートを指定します。 
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➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動でMediaPlayerが起動し、 

コンテンツが表示されます。 
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9.HTMLジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[HTML]  をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 

HTMLジェネレートでは、表示の異なる 

2種類のコンテンツを生成することが 

できます。 

 

[保存先] 

設定は「参照」ボタンをクリックし、 

選択して下さい。 

[文字コード] 使用する文字コードを選択します。 

 Shift-JIS、Windows-31J、UTF-8の3種類より選択できます。 

[使用する色] [True Color(24ビット)]と[256色]と[モノクロ]より選択できます。 

[256色]を選択するとジェネレート後のファイルサイズは小さくなりますが、 

画質は粗くなります。 

[ズーム] 必要に応じて[50％]～[125％]の間で5％単位で選択できます。 

[操作説明文の表示位置] [スクリーンの上] [スクリーンの下]から選択できます。 

[1ページで作成] オン：1ページで作成され、上下のスクロールで表示させる 

オフ：トップページ付きで1ページに1ステップのみで作成され、進むや戻るの 

操作ボタンで表示させる 

[全ステップ表示] チェックボックスをオンにすると、全てのステップの画像が出力されます。 

オフにすると「ブランチ内の最終ステップの画像のみ」が出力されます。 

[コメントの表示] チェックボックスをオンにすると、コメントが出力されます。 

[アクションボックスの表示] チェックボックスをオンにすると、アクションボックスの枠線が表示されます。 
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➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

 

 

 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にブラウザが起動し、コンテンツが 

表示されます。 

 1ページで作成：オンの場合 

 

 1ページで作成：オフの場合 

 

  1ページで作成]をオフにした形式には、説明用音声が組み込まれます。 
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10.MS Wordジェネレート  

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[MS Word]   をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 

Wordジェネレートでは各種設定や 

テンプレートで、希望の書式に近い設定 

を行うことで、その後のWordでの編集 

作業を軽減する事ができます。 

 

保存先の設定は「参照」ボタンを 

クリックし、選択して下さい。 

パス設定 

[MS Wordのテンプレート] 

 

テンプレートファイルが格納されている場所です。 

変更する場合は[編集]ボタンをクリックし[テンプレートを変更する]を 

クリック後、任意のテンプレートファイルを選択して下さい。 

編集する場合は、[テンプレートを編集する]をクリック後、MS Wordの機

能を使って編集することができます。 

ページ設定 

[操作説明文の表示位置] 

 

[スクリーンの上] [スクリーンの下] [スクリーンの左] [スクリーンの右]

から選択できます。左または右を指定した場合は、Word上のページ内で

の説明文の表示比率を[10％]～[50％]より選択します。 

[改ページ指定] Wordの1ページあたりに、いくつの画像と操作説明文を貼り付けるのかを

設定する機能で、[1ページ1画像] [1ページ2画像] [改ページ指定無

し]から選択できます。 

（操作説明文の表示位置が左または右の場合のみ[1ページ3画像] 

[1ページ4画像]も選択可能） 
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画像設定 

[フォーマット] 

 

画像をWordに挿入する時のファイル形式で[PNG][BMP][JPG]から選

択できます。 

 「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[使用する色] [モノクロ]と[256色]と[True Color(24ビット)]より選択できます。 

[256色]を選択するとジェネレート後のファイルサイズは小さくなりますが、 

画質は粗くなります。 

表示設定 

[全ステップ表示] 

 

チェックボックスをオンにすると、全てのステップの画像が出力されます。 

オフにすると「ブランチ内の最終ステップの画像のみ」が出力されます。 

[コメントの表示] チェックボックスをオンにすると、コメントが出力されます。 

[アクションボックスの表示] チェックボックスをオンにすると、アクションボックスの枠線が表示されます。 
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➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にWordが起動し、コンテンツが表示さ

れます。 

 

 

 

 画像サイズが小さい・大きい場合などの調整は、Word側の機能で編集して下さい。 
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 アクションとコメントをWordのオブジェクト（図形）として、ジェネレートします。 

ジェネレート後のWordファイル内で、アクションとコメントを編集する事もできます。 

ジェネレート後の画面 

 

ジェネレート後に編集を行った画面 

 

アクションボックスの大きさと、コメントの場所、大きさ、内容が編集されています。 

 

 オブジェクト機能に対応しているWord2007・Word2010・Word2013では、一部対応不可の機能が

あります。 

詳細は後述の「オブジェクト出力対応一覧」をご覧下さい。 

 Wordテンプレートの初期設定は、各Wordのバージョンに適したテンプレートが設定されます。

【XXXX.dotx】 

は、オブジェクト（図形）として出力、【Template.dot】は、画像と出力します。 

 オブジェクト化できない設定は含まれている場合、オブジェクト化できない設定内容が表示され、 

[OK]ボタンを押下すると該当箇所は画像として出力します。 

 インストールされるOfficeのバージョンがWordテンプレートのバージョンと合わない場合、 

アラートメッセージが表示できません。ご利用のOfficeのバージョンに適したWordテンプレートを設定後、 

ジェネレートを実施して下さい。 
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 オブジェクト出力対応一覧 

「○」は対応可能項目、「×」については非対応項目となります。 

 項目 Dojoプロパティ 
Word 

2007 

Word 

2010/2013/2016 

アクション 枠線の色 透明 ○ ○ 

任意指定 ○ ○ 

座標 左/トップ ○ ○ 

サイズ 幅/高さ ○ ○ 

共通 

（タイトルボックス） 

（コメント） 

塗りつぶし 

（ グ ラ デ ー シ ョ

ン） 

方向 ○ ○ 

色の個数 

（3色以上） 
× ○ 

位置 × ○ 

色 ○ ○ 

明るさ ○ ○ 

透過性 ○ ○ 

影 色 ○ ○ 

透過性 ○ ○ 

サイズ × ○ 

ぼかし × ○ 

角度 ○ ○ 

距離 ○ ○ 

輪郭 輪郭線太さ ○ ○ 

線のスタイル ○ ○ 

色 ○ ○ 

透過性 ○ ○ 

3-Dスタイル × × 

余白の幅 × × 

横位置 ○ ○ 

縦位置 ○ ○ 

座標 左/トップ ○ ○ 

サイズ 幅/高さ ○ ○ 

コメント（吹き出し） ポイント XY座標 ○ ○ 

線吹き出し 
 

× ○ 

コメント（線） 始点・終点 XY座標 ○ ○ 

 Word2007・Word2010・Word2013は、ジェネレート時に使用するOfficeのバージョンを指します。  
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11.MS Excelジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[MS Excel]   をクリックし[MS Excel]を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 

Excelジェネレートでは、各種設定で 

希望の書式に近い設定を行うことで、 

その後のExcelでの編集作業を軽減 

することができます。 

 

保存先の設定は「参照」ボタンを 

クリックし、選択して下さい。 

ページ設定 

[操作説明文の表示位置] 

 

[スクリーンの上] [スクリーンの下] [スクリーンの左] [スクリーンの右]

から 

選択できます。 

[改ページ指定] Excelの1ページあたりに、いくつの画像と操作説明文を貼り付けるのかを 

設定する機能で、[1ページ1画像] [1ページ2画像] [改ページ指定無

し] 

から選択できます。 

表示設定 

[全ステップ表示] 

 

チェックボックスをオンにすると、全てのステップの画像が出力されます。 

オフにすると「ブランチ内の最終ステップの画像のみ」が出力されます。 

[コメントの表示] チェックボックスをオンにすると、コメントが出力されます。 

[アクションボックスの表示] チェックボックスをオンにすると、アクションボックスの枠線が表示されます。 
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画像設定 

[フォーマット] 

 

画像をExcelに挿入する時のファイル形式で、[BMP][PNG][JPG]から 

選択できます。 

[使用する色] [モノクロ]と[256色]と[True Color(24ビット)]より選択できます。 

[256色]を選択するとジェネレート後のファイルサイズは小さくなりますが、 

画質は粗くなります。 

 

➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にExcelが起動し、コンテンツが 

表示されます。 

 

 

 

 画像サイズが小さい・大きい場合などの調整は、Excel側の機能で編集して下さい。 
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12.MS PowerPointジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[MS PowerPoint]   をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 動画出力で出力される動画形式はMP4形式になります。 

 Office 2010以前のバージョンでは、MP4動画の再生にQuickTimePlayerのインストールが必要になり

ます。 

 Office 2010以前のバージョンでは、PowerPointファイルの外にMP4動画ファイルが出力されます。 

  

PowerPointジェネレートでは、各種 

設定やテンプレートで、希望の書式に 

近い設定を行うことで、その後の 

PowerPointでの編集作業を軽減する 

ことができます。 

保存先の設定は「参照」ボタンを 

クリックし、選択して下さい。 

パス設定 

[MS PowerPointの 

テンプレート] 

テンプレートファイルが格納されている場所です。 

変更する場合は[編集]ボタンをクリックし[テンプレートを変更する] 

をクリック後、任意のテンプレートファイルを選択して下さい。 

編集する場合は、[テンプレートを編集する]をクリック後、 

MS PowerPointの機能を使って編集することができます。 

表示設定 

[コメントの表示] 

 

チェックボックスをオンにすると、コメントが出力されます。 

 出力動画には[コメント表示]の設定は反映されません。 

[アクションボックスの表示] チェックボックスをオンにすると、アクションボックスが表示されます。 

 出力動画には[アクションボックスの表示]の設定は反映されません。 

 

  



Part6. ジェネレート 

256 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

画像設定 

[フォーマット] 

 

画像をPowerPointに挿入する時のファイル形式で、 

[PNG][BMP][JPG]から選択できます。 

 「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[使用する色] [モノクロ]と[True Color(24ビット)]より選択できます。 

[ズーム] [50％]～[125％]の間で5％単位で選択できます。 

動画出力 

[動的ステップを 

動画出力する] 

 

チェックいれると、動的ステップをMP4動画として出力します。 

動的ステップとして判別されるのは次の通りです。 

  ・コメント・アクションのタイムラインを設定しているステップ 

  ・ズーム＆パン・スポットライトがあるステップ 

  ・マウス軌跡があるステップ 

  ・ムービーキャプチャー（手動・自動）があるステップ 

  ・動画・説明用音声が挿入されているステップ 

 動画解像度が3840x2160を超える場合は、出力できません。 

[倍率指定] 出力する動画解像度を背景サイズに対する倍率で指定します。 

[サイズ指定] 出力する動画解像度を指定したサイズで出力します。 
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➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

 

 

 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にPowerPointが起動し、コンテンツが

表示されます。 
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13.Adobe PDFジェネレート 

 Windows 8/8.1/１０ 環境では、「Adobe PDF ジェネレート」は使用できません。 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[Adobe PDF]  をクリックします 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

各設定を行います。 

 

PDFジェネレートでは、特別なアプリ 

ケーションがなくてもPDFファイルを 

生成することができます。 

保存先の設定は「参照」ボタンを 

クリックし、選択して下さい。 

[操作説明文の表示位置] [スクリーンの上] [スクリーンの下] [スクリーンの左] [スクリーンの右]か

ら 

選択できます。 

[改ページ指定] PDFの1ページあたりに、いくつの画像と操作説明文を貼り付けるのかを 

設定する機能で、[1ページ1画像] [1ページ2画像] [改ページ指定無し]

から選択できます。 

[使用する色] [モノクロ]と[True Color(24ビット)]より選択できます。 

[全ステップ表示] チェックボックスをオンにすると、全てのステップの画像が出力されます。 

オフにすると「ブランチ内の最終ステップの画像のみ」が出力されます。 

[コメントの表示] チェックボックスをオンにすると、コメントが出力されます。 

[アクションボックスの表示] チェックボックスをオンにすると、アクションボックスの枠線が表示されます。 
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➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」と、自動的にコンテンツが表示されます。 
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14.カスタマイズExcelジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[ジェネレート]メニューより[MS Excel]  をクリックし[カスタマイズExcel]を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

基本設定を行います。 

 

カスタマイズExcelジェネレートでは、 

新規作成や編集したレイアウトを 

使って、柔軟なマニュアル作成を行う 

ことができます。 

保存先の設定は「参照」ボタンを 

クリックし、選択して下さい。 

[カスタマイズExcelレイアウト] リストボックスから使用するレイアウトを指定します。 

 レイアウトの内容確認・編集などは、[表示]-[オプション]の[カスタ

マイズExcel]からできます。 

 [参照]カスタマイズExcelジェネレート用のレイアウトを編集する 

表示設定 

[コメントの表示] 

 

チェックを入れるとキャプチャー画像上に挿入したコメントを表示しま

す。 

[アクションボックスの表示] チェックを入れるとキャプチャー画像上にアクションボックスの枠線が表示 

されます。 

[ステップ説明文のIDを表示] チェックを入れると[ステップ説明文]のオブジェクトにIDが付加されま

す。 

画像設定 

[フォーマット] 

 

画像をExcelに挿入する時のファイル形式で、[PNG][BMP][JPG]か

ら 

選択できます。 

[使用する色] [モノクロ]と[256色]と[True Color(24ビット)]と[True 

Color(32ビット)]より 

選択できます。[256色]を選択するとジェネレート後のファイルサイズは 

小さくなりますが、画質は粗くなります。 
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➢ Step3 

詳細設定を行います。 

 

出力内容に関わる設定を行います。 

[サムネイル] 各項目をクリックすると、[Preview]ウィンドウが表示され、キャプチャー時の画像 

サイズで表示できます。 

左側のプレビュー画面もクリックしたキャプチャー画像に変わります。 

 [Preview]ウィンドウを閉じる場合は、右上にある[×]ボタンをクリックします。 

[ステップID] 各ステップの項目をクリックすると、左側のプレビュー画面がクリックしたステップIDの 

キャプチャー画像が表示されます。 

[ブロックAに出力] 各ステップのラジオボタンを選択した場合、レイアウトの[ブロックA]内に設定されて 

いる各オブジェクト情報を出力します。 

 [ブロックAに出力]の項目名をクリックすると、全ステップのラジオボタンが 

[ブロックAに出力]に変わります。 

[ブロックBに出力] 各ステップのラジオボタンを選択した場合、レイアウトの[ブロックB]内に設定されて 

いる各オブジェクト情報を出力します。 

 [ブロックBに出力]の項目名をクリックすると、全ステップのラジオボタンが 

[ブロックBに出力]に変わります。 

[出力しない] 各ステップのラジオボタンを選択した場合、Excelへ出力されません。 

 [出力しない]の項目名をクリックすると、全ステップのラジオボタンが 

[出力しない]に変わります。 
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➢ Step4 

[OK]ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されるので、ジェネレートを行う場合は「はい」を選択します。 

 

 

 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にExcelが起動し、コンテンツが 

表示されます。 
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15.SCORM for HTML5ジェネレート 

SCORMに対応したLMSのためのコンテンツを作成します。作成できるコンテンツの種類は4種類です。 

 SCORMとは、e-ラーニングの国際規格の名称です。 

 HTML5形式のSCORMコンテンツを作成する 

➢ Step1 

メニューバーの[LMS]メニューより[SCORM]   をクリックし「SCORM for HTML5」を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

基本設定を行います。 

 

 

➢ Step3 

詳細設定を行います。 

 

 詳細設定については、HHTML5ジ

ェネレートと同様です。 

 [参照]HTML5ジェネレート 
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➢ Step4 

条件設定を行います。 

 

LMS（Learning Management 

System） 

で履修完了となるコンテンツを指定する 

ことができます。 

（青色のアイコンが完了条件なる 

コンテンツとなります） 

 

[SCORM出力] 

