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コンピュータとコミュニケーションについての一考察
― Office 2007の登場と個別教育の必要性について―

谷　口　政　男
　

　

コンピュータとコミュニケーションの視点から次の順に論述する。

　1．Word 2003からWord 2007への飛翔

　2．ホームページの画面と Office 2007の画面の類似性

　3．CD-ROMとテキストとの併用授業

　4．学習塾での CAI学習

　5．コミュニケーションの必要性

　6．まとめ

1．Word 2003からWord 2007への飛翔

　前期に情報リテラシーⅠという科目を始めて担当することになり、昨年バー

ジョンアップされたWord 2007を教えることになった。それまでは仕事でも何

でもWord 2003を使っていたので、Word 2007は大変取っ付きにくかった。こ

の 4年間これといった変更がなかったためWord 2003にどっぷり浸かってしまっ

た。教わる学生も同じで困惑している感じであった。しばらくして学生から素朴

な質問が出て来た。つまりWord 2003とWord 2007との相違点やWord 2003か

らWord 2007への変更理由などの質問である。確かに、Office 2003までの改定と

Office 2007への改定とは圧倒的に違う何かがある。そこで調べたところ、愚息

に知人であるマイクロソフトの調布技術センター田中 健史氏を紹介してもらい、

マイクロソフトを訪問した。以下は田中氏の説明をまとめたものである。

　Office 2007の開発においては、マイクロソフト調布技術センターのテストルー

ムを使用し、一般ユーザーを招いて調査を実施した。同時に、同社が行ってい

るユーザビリティやアクセシビリティに関する取り組みについても説明してくれ
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た。 Office 2007に関して行われた日本における検証は主に 4つある。検証順に並

べると、「ユーザーデータ分析」「ユーザビリティラボ調査」「ベータ調査」「ベン

チマーク調査」になる。 

　まず、ユーザーデータ分析は、Office 2003でのパターンデータを収集し、デー

タを分析する。日本のユーザーがよく使う機能が、全世界のユーザーと比べてど

う違うかなどを検証する。 

　次のユーザビリティラボ調査は、実際にユーザーをテストルームに招いて行う。

Office 2007のテストを行ったアプリケーションはWord、Excel、PowerPointの 3

種類。マジックミラーで仕切られた部屋でユーザーにソフトを使って作業をして

もらい、その操作方法を検証する。使いづらい部分は本社へフィードバックし、

必要とあれば修正をする。 

　例えば、Excelの罫線の機能や PowerPointにおける図形の連続挿入などは、日

本からフィードバックした結果、Office 2007に反映されたという。また、Office 

2007で、表を挿入した際に罫線を編集する機能はリボンのボタンになっている。

本社の開発チームの中ではリボンのボタンでなくてもよいのでは、という意見も

あったが、リボンのボタンの方が分かりやすいという日本からのフィードバック

によって実現した。このほか、海外では目線の移動を調査するテストも行った。 

　ベータ調査は、Office 2007を長期にわたり、ユーザーに使用してもらう。最後

のベンチマーク調査は、クリック数や生産性などを具体的な数値で検証するもの

だ。ユーザーにとっては、クリック数は少ない方がより使いやすい。Office 2007

の 3つのアプリケーションのクリック数は、Office 2003に比べて三分の一から半

分に減った。 また、1画面上でのメニュー数も多くなった。

　以上であるが、専門用語が出て来たので少し解説する。アクセサビリティとは

「Webコンテンツを利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関

係なく、Webサイトで提供されている情報に問題なくアクセスし、コンテンツ

や機能を利用できること」である。また、ユーザビリティとは、「使いやすさや

分かりやすさ」といった意味である。

　いろいろな改善点があるが、興味を持ったのは、「海外における目線の移動」

という点である。以前の論文でも取り上げた点であるが、目線の移動については
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上から下へ（画面 1）左から右（画面 2）への動きが普通である。その点につい

て考えてみたい。

　Office 2003までのメニューバーはクリックするとプルダウンメニューといって

上から下へメニュー（サブメニューというべきか）が出て来た。したがって目線

の移動が上から下になる。メニュー自体は横に並んでいるのにサブニューは縦に

並んでいる。したがって目線の移動が横から縦に変化することになり、目に負担

をかけることになる。一方 Office 2007の方はメニューバーがタブ形式になって

いてクリックするとサブメニューが左から右へ出てくる。したがって目線の移動

が横から横なので目に負担がかからずスムーズに操作できる。

　一般的に書物では、B5サイズ以上は横書きが主流で、それ未満は縦書きが主

流である。

　新聞は縦書きが主流であったが、最近は横書きのものもちょくちょく見る。ホー

ムページはまず横書きである。コンピュータは欧米が開発したものだから、言語

の特性つまり横書きが当たり前であるから当然ホームページも横書きが普通であ

る。ケイタイも然りである。これ以上の検討は言語特性の問題であるのでまたの

機会にしたい。

2．ホームページの画面と Office 2007の画面の類似性

　情報処理演習 Aという授業で、ホームページ制作の際、基礎編で HTMLを応

用編で JavaScriptや CSSを担当していた。CSSは Cascading Style Sheetの略語で

おおざっぱに言うとWebページ（ホームページ）のデザインをいろいろ加工で

きるプログラムである。

　Webページは HTML（Hyper Text Markup Language）というマークアップ言語

                  画面 1（上から下へ）　　　　　　　　　画面 2（左から右へ）
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によって記述されている。HTMLは、見出し、段落、画像、表組み（テーブル）、