2004標準： 

SCORM 2004対応のコンテンツを選

択します。 

1.2標準： 

SCORM 1.2対応のコンテンツを選択

します。 

➢ Step5 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 
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ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、条件設定で選択したSCORMのバージョンに応

じて、自動的に保存先のフォルダが表示されます。 

「2004標準」を選択した場合 

DOJOSCHTML5_2004フォルダが作成されます。 

 

「1.2標準」を選択した場合 

DOJOSCHTML5フォルダが作成されます。 

 

 （[参照]ファイル構造）にUnzipフォルダ及びZipフォルダが作成されます。LMSのタイプによっては圧縮形

式で教材を要求する場合がありますので、その場合は「Zip」フォルダ内のコンテンツを使用して下さい。 

 同じ形式の通常ジェネレートと比較すると、SCORM形式の方が時間がかかります。処理が行われている

間は他の操作を行わないで下さい。 
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16.SCORM for DHTMLジェネレート 

SCORMに対応したLMSのためのコンテンツを作成します。作成できるコンテンツの種類は4種類です。 

 SCORMとは、e-ラーニングの国際規格の名称です。 

 Hi-quality DHTML形式のSCORMコンテンツを作成する 

➢ Step1 

メニューバーの[LMS]メニューより[SCORM]   をクリックし「SCORM for DHTML」を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

基本設定を行います。 

 

 

➢ Step3 

詳細設定を行います。 

 

 詳細設定については、Hi-quality 

DHTMLジェネレートと同様です。 

 [参照]Hi-quality DHTMLジェネ

レート 



Part6. ジェネレート 

267 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

➢ Step4 

条件設定を行います。 

 

LMS 

（Learning Management 

System） 

で履修完了となるコンテンツを指定す

る 

ことができます。 

（青色のアイコンが完了条件なる 

コンテンツとなります） 

 

[SCORM出力] 

2004標準： 

SCORM 2004対応のコンテンツを

選択します。 

1.2標準： 

SCORM 1.2対応のコンテンツを選

択します。 

➢ Step5 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 
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ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、条件設定で選択したSCORMのバージョンに

応じて、自動的に保存先のフォルダが表示されます。 

「2004標準」を選択した場合 

DOJOSC_2004フォルダが作成されます。 

 

「1.2標準」を選択した場合 

DOJOSC_v3フォルダが作成されます。 

 

 （[参照]ファイル構造）にUnzipフォルダ及びZipフォルダが作成されます。LMSのタイプによっては圧縮形

式で教材を要求する場合がありますので、その場合は「Zip」フォルダ内のコンテンツを使用して下さい。 

 同じ形式の通常ジェネレートと比較すると、SCORM形式の方が時間がかかります。処理が行われている

間は他の操作を行わないで下さい。 
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17.SharePointジェネレート 

SharePointのドキュメントライブラリ上で再生できるコンテンツを作成します。 

 ジェネレート結果は「HTML5ジェネレート」と同じですが、「index.html」の代わりに「index.aspx」形式

で出力されます。 

 SharePointコンテンツを作成する 

➢ Step1 

メニューバーの[LMS]メニューより[SharePoint]  をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

基本設定を行います。 

 

 

➢ Step3 

詳細設定を行います。 

 

 詳細設定については、HTML5ジェ

ネレートと同様です。 

 [参照]HTML5ジェネレート 
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➢ Step4 

[OK]ボタンをクリックし、ジェネレートを実行します。 

 

 

 

➢ Step5 

「UnPack」フォルダに「contents」フォルダが出力されます。「contents」フォルダをSharePointのドキュメン

トライブラリにアップロードしてください。 

 

 

 

 「contents」フォルダの名称を変えてアップロードしても、SharePoint上で再生することが可能です。 

➢ Step6 

「index.aspx」をクリックすると、別ウィンドウが開きSharePoint上でHTML5コンテンツを再生することができ

ます。 

 

  

「contents」フォルダをアップロードします。 
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18.ScoreBook for HTML5ジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[LMS]メニューより[ScoreBook]  をクリックし[ScoreBook for HTML5] 

をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

作成するコンテンツを選択します。 

 

ScoreBook for HTML5形式の 

ジェネレートでは、1度に最大4種類の 

コンテンツを生成することができます。 

アイコンをクリックして、必要なコンテンツ 

を指定します。 

（青色のアイコンがジェネレートされま

す） 

[オートデモンストレイショ

ン] 

一連の流れの確認やデモンストレイション/プレゼンテーションなどに適した 

自動再生形式のコンテンツです。 

[オペレーションレクチャー] 学習者のペースで学習可能なラーニングコンテンツです。説明文などを参考

にシミュレーションができます（疑似体験モード）。 

[プリテスト] 設定された回数間違えるとそこからオペレーションレクチャーに戻り、学習し直 

すという弱点の発見・克服コンテンツです。 

[オペレーションエクササイ

ズ] 

学習者の習得度を確認できるセルフテストコンテンツです。手順毎に正解/

不正解が確認でき、テストレポートのMail送信機能もあります。 
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[倍率] 必要に応じてリストボックスより画像サイズを選択します。 

（[10％]～[100％]の間で10％単位で選択できます。） 

 [100％]は、画像を元のサイズのまま表示します。 

 倍率は、コンテンツを閲覧する画質に合わせて選択して下さい。 

倍率が大きいほど、高画質になります。 
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➢ Step3 

再生時の表示に関する詳細設定を行います。 

 

マウスアクションとテキストアクションの 

枠色と、オートデモンストレイションで 

表示時間となるウェイトアクションの設 

を行う場合は、 

アイコンをクリックして下さい。 

 

 [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

保存先の設定は「参照」ボタンをクリック

し、選択して下さい。 

 

[間違い回数] [プリテスト]の[間違い回数の設定]は、学習者がオペレーションレクチャーへ 

戻るタイミング（1ステップあたり指定した回数を間違えると、オペレーションレクチャ

ーでの学習を促すメッセージを表示）を設定します。 

[制限時間] [オペレーションエクササイズ]の[制限時間]では、必要に応じて制限時間を 

設定できます。 

 制限時間を設けた場合、再生時間が設定した時間に達した時点で 

動画再生も終了します。 
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[マウスアクションの 

点滅効果] 

 

チェックボックスをオンにすると、マウスアクションボックスを点滅させて強調することが

できます。。 

[スピード（ミリ秒）]で点滅のスピードをミリ秒単位（1秒＝1000ミリ秒）で設

定します 

効果を設定した場合は、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

 ここでサンプル表示される[マウスアクションの点滅効果]の枠色は、例としての

サンプル色（青色）のため、実際の枠色と異なります。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する 

 [参照]表示時間を設定する（ウェイトアクションの設定） 

 

 ScoreBook for HTML5では、[音声圧縮]の項目はありません。自動で音声をMP3に圧縮するため、

編集画面上でブラウザに適した音声を選択する必要がありません。 
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[合格ライン] オペレーションエクササイズを終了した時の合否判定に使用します。 

[合格ライン]を設定した場合の合否判定基準は、[判定Mode]で設定します。 

 

[判定Mode] [Easy]と[Hard]から選択でき、オペレーションエクササイズにおける操作の正解 

および不正解の判定基準です。 

[Easy] 

操作回数や操作内容に関わらず、ヘルプの内容を表示せずに正しい操作を行っ

た場合に正解とみなし、ヘルプの内容を表示した場合のみ不正解とみなします。 

[Hard] 

各ステップの最初の操作において正しい操作を行ったステップのみ正解とみなし、 

それ以外は全て不正解とみなします。 
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[フォーマット] 背景画像に使用する画像形式を選択します。 

 PNG/JPGの２種類の形式から選択できます。 

[使用する色] [使用する色数]を、[256色]と[True Color(24ビット)]から選択します。 

[256色]を選択すると、ジェネレート後のHTMLファイルのサイズは小さくなります

が、 

画質は粗くなります。 

 [フォーマット]で「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[文字コード] 使用する文字コードはUTF-8の１種類のみ選択できます。 
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➢ Step4 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、ジェネレートしたコンテンツが保存されている 

フォルダが表示されます。 

  

       

 出力されたlspファイルをScoreBook上で読み込んで履修することができます。 

ScoreBookへの読み込み方法は、ScoreBookのGuidanceBookを参照下さい。 

 

 PCブラウザ・タブレットブラウザでの操作の違いについて 

ScoreBook for HTML5ジェネレートでは、PCブラウザ（Internet Explorer 10・11、FireFox、

Chrome）とタブレットブラウザ(Internet Explorer 11 メトロ版、iPhone 、iPad)を判別し、デバイス

で操作しやすいように最適化されます。 

➢ マウスアクション 

PCブラウザでは、マウス操作を認識しアクションが反応します。 

タブレットブラウザでは、すべてのマウスアクションを「シングルタップ」することで、アクションが反応します。 

 

➢ キーアクション 

PCブラウザでは、キーボードの入力操作を認識しアクションが反応します。 

タブレットブラウザでは、キーが表記されたボタンとして表示されます。ボタンを「シングルタップ」することで、 

アクションが反応します。 

 

➢ テキストアクション 

PCブラウザでは、キーボードの入力を識別しアクションが反応します。 

タブレットブラウザでは、入力領域をタップするとデバイスごとのソフトウェアキーボードが立ち上がります。 

ソフトウェアキーボードの入力を元に判別されます。 

 

➢ ボタンアクション 

PCブラウザ、タブレットブラウザ共に、ボタンが表示されます。 
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 コンテンツの操作方法 

 [INDEX] 標準形式の例 

 

 [INDEX] Tree形式の例 

 

 INDEXに表示される情報「レッスン名、日付、合格ライン」は固定です。 

 ScoreBook for HTML5ジェネレートのコンテンツはブラウザに応じて自動でサイズが調整されます。 

 

ツールバー 

 

① 格納 クリックすると、ツールバーを左端に格納します。 

左端の展開ボタンを再度クリックすると、ツールバーが表示されます。 

② 停止 コンテンツの再生を停止します。 

停止したコンテンツは、１ステップ目に戻ります。 

③ 最初に移動 コンテンツの１ステップ目に移動移動します。 

再生中の場合は継続して再生されます。 

④ １つ前に移動 １ステップ前に移動します。 

⑤ 一時停止 再生を一時停止します。停止中は  が表示されます。 

再度クリックすると、再生が再開します。 

⑥ １つ後に移動 コンテンツの１ステップ後に移動します。 

⑦ 最後に移動 最後のステップに移動します。（ブランチエンド） 

⑧ 音量オン/オフ 音声の音量を切替を行ないます。 

 iPhone・iPadでは操作することが出来ません。 

端末でオン/オフを切り替えてください。 

⑨ INDEXに戻る INDEX画面に戻ります。 

 INDEX無しの場合では操作することが出来ません 

⑩ 自動調整/実サイズ ボタンをクリックすると、自動調整機能がオフになり、実際の出力サイズで 

表示されます。 

 

  

④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑦ ⑨ ⑩

- 

１

０ 

 

① ② ③ 

ステップ番号 
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19.ScoreBook for DHTMLジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[LMS]メニューより[ScoreBook]  をクリックし、[ScoreBook for DHTML]を 

選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

作成するコンテンツを選択します。 

 

ScoreBook for DHTML形式のジェ

ネ 

レートでは、１度に最大４種類のコン 

テンツを生成することができます。 

アイコンをクリックして、必要なコンテンツ 

を指定します。 

（青色のアイコンがジェネレートされま

す） 

[オートデモンストレイショ

ン] 

一連の流れの確認やデモンストレイション/プレゼンテーションなどに適した 

自動再生形式のコンテンツです。 

[オペレーションレクチャー] 学習者のペースで学習可能なラーニングコンテンツです。 

説明文などを参考にシミュレーションができます（疑似体験モード）。 

[プリテスト] 設定された回数間違えるとそこからオペレーションレクチャーに戻り、学習 

し直すという弱点の発見・克服コンテンツです。 

[オペレーションエクササイ

ズ] 

学習者の習得度を確認できるセルフテストコンテンツです。 

手順毎に正解/不正解が確認でき、テスト結果をScoreBook上で進捗管

理することができます。 
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[デザインテンプレー

ト] 

[INDEX] 

コンテンツのトップページデザインを[標準形式]と[Tree形式]より選択し、 

リストボックスよりテンプレートを指定します。 

[フレーム] 

コンテンツの再生画面デザインのテンプレートを、リストより選択します。 

 INDEX、フレームのテンプレート内容の確認・編集などは、[表示]-[オプショ

ン]の[デザイン設定]で行えます。 

 [参照]Hi-qualityジェネレート用のデザインテンプレートを編集する 

[解像度とズーム] 作成する解像度（コンテンツの表示サイズ）を選択し、必要に応じてリスト 

ボックスより画像サイズを選択します。 

（[50％]～[125％]の間で5％単位で選択できます。） 

 [自動]は、キャプチャー画像の表示領域にスクロールが出ないようにサイズを

自動調整します。 

[100％]は、画像を元のサイズのまま表示します。 

 解像度は、コンテンツを閲覧する画面サイズに合わせて選択して下さい。 

 複数の解像度のチェックをオンにしてジェネレートすることも可能です。 

その場合、各画面サイズに合わせたコンテンツがまとめて作成できます。 
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➢ Step3 

再生時の表示に関する詳細設定を行います。 

 

マウスアクションとテキストアクションの 

枠色と、オートデモンストレイションでの 

表示時間となるウェイトアクションの設定 

を行う場合は、 

アイコンをクリックして下さい。 

 

 [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

保存先の設定は「参照」ボタンをクリック

し、選択して下さい。 

[再生時間を表示す

る] 

コンテンツにステップの再生時間を表示します。 

表示する位置を[表示位置]から選択します。 

[間違い回数] [プリテスト]の[間違い回数の設定]は、学習者がオペレーションレクチャー 

へ戻るタイミング（1ステップあたり指定した回数を間違えると、オペレーション 

レクチャーでの学習を促すメッセージを表示）を設定します。 

[制限時間] [オペレーションエクササイズ]の[制限時間]では、必要に応じて制限時間を 

設定できます。 

 制限時間を設けた場合、再生時間が設定した時間に達した時点で 

動画再生も終了します。 

[合格ライン] オペレーションエクササイズを終了した時の合否判定に使用します。 

[合格ライン]を設定した場合の合否判定基準は、[判定Mode]で設定しま

す。 

[判定Mode] [Easy]と[Hard]から選択でき、オペレーションエクササイズにおける操作の 

正解および不正解の判定基準です。 

[Easy] 

操作回数や操作内容に関わらず、ヘルプの内容を表示せずに正しい操作 

を行った場合に正解とみなし、ヘルプの内容を表示した場合のみ不正解 

とみなします。 

[Hard] 

各ステップの最初の操作において正しい操作を行ったステップのみ正解とみなし、 

それ以外は全て不正解とみなします。 
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[マウスアクションの 

点滅効果] 

チェックボックスをオンにすると、マウスアクションボックスを点滅させて強調することが 

できます。 

[スピード（ミリ秒）]で点滅のスピードをミリ秒単位（1秒＝1000ミリ秒）で設

定します 

効果を設定した場合は、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

 ここでサンプル表示される[マウスアクションの点滅効果]の枠色は、例としての 

サンプル色（青色）のため、実際の枠色と異なります。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する 

 [参照]表示時間を設定する（ウェイトアクションの設定） 
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[フォーマット] 背景画像に使用する画像形式を選択します。 