リンク、文章や画像などで構成されるWebページの構造を決めるための言語で

ある。また、スタイルシートでは、文字の色やサイズ、行間、行長、画像のサイ

ズや表示位置、表示パターンなどといったWebページの体裁（デザイン）を決

める。スタイルシートの多くは、上記 CSSという言語で記述される。

　その中に、タブ付きページというのがある。実にそれは Office 2007で使って

いるメニューバーの表示の仕方と同じである。あまりにも似ているので驚いてし

まった。次の図 1と図 2を参照されたい。
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図 1　Word 2007 の画面



コンピュータとコミュニケーションについての一考察

－ 97 －

　上記タブ（tab）とはドキュメントを切り替えて表示するための GUIウィジェッ

トである。一般的には長方形のボックス中にテキストラベルを表示する形で画面

上部に表示され、主にマウスクリックの操作により管理するドキュメントを切り

替えて表示させる仕組みとなっている。一般的なものは非アクティブタブと視覚

的に区別するためアクティブタブがハイライト表示されるようになっており、ま

た必ずどれかひとつのタブが常にアクティブとなる仕組みのものが多い。

　考えてみると、インターネットが普及していろいろなホームページを見る機

会が多くなった。したがって、ホームページの画面には慣れてきている。上記

HTMLで作られた基本的なページや JavaScriptで作られた色や画像が変化する

ページや CSSを使ったデザインが魅力的なページなどに慣れてきている。学生

もインターネットのホームページでそのような画面を見てクリックしたりして検

索などをしている。以前のように、ワープロの画面はワープロ独自のもの、エク

セルの画面はエクセル独自のもの、パワーポイントはパワーポイント独自のもの

ということではなく、ワープロの画面もエクセルの画面もパワーポイントの画面

も共通点が多く、しかも普段よくアクセスしているホームページの画面に非常に
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図 2　Yahoo の画面
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似た画面構成にした。いわゆる使い勝手が飛躍的に良くなった。以下の図 3、図 4、

図 5はそれぞれWord 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007の初期画面である。共

通点が多いのが Office 2007の特徴であることがお分かりになると思う。
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図 3　Word 2007 の初期画面
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図 4　Excel 2007 の初期画面
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3．CD-ROMとテキストとの併用授業

　以前の授業ではほとんどプリントを使っていたが、今回の授業では初めて CD-

ROMとテキストを使った。授業の目標はMCAS（Microsoft Certified Application 

Specialist）という資格取得である。今まで資格取得の授業としては専門学校時代

は「情報処理技術者システムアドミニストレータ」「マルティメディア検定」「CAD

検定」「カラーコーディネーター検定」「CG検定」「工業英語検定」をまた、当

八王子キャンパスでは「日商 PC検定」など実施してきた。それらは皆、対面授

業で板書しつつ個別巡回で理解を深めていくものだった。ところが、今回は CD-

ROMで問題が出され、解説がテキストに載っているというものだ。学生はもち

ろん音楽などで CDはよく使っているから、CD-ROMにも何ら抵抗ない。しか

もデスクトップが備えられている教室なので教科書（CD-ROM付き）を持参し

さえすれば、自学自習で自分のペースで進める。先生は学生の理解できないとこ

ろだけを教えさえすればいいのである。○×の採点までもコンピュータがしてく

れるので、機械が故障しない限りコンピュータ先生が採点を担当してくれる。人

間先生は、学生ができなかった問題の解説だけを担当する。したがって、進度は
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図 5　PowerPoint 2007 の初期画面
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学生によって異なる。早い学生は 15回の授業のうち 5回で教科書の問題が終わっ