 PNG/JPGの２種類の形式から選択できます。 

[使用する色] [使用する色数]を、[256色]と[True Color(24ビット)]から選択します。 

[256色]を選択すると、ジェネレート後のHTMLファイルのサイズは小さくなります

が、 

画質は粗くなります。 

 [フォーマット]で「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 

[文字コード] 使用する文字コードを選択します。 

 Shift-JIS、Windows-31J、UTF-8の3種類より選択できます。 

[音声圧縮] チェックボックスをオンにすると、アウトプットの音声ファイルがMP3に変換されます。 

 プロジェクトファイル上WAVとMP3が混在していても、コンテンツ生成時に一括

でMP3に変換することができます 

 プロジェクトに音声を登録していない場合でも[音声圧縮]の設定ができます

が、コンテンツには何ら影響しません。 

 データ量などの観点から、音声挿入時はMP3への圧縮をお勧めいたします。 
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➢ Step4 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、ジェネレートしたコンテンツが保存されている 

フォルダが表示されます。 

  

       

 出力されたzipファイルをScoreBook上で読み込んで履修することができます。 

ScoreBookへの読み込み方法は、ScoreBookのGuidanceBookを参照下さい。 

 [INDEX] 標準形式の例 

 

 [INDEX] Tree形式の例 

 

 複数解像度でジェネレートした場合、INDEX画面右上のプルダウンリストより解像度を変更できます。 

 [フレーム] の例 

 

 ブランチエンドの画像及びブランチエンドに挿入された 

動画は再生されません。 
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20.ScoreBook for Flashジェネレート 

➢ Step1 

メニューバーの[LMS]メニューより[ScoreBook]  をクリックし[ScoreBookfor Flash]を選択しま

す。編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックして処理を進行して下さい。 

➢ Step2 

作成するコンテンツを選択します。 

 

ScoreBook for DHTML形式の 

ジェネレートでは、1度に最大4種類の 

コンテンツを生成することができます。 

アイコンをクリックして、必要なコンテンツ

を指定します。 

（青色のアイコンがジェネレートされま

す） 

[オートデモンストレイショ

ン] 

一連の流れの確認やデモンストレイション/プレゼンテーションなどに適した 

自動再生形式のコンテンツです。 

[オペレーションレクチャー] 学習者のペースで学習可能なラーニングコンテンツです。 

説明文などを参考にシミュレーションができます（疑似体験モード）。 

[プリテスト] 設定された回数間違えるとそこからオペレーションレクチャーに戻り、 

学習し直すという弱点の発見・克服コンテンツです。 

[オペレーションエクササイ

ズ] 

学習者の習得度を確認できるセルフテストコンテンツです。 

手順毎に正解/不正解が確認でき、テスト結果をScoreBook上で進捗管

理することができます。 
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[デザインテンプレー

ト] 

[INDEX] 

コンテンツのトップページデザインを[標準形式]と[Tree形式]より選択し、 

リストボックスよりテンプレートを指定します。 

[フレーム] 

コンテンツの再生画面デザインのテンプレートを、リストより選択します。 

 INDEX、フレームのテンプレート内容の確認・編集などは、[表示]-[オプショ

ン]の[デザイン設定]で行えます。 

 

[解像度とズーム] 作成する解像度（コンテンツの表示サイズ）を選択し、必要に応じてリスト 

ボックスより画像サイズを選択します。 

（[50％]～[125％]の間で5％単位で選択できます。） 

 [自動]は、キャプチャー画像の表示領域にスクロールが出ないようにサイズを 

自動調整します。 

[100％]は、画像を元のサイズのまま表示します。 

 解像度は、コンテンツを閲覧する画面サイズに合わせて選択して下さい。 

 複数の解像度のチェックをオンにしてジェネレートすることも可能です。 

その場合、各画面サイズに合わせたコンテンツがまとめて作成できます。 
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➢ Step3 

再生時の表示に関する詳細設定を行います。 

 

マウスアクションとテキストアクションの枠 

色と、オートデモンストレイションでの表 

示時間となるウェイトアクションの設定を 

行う場合は、 

アイコンをクリックして下さい。 

 

 [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

保存先の設定は「参照」ボタンをクリック

し、選択して下さい。 

 

[間違い回数] [プリテスト]の[間違い回数の設定]は、学習者がオペレーションレクチャーへ戻る 

タイミング（1ステップあたり指定した回数を間違えると、オペレーションレクチャーで

の 

学習を促すメッセージを表示）を設定します。 

[制限時間] [オペレーションエクササイズ]の[制限時間]では、必要に応じて制限時間を設定

できます。 

 制限時間を設けた場合、再生時間が設定した時間に達した時点で 

動画再生も終了します。 
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[マウスアクションの 

点滅効果] 

チェックボックスをオンにすると、マウスアクションボックスを点滅させて強調することが

できます。 

[スピード（ミリ秒）]で点滅のスピードをミリ秒単位（1秒＝1000ミリ秒）で 

設定します。 

効果を設定した場合は、右部分でサンプル再生されるので確認して下さい。 

 ここでサンプル表示される[マウスアクションの点滅効果]の枠色は、例としての 

サンプル色（青色）のため、実際の枠色と異なります。 

 [参照]アクションボックス（枠線）を整形する, [参照]表示時間を設定する 

（ウェイトアクションの設定） 

[マウススピード] 表示されるマウスの軌跡の速度です。左右に動かしてスピードを指定して下さい。 
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[合格ライン] オペレーションエクササイズを終了した時の合否判定に使用します。 

[合格ライン]を設定した場合の合否判定基準は、[判定Mode]で設定します。 

[判定Mode] [Easy]と[Hard]から選択でき、オペレーションエクササイズにおける操作の 

正解および不正解の判定基準です。 

[Easy] 

操作回数や操作内容に関わらず、ヘルプの内容を表示せずに正しい操作を行っ 

た場合に正解とみなし、ヘルプの内容を表示した場合のみ不正解とみなします。 

[Hard] 

各ステップの最初の操作において正しい操作を行ったステップのみ正解とみなし、 

それ以外は全て不正解とみなします。 
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[フォーマット] 背景画像に使用する画像形式を選択します。 

 PNG/JPGの２種類の形式から選択できます。 

[使用する色] [使用する色数]を、[256色]と[True Color(24ビット)]と[モノクロ]から選択

します。 

[256色]を選択すると、ジェネレート後のHTMLファイルのサイズは小さくなります

が、 

画質は粗くなります。 

 [フォーマット]で「JPG」を選択した場合、[使用する色]を選択できません。 
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[出力形式] チェックボックスをオンにすると、画像ファイル・音声ファイル・動画ファイルを 

SWFファイルに含めて生成します。 

これにより、コンテンツのファイル数を抑制することができます。 

オフにすると、画像をSWFに含めずに生成するため、ジェネレートスピードが向上し 

ますが、コンテンツのファイル数は多くなります。 

 動画ファイル、音声ファイル全体のファイルサイズが大きい場合、SWFファイルに

含めず生成を行うことを推奨いたします。 

[圧縮] チェックボックスをオンにすると、画像ファイルを圧縮することができます。 

[フレームレート] 1秒あたりのフレーム数を示しており、通常変更する必要はありません。 

 



Part6. ジェネレート 

292 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

➢ Step4 

ジェネレートが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、ジェネレートしたコンテンツが保存されている 

フォルダが表示されます。 

  

       

 出力されたzipファイルをScoreBook上で読み込んで履修することができます。 

ScoreBookへの読み込み方法は、ScoreBookのGuidanceBookを参照下さい。 

 [INDEX] 標準形式の例 

 

 [INDEX] Tree形式の例 

 

 複数解像度でジェネレートした場合、INDEX画面右上のプルダウンリストより解像度を変更できます。 

 [フレーム] の例 

 

 

 Flash Playerの制限事項により、右マウスアクションがサポートされていませんので、再生時に右マウスを 

クリックするとFlash Playerのコンテキストメニューが表示されます。 

 右マウスのアクションがある場合、[オペレーションレクチャー] [プリテスト] [オペレーションエクササイズ]の 

再生時は「左マウスクリック」で進めて下さい。 

この「Flashにおいての右マウスアクション→左マウスアクションへ変更」は、ジェネレート時に自動修正されま 

すので、編集時に特別な設定や変更は不要です。 

 Flashでジェネレートしたコンテンツを再生する閲覧者側にはFlash Playerが必要です。 

 ブランチエンドの画像及びブランチエンドに挿入された動画は再生されません。 

 ローカル上でコンテンツを再生してテストレポートを提出する場合、Flashのグローバルセキュリティの設定に 

より、起動するメーラーの件名と本文がブランクで表示されることがあります。 
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21.一括ジェネレートについて 

複数のレッスンを一括でジェネレートします。また、作成するコンテンツの種類も同時に複数選択できるので、 

同じ条件で複数のコンテンツを作成したい場合などに有効です。 

また、ジェネレートを行うタイミングでバージョンアップ互換も同時に行います。 

➢ Step1 

メニューバーの[システム]メニューより[一括ジェネレート]  を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されるので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

➢ Step2 

[プロジェクトファイル選択]を行います。[参照]ボタンをクリックして、一括ジェネレートを行うプロジェクトファイ

ル 

を選択します。 

 

アイコンをクリックして必要なコンテンツ 

を指定します。 

 一括ジェネレートでは、1度に最大 

15種類のコンテンツを生成することが 

できます。 

 [デフォルト条件に戻す]ボタンを 

クリックすると、各コンテンツのジェネレー

ト設定がデフォルト条件にリセットされ

ます。 

保存先の設定は[参照]ボタンをクリック

し、選択して下さい。 

[次へ]をクリックした後は、各ジェネレートの設定を行って下さい。 

選択したジェネレートの設定が全て終わったら、[OK]をクリックし、ジェネレートを実行します。 
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➢ Step3 

ジェネレートが完了すると、ジェネレート結果が表示されます。 

 

ジェネレートが成功すると[OK]の結果が表示されます。 

 正しくジェネレートが完了しなかった場合、 

[ＮＧ]が表示されます。 

この場合、レッスンが階層の深い場所にある、 

レッスンデータが破損しているなどが考えられます。 

 コンテンツは通常、Lessonsフォルダ内のOutputフォルダに保存されます。 

 保存先を変更したい場合は、「一括ジェネレート」ダイアログで任意の場所を指定して下さい。 

 [参照]ファイル構造 

 旧バージョン（動作保障は1つ前のバージョン）のレッスンを一括ジェネレートすると、 

プロジェクトファイルは現バージョンへ互換されます。 

 ジェネレート時に設定した条件は保持され、次回ジェネレート時にも同様の条件でジェネレートできます。 
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22.ネットワーク上にコンテンツを公開する（パブリッシュ） 

作成者は学習者が学習教材にリモートアクセスするため、教材コンテンツを任意の場所に格納できます。 

これをパブリッシュと呼んでいます。 

パブリッシュには「WAN（インターネット含む）で公開」と「LAN上で公開」の2種類の機能を有しています。 

メニューバーの[ファイル]メニューより[パブリッシュ]  をクリックして「パブリッシュ」ダイアログを開きます。 

 

[Wide Area Network]の場

合も 

[Local Area Network]の場

合も、 

コンテンツ選択の画面は同じです。 

アイコンをクリックしてアップロードする 

コンテンツを指定します。 

ジェネレー 

 ジェネレートの詳細 

HTML5 / Hi-quality DHTML / Hi-quality Flash 

HTML / MS Word / MS Excel / MS PowerPoint / Adobe PDF 

Scorebook for HTML5 / ScoreBook for DHML / ScoreBook for Flash 

 WAN（インターネット含む）で公開 

➢ Step1 

 

左側のタブ 

[Wide Area Network]を 

クリックします。 
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➢ Step2 

ジェネレートの完了後に、アップロードするために必要な接続先設定を行います。 

接続種類、ホスト名（アドレス）、ユーザ名、パスワード、ポート番号、文字コードを入力し 

[次へ]ボタンをクリックします。 

 WANで公開の場合は、FTPでファイルを転送します。 

 各設定内容が分からない場合は、システム管理者などにご確認下さい。 

➢ Step3 

 

接続が確認できたらアップロード先を 

指定するための設定を行います。 

公開する場所及びコンテンツのフォ

ルダ 

名を指定して下さい。 

設定が完了したら[OK]をクリックし

ます 

 フォルダ名を指定しない場合は、 

プロジェクト名がフォルダ名として 

保存されます。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

➢ Step4 

選択したコンテンツに対応したジェネレート設定画面が表示されるので、ジェネレートの設定を行います。 

設定が完了したら[OK]をクリックして下さい。ジェネレートと、ファイルのアップロードが始まります。 

 ファイルのアップロード中は他の操作を行わないで下さい。 

 ホストに接続できない場合は、システム管理者などにご確認下さい。 

 ファイルを公開した後で編集が必要な場合には、ローカルで編集作業をした後で再度パブリッシュを 

実行して下さい。 

 

 指定した場所に同名のファイルがある場合は、上書きするかどうかのダイアログが表示されます。 
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■LAN上で公開 

➢ Step1 

 

左側のタブ 

[Wide Area Network]をクリッ

クします。 

➢ Step2 

ジェネレートの完了後の、パブリッシュ先を設定します。 

[参照]ボタンをクリックすると「パブリッシュ先の指定」ダイアログが表示されるので、場所を設定し 

[OK]をクリックします。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

 

最初に指定したアップロードするコン

テンツのジェネレート設定を行います 

（画面はHi-quality DHTML） 

設定が終わりましたら、[OK]をクリッ

ク 

します。 

[OK]ボタンをクリックして、選択した各ジェネレート手順に従って実行して下さい。 
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➢ Step4 

 [OK]をクリックすると、ジェネレートと、ファイルのパブリッシュが始まります。 

 

 

 ファイルのパブリッシュ中は他の操作を行わないで下さい。 

 ファイルを公開した後で編集が必要な場合には、ローカルで編集作業をした後で再度パブリッシュ 

を実行して下さい。 

 指定した場所に同名のファイルがある場合は、上書きするかどうかのダイアログが表示されます。 
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Part7. マニュアルエディター 

1.マニュアルエディターとは 

Dojoでは静的ファイルの作成機能として、通常のデザインウインドウ上からのジェネレート機能の他に、 

マニュアルエディター機能を用意しています。 

この機能は、ドキュメント作成機能に特化した機能で、通常のジェネレートから作成されるドキュメントでは 

満足できないユーザーや、より細かい編集を行いたいユーザー向けに用意されている機能です。 

マニュアルエディター機能は主に以下の特徴を持っています。 

① デザインウインドウとマニュアルエディター間での情報の連携 

② キャプチャー画像、ヒントボックス、タイトルボックスコメント等のオブジェクト情報の共有 

③ レイアウトテンプレート機能 

④ 表紙、目次作成機能 

⑤ オートシェイプ、図形テンプレートなどの豊富な編集素材 

⑥  マニュアルビルド機能 
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2.マニュアルエディターの基本操作手順 

マニュアルエディター機能は、Dojoでキャプチャーして編集を行った情報を元にドキュメントの作成を行います。 

基本操作手順は以下の通りです。 

 

① [ Part4. Dojoの基本操作手順 ]を参考に操作内容をキャプチャーする 

 

 

② 必要に応じてキャプチャーした操作手順に編集を加える 

 

 

③ [オプション]のステップエリアレイアウト設定でレイアウトを設定する 

 

 

④ ステップウインドウ下部のマニュアルタブを押下しマニュアルエディター機能を実行する 

 

 

⑤ ドキュメントに追加したい図や説明文などの必要な情報を追加する 

 

 

⑥ ドキュメント原稿完成 

 

 

⑦ マニュアルビルドを実行しドキュメントを生成する 

 