てしまう。遅い学生は 15回ぎりぎりでどうにかこうにか終了した。最後の授業

でコンピュータによる試験があり、学習した 120問の中から約 20問がランダム

に 50分問題として出される。採点結果もコンピュータで出されるから、まず人

間が採点するより正確であろう。学生もその結果を見てどこの項目ができ、どこ

ができないかを目で見て理解する。この学習方法の利点は自分のペースで理解し

ながら学習できる点だ。しかし欠点は、教科書の解説に頼ったり、先生に依存し

たりしてしまう学生が少数ではあるが出てしまう点である。理想の学習、理想の

教育があれば知りたいが・・・・？

4．学習塾での CAI学習

　今から 30年ほど前になるが、学習塾でマイコンを使ったことがある。その当

時はヤルキーとかいう名前の機械で、それはカセットテープを挿入して画面（B5

サイズ程度）に問題が出てきて、解いて解答を入力すると合っていれば、○が出

ると同時に「ヨクヤッタ！ピンポン」という音も出るものだった。小学校 4・5・

6年生の教科書用と受験生用の算数が内容だった。もちろん個別指導になるが画

面を見ながら説明できるので慣れれば理解しやすいかと思った。今から考えると

機材費用は高価であったが、学生の学習意欲を引き出したり、学習理解度を深め

たり学習効果というものはそれなりにあったと自負している。小学校で英語が必

修科目になるそうだが、教育機器「ヤルキー」にも「ヤルキー英語」があり、画

面は白黒で静止画であるが、音楽と同時に英語の単語が出てくるものであった。

小学生に人気で中学入学前に英語に対する興味をもたせようとして実施した。他

にも、教育機器としてセイコーの「マップ先生」というのがあり、これは中学 1・2・

3年生の英語と数学の教科書に準拠しているものだった。この画面の大きさは今

のデスクトップ用パソコンのそれと同じで、「ヤルキー」より大きかった。

5．コミュニケーションの必要性

　今のインターネットの思想的根拠はすでに今から 50年ほど前にアメリカの情

報工学のパイオニアであるテッド・ネルソンによって考案されていた。1980年
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に発表された彼の論文「インターラクティブ・システムとバーチャリティ設計～

未来の芸術であるインターラクティブ・システムの設計は新たな哲学的原理にも

とづく～」にはこう書いてある。

　筆者が同僚らとともに、およそ 20年来取り組んでいるザナドｳ（XANADU）・

ハイパーテクストシステムは、何よりもスーパー・ドキュメント・ライブラリー

兼注釈システムを目指している。情報の蓄積と公開の新しい方法と考えてもいい。

　ザナドｳ・システムは、マクドナルドのような全国のフランチャイズ方式の拠

点を結んだ情報蓄積コンピュータのネットワークとして計画されている。地元の

ザナドｳ拠点にダイヤルすると、高速回線で結ばれたネットワーク全体からなん

でも入手できる。アクセスする端末はかなり高性能でなければならない。

　ザナドｳ・システムとは現在のインターネット・システムと置き換えることが

でき、アクセスするかなり高性能な端末とは現在の進化する PCと置き換えるこ

とができる。また、ネットサーフィンなどでよく使うリンクの考え方は彼による

ハイパーテクストシステムに端を発しているといっても過言ではない。

　こうも言っている。

　ユーザ・フレンドリーネス、つまり一般ユーザーにとっての使いやすさという

のはコンピュータ・システム設計者に常に課せられる目標である。にもかかわら

ず、とかく設計者は専門家にしか使いこなせないようなインターフェースを作り

がちだ。その方が簡単だからである。

　人間がパソコンを使う機会が増えて人間側からパソコンに近づいている。特に

若者の多くがパソコンを抵抗なく操作するようになってきた。それは、小さい頃

から近くにパソコンがあり、パソコンを使ってインターネットを検索することに

慣れ親しんでいるからである。また、テレビ同様電源を入れれば画面が出てきて、

アイコンをダブルクリックすれば簡単にインターネットの世界で何かを検索した

りすることができるようになっているからでもある。パソコンが改良を重ねて使

いやすくなり人間に近づいてきている。
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　近年、安価でカラフルで小型軽量なパソコンが増えてきた。特に、Windows 

Vistaが発売されヴァージョンが 2003から 2007に変わり特に若者には使い勝手

（操作）が非常に楽になったようである。

　幕張メッセで本年春「インターロップジャパン 2008」にて慶応大学環境経済

学部村井純先生の基調講演「地域とインターネット～人と社会と科学技術のイノ

ベーション～」を拝聴した。コンピュータ業界の環境問題対策やコンピュータの

加速する技術進歩・小型化による携帯化・日本の洗練された技術力・TVとコン

ピュータの一体化・日本と EUとの共同開発・インターネットの安全性技術向上・

ゲーム時代での内臓 CPUの余力電力の活用等、今現在総務省や電気通信 IT業界

が取り組んでいる問題をわかりやすく説明してくれた。その中で強く印象に残っ

たのは、インターネットを通じてのコミュニケーションの必要性であった。また、

「シーテックジャパン 2008」の展示会で注目されたものは「情報大航海プロジェ

クト～多様な情報価値を共創する～」である。これは、産官学の実証、共通技術

開発・各種検討会議会が参加している新しい団体である。企業は今まで競争中心

であったが、それだけでなく消費者一人一人に合わせたサービスを提供していく

ために共同で開発しようという取り組みである。今後、このようなサービスが多

くなってきて老若男女が IT技術を使って新たなコミュニケーションがますます

増えていくのではないか。

6．まとめ

　現在、IT技術の進化により高度情報化社会が定着しつつある。Office 2007に

代表されるように、使い勝手が飛躍的に進歩して機能がどんどん増えてそれらを

常に学習しつつ理解することが求められている。一方、それと同時に人間として

大切なコミュニケーションはコンピュータなどを通じて行うことが増えている。

どれほどコンピュータの技術が進化してもコンピュータの技術に使われてはなら

ない。あくまでそれらは人間同士のコミュニケーションの手段であることを忘れ

てはならない。
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