 

⑧ Dojoを終了する 

 上記⑤の編集作業において全編集機能をご利用いただくには、別途オプションの購入が必要です。 

  



 Part7.マニュアルエディター 

301 

Copyright© TENDA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

3.マニュアルエディターを使う 

 マニュアルエディターの起動 

① マニュアルエディター機能を使うにはステップウインドウ下部にある[マニュアル]を押下します。 

 

 

② マニュアルをクリックすることで、Dojoのメイン画面がマニュアルエディター用画面に切り替わります。 
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 マニュアルエディターの終了 

① ウインドウ下部の[デザイン]を押下します。 

 

 

② デザインをクリックすることで、Dojoのメイン画面がデザインウインドウに切り替わります。 
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4.マニュアルエディターの画面構成について 

 マニュアルエディター画面 

 

マニュアルエディター起動時には、メニューバーにおいて、一部ご利用いただけない機能があります。 

 [参照]画面構成と各種プロパティについて  

① 
ステップ 

ウィンドウ 

⑤ 
マニュアルエディター 

メイン画面 

 
④マニュアルメニューバー 

② 
プロパティ 
ウィンドウ 

③ 
操作履歴 
ウィンドウ 
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①ステップウインドウ 

 

[章節]：デザインウインドウ側のブランチはマニュアルエディターでは章節となります。 

章節は目次として扱われます。 

[ステップ]：デザインウインドウと同様に操作手順をステップとして表示します。 

マニュアルエディターでの編集単位はステップ単位です。 

ステップごとにステップエリアと呼ぶ領域が用意され、ステップエリア内に図形や説明文などを配置することで 

ドキュメントを作成していきます。 

 ページはページの区切り位置を表しています。 

マニュアルエディターメイン画面の表示はページ単位での表示となります。 

 

ステップ 

章節 

章節 

サムネイルボタン 
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②プロパティウインドウ 

ステッププロパティ 

 

➢ ステップ 

レイアウト：対象ステップのレイアウトを変更します。 

Dojoに設定されているマニュアル用レイアウトの中から 

任意のレイアウトに変更することができます。 

表示：ステップの表示/非表示を設定することが 

できます。 

非表示に設定されたステップはステップウインドウ上で 

灰色で表示され、マニュアルエディターメイン画面上に 

表示されません。 

マニュアルビルド時にもビルド対象外となります。 

インポート：デザインウインドウ上に存在する各種 

オブジェクトをマニュアルエディター上に挿入することが 

できます。 

右クリックで対象となるオブジェクトを表示した後、挿

入 

したいオブジェクトを選択することでマニュアルエディター 

上にオブジェクトを挿入することができます。 

 挿入できるアクション画像はマウスアクションの画像 

のみとなります。 

 インポートオブジェクト各ステップエリアごとにひとつだけ 

インポートすることができます。 

すでにステップエリアに存在するオブジェクトは灰色

で 

表示されインポートすることができません。 

タイトル/ヒント/コメントプロパティ 

 

➢ タイトルボックス、ヒントボックス、コメント 

リンク：デザイン上のタイトル/ヒント/コメントと文言の 

リンク有り/無しを設定します。 

⇒リンク有り：デザインウインドウで編集した文言が 

マニュアルエディター上のコメントにも反映されます。 

逆にマニュアルエディター上の編集内容もデザイン 

ウインドウ上に反映されます。 

 マニュアルエディターに反映されるのは文言のみで、 

書式や改行は無視されます。 

 マニュアルエディター上で文言を変更するとデザインウ

インドウ側の書式がクリアされる場合があります。 

リンク無し：デザインウインドウ上、マニュアルエディタ

ー上ともに編集内容は反映されません。 
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③操作履歴ウィンドウ 

編集上の操作内容を履歴として表示します。 

新しい操作が順に下に追加され、上段ほど古く最下段が直前の操作内容となります。 

編集が続くと表示しきれずスクロールバーが表示されますが内容は保持しています。 

操作履歴ウィンドウ内では、過去の編集操作の内容を確認することができるだけでなく、マウスでクリックする 

とその操作まで遡ることができます（元に戻す）。 

遡った操作は操作履歴ウィンドウ内では青色の斜体文字で表示されます。 

一度元に戻した操作でも、遡った以降の任意の操作履歴をクリックすることで、選択した操作の状態にする 

ことができます（やり直し）。 

 

 メニュー内の[編集]-[元に戻す]、[やり直

す]と同じです。 
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④マニュアルメニューバー 

メニューバーの[編集]より利用できる機能の一覧です。 

 

 機能 概要 

 削除  

 
フォント 文字のフォントを設定します。 

 
フォントサイズ フォントのサイズを設定します。 

 太字 文字の太字/標準を切り替えます。 

 斜体 文字の斜体/標準を切り替えます。 

 下線 文字に下線の有無を切り替えます。 

 フォントカラー 文字の色を設定します。 

 背景色 背景の色を設定します。 

 枠線の色 枠の色を設定します。 

 左揃え 選択されているテキストを左揃えします。 

 中央揃え 選択されているテキストを中央揃えします。 

 右揃え 選択されているテキストを右揃えします。 

 

メニューバーの[挿入]より利用できる機能の一覧です。 

 

 機能 概要 

 図形 線、基本図形、ブロック矢印、吹き出し、星、リボンから図形を挿入

します。 

 図 イメージファイルを挿入します。 

 表 表を挿入します。 

 図形テンプレート 図形テンプレート一覧を表示します。選択したテンプレートを 

ダブルクリックすることで挿入することができます。 

 表紙 表紙テンプレート一覧を表示します。選択したテンプレートをダブル

クリックすることで挿入することができます。 

表紙を挿入するとステップウインドウ上に[表紙]と表示されます。 

 

 機能 概要 

 目次 目次テンプレート一覧を表示します。選択したテンプレートを 

ダブルクリックすることで挿入することができます。 
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目次を挿入するとステップウインドウ上に[目次]と表示 

されます。 

 ヘッダー ヘッダーテンプレート一覧を表示します。選択したテンプレート 

をダブルクリックすることで挿入することができます。 

 フッター フッターテンプレート一覧を表示します。選択したテンプレートを 

ダブルクリックすることで挿入することができます。 

 章節の一括変換 章節の一括変更を行います。 

 レイアウト一括変換 全ステップエリアを[表示]-[オプション]-[マニュアルエディター]の 

ステップレイアウト設定で設定されているレイアウトに変換します。 

 改ページの一括削除 改ページを一括削除します。 

 改行の一括削除 改行を一括削除します。 

⑤マニュアルエディターメイン画面 

 ヘッダーエリア 

ヘッダーを表示するためのエリアです。ヘッダーを挿入した場合にのみ表示されます。 

ヘッダー以外のオブジェクトを配置することはできません。 

 

 章節エリア 

ステップウインドウの章節に対応しています。章節エリアは必ずページの先頭に配置されます。 

また、目次挿入時には章節が目次として作成されます。 

 

 編集の方法によってはページの先頭以外に配置される場合もあります。 

章節エリア 

ヘッダーエリア 
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 ステップエリア 

マニュアルエディターでは1ステップごとに1ステップエリアが対応しています。 

マニュアルの編集作業はこのステップエリア内で行います。 

ステップエリアはレイアウトで設定されたテンプレートに従い各種のオブジェクトを配置します。 

下記に表示するステップエリアはⅰのサンプルレイアウトから表示した画面です。 

※ステップ説明文、キャプチャー画像、ヒントボックス、タイトルボックス、コメントなどのオブジェクトがレイアウト 

設定で設定されたそれぞれの対応オブジェクトの場所に配置されています。 

 

 

ⅰ．サンプルレイアウト 

 レイアウトにはステップ説明文やキャプチャー画像の他に、図形や図形テンプレートを設定すること 

もできます。 

 ステップエリアのレイアウトは、マニュアルビルド初回起動時にオプションで設定されているレイアウトが 

反映されます。 

 マニュアルビルド初回起動後に、全ステップエリアのレイアウトを別レイアウトへ変更する場合は 

[レイアウト一括変換]で行います。 

 [参照]マニュアルエディターの画面構成について：③マニュアルメニューバー 

 レイアウト一括変換機能をご利用になる場合は、別途オプションのご購入が必要となります。 

ステップエリア 
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 フッターエリア 

フッターを表示するためのエリアです。フッターを挿入した場合にのみ表示されます。 

フッター以外のオブジェクトを配置することはできません。 

 

 表紙 

マニュアルツールバーから挿入した表紙です。 

表紙はページにも図形や図形テンプレートなどを配置することができます。 

 

 目次 

マニュアルツールバーから挿入した目次です。 

[章節]が目次の項目となり、自動で作成されます。 

 

  

フッターエリア 
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5.マニュアルエディターの基本設定（オプションの設定） 

マニュアルエディターの各種の設定情報は、メニューの[表示]-[オプション]-[マニュアルビルド]から設定すること 

ができます。 

 ここでの設定はDojo マニュアルエディター機能全体の設定になります。 

レッスン固有の設定はメニューの[ファイル]-[プロパティ]-[マニュアルエディター]から行って下さい。 

 [ファイル]-[プロパティ]-[マニュアルエディター]のレイアウト要素の書式設定では、ステップ採番の書式設

定は利用できません。ステップ採番の書式はレイアウト設定で設定された書式が反映されます。 

 

 ステップエリア レイアウト設定 

マニュアルエディタ用のレイアウトの設定を行います。ここで設定したレイアウトがデフォルトレイアウトとなりま

す。 

レイアウト一括変換時にはここで設定されたレイアウト情報からステップエリアを生成します。 

 アクション表示 

ステップエリアに表示されるキャプチャー画像にアクション枠を表示する/表示しないの設定を行います。 

チェックされたアクションはキャプチャー画像上にアクション枠が表示されます。 
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 レイアウト要素の書式設定 

各オブジェクトのデフォルトの書式を設定します。 

ここで設定した書式は新規に作成されたレッスンの初期値となります。 

 ここで設定した書式は[ファイル]-[プロパティ]のデフォルト値となります。 

 ステップエリアに新たにオブジェクトを挿入する場合に[ファイル]-[プロパティ]-[マニュアルエディター]で設

定された書式を元にオブジェクトが挿入されます。 

 [表示]-[オプション]-[マニュアルエディター]のレイアウト設定で挿入する各種オブジェクトはここで設定し

た値で挿入されます。 

 章節 

[採番番号を付与する] チェックありの場合、章節エリア内の文言の先頭に自動で連番が付与されます。 

 ガイドライン表示 

マニュアルエディターメイン画面に表示されるガイドラインの有無を指定します。 

[余白] ページの余白部分を表示します。 

[ヘッダー/フッター] ヘッダーエリア、フッターエリアを表示します。 
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6.ステップエリアのレイアウト設定 

 

マニュアルエディターではステップごとに設定可能なレイアウトを元にステップエリアのオブジェクトを配置します。 

レイアウトは[表示]-[オプション]-[マニュアルエディター]から新規作成、編集、削除、インポート、エクスポ

ートを行うことができます。 

レイアウト一括変換やステップ個別のレイアウト変換ではここに設定または登録されているレイアウトをもとに 

ステップエリアの再配置を行います。 
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レイアウト設定には下記のオブジェクトを配置することができます。 

 

 コメント/タイトル/ヒント  

デザインウインドウのコメント/タイトル/ヒントを配置する位置を指定します。 

当該ステップに対象オブジェクトが複数存在する場合、左・トップ順で縦に並べて配置します。 

 レイアウト設定エディタ上にひとつのみ配置することができます。 

 ステップ採番  

ステップの番号を表示するためのオブジェクトです。採番は章節単位で自動で行われます。 

 レイアウト設定エディタ上にひとつのみ配置することができます。 

 ステップ説明文  

ステップ説明文を配置する位置を指定します。 

 レイアウト設定エディタ上にひとつのみ配置することができます。 

 入力図形  

レイアウトに図形を設定します。 

 現在、基本図形の正方形/長方形のみ配置することができます。 

 キャプチャー画像  

キャプチャー画像を配置する位置を指定します。 

 レイアウト設定エディタ上にひとつのみ配置することができます。 

 図  

レイアウトに図（画像ファイル）を設定します。 

 図形テンプレート  

レイアウトに図形テンプレートを設定します。 
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7.ステップエリアのレイアウト変換について 

ステップエリアのレイアウト一括変換、ステップ個別レイアウト変換は下記のルールで変換します。 

 ステップエリアにオブジェクトが存在しない、または配置されているオジェジェクトを残さず変換する場合 

 コメント/タイトル/ヒ

ント/キャプチャー

画像 

リンク：有り 

コメント/タイトル/ヒ

ント/キャプチャー

画像 

リンク：無し 

ステップ採番/ 

ステップ説明文 

図形/図/ 

図形テンプレート 

レイアウト定義：有り レイアウトで定義さ

れた位置に新規に

作成される 

 レイアウトで定義さ

れた位置に新規で

作成される 

レイアウトで定義

された位置に新

規で作成される 

レイアウト定義：無し     

 ステップエリアに配置されたオブジェクトを残して変換する場合 

 コメント/タイトル/ヒ

ント/キャプチャー

画像 

リンク：有り 

コメント/タイトル/ヒ

ント/キャプチャー

画像 

リンク：無し 

ステップ採番/ 

ステップ説明文 

図形/図/ 

図形テンプレート 

レイアウト定義：有り レイアウトで定義さ

れた位置に再配

置される 

既存に存在するオ

ブジェクトは変更さ

れない 

レイアウトで定義さ

れた位置に再配

置される 

レイアウトで定義

された位置に新

規に追加で作成

される 

レイアウト定義：無し ステップエリアから

削除される 

既存に存在するオ

ブジェクトは変更さ

れない 

既存に存在するオ

ブジェクトは変更さ

れない 

既存に存在する

オブジェクトは変

更されない 

 新規に追加または再配置されたオブジェクトは前面に配置されます。 

  

対象となる 

オブジェクト 

対象となる 

オブジェクト 
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8.マニュアルビルド 

マニュアル画面上で編集した結果をWord形式で出力します。 

➢ Step1 

メニューバー[ジェネレート]より[マニュアルビルド]を選択します。 

編集内容が保存されていない場合は、「レッスンの保存」に関してダイアログが表示されますので、 

[はい]ボタンをクリックします。 

 

➢ Step2 

 

Word形式に出力する詳細設定を 

行い、[OK]ボタンをクリックします。 

保存先の設定は[参照]ボタンを 

クリックし、選択して下さい。 

[出力形式] MS Wordをお選び頂けます。 

[画像圧縮] [画像圧縮]にチェックを入れると、全画像が圧縮され、マニュ

アル 

ビルド後のファイルサイズは小さくなりますが、画質は粗くなりま

す。 

[ステップ枠] [ステップ枠を出力する]にチェックを入れると、ステップエリアの

枠が 

表示されます。 
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[枠線の書式設定] 

 

 のアイコンをクリックすると、枠線の書式を設

定する 

ダイアログが表示されます。 

枠線の色、枠線の太さ、実線/点線の設定が行えます。 

➢ Step3 

[OK]ボタンをクリックし、マニュアルビルドを実行します。 

 マニュアルビルド中は、コピー&ペーストの操作、開いているWordファイルの編集はできません。 

 officeクリップボードを開いていると、正常にマニュアルビルドできない場合があります。 

officeクリップボードを閉じてからマニュアルビルドを実行して下さい。 

➢ Step4 

マニュアルビルドが終了した後で「すぐに結果を見る」を選択すると、自動的にWordが起動時し、 

コンテンツが表示されます。 
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