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既存プレゼンテーション支援システムの
Web連携に基づく双方向プレゼンテーションの実現
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本研究では，双方向プレゼンテーションにおけるユーザの負担を削減することが可能な，新たなプレゼンテーション
支援システムを提案する．双方向プレゼンテーションとは，プレゼンテーション実施者と聴衆がプレゼンテーション
中に相互に情報をやりとりする形式のプレゼンテーションである．従来のシステムでは，双方向プレゼンテーション
を実施する際には，聴衆からの意見収集を行う専用のアプリケーションや装置を準備する必要があった．本手法で
は，プレゼンテーション実施者が使用する既存のプレゼンテーション支援システムと，聴衆が意見を投稿するための
Web アプリケーションの連携により，双方向プレゼンテーションを実現する．プレゼンテーション実施者は，使い
慣れているアプリケーションからシームレスに本システムを利用することが可能で，双方向プレゼンテーションの実
施における学習コストが少ない．聴衆は，自身が持つスマートフォンなどの端末からフィードバックを送信すること
ができ，意見投稿機能を簡便に利用できる．

1 はじめに
プレゼンテーションにおいて，講演者などのプレゼ

ンテーション実施者と聴衆が双方向に情報をやりとり
することで，聴衆の内容理解の促進や意思決定の場
としてのプレゼンテーションを実現できる．本研究で
は，プレゼンテーション実施者と聴衆がプレゼンテー
ション中に相互に情報をやりとりする形式のプレゼン
テーションを双方向プレゼンテーションと呼ぶ．プレ
ゼンテーション実施者と聴衆が同じ会場に存在する
対面型のプレゼンテーションにおいて，双方向プレゼ
ンテーションを実現するシステムが提案されている．
本研究では，従来システムの課題である，聴衆から
の意見収集のための装置やアプリケーションを事前
に準備する手間を解決することが可能な双方向プレ
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ゼンテーションシステムを提案する．Web上でプレ
ゼンテーション実施者のプレゼンテーション資料 (以
降，プレゼン資料)やプレゼン資料のページめくりな
どを再現し，聴衆からの意見を収集するためのコメン
ト送信機能やポインタ共有機能などを提供する．聴衆
からの意見を収集するためのWebアプリケーション
とMicrosoft PowerPointを連携させることで，双方
向プレゼンテーションにおけるユーザの負担を軽減
する．プレゼンテーション実施者は，使い慣れている
プレゼンテーション支援システムから本システムを
利用することができ，学習コストが少ない．聴衆は，
スマートフォンやタブレット端末，ノートブックなど
自身が持つ端末上でWebアプリケーションを起動す
ることで，簡便にプレゼンテーションに対するフィー
ドバックを送信できる．双方向プレゼンテーションの
実施形態として，プレゼンテーション実施者と聴衆が
同室に存在する環境での利用を想定する．実施形態の
例として，企業や研究機関などのグループでの会議や
セミナーなどが考えられ，本システムの適用範囲は十
分に広く有用である．
プレゼンテーション実施者の端末上では，Power-

Point制御機構が動作する．PowerPoint制御機構は，



先行研究のプレゼンテーション支援機構を基盤技術
として構築される [7]．先行研究のプレゼンテーショ
ン支援機構は PowerPointの機能を拡張するシステム
であり，プレゼンテーション中に，プレゼン資料上へ
のポインタの表示や，テキストや図形などのオブジェ
クトの編集などの操作を可能にし，聴衆の注目を促
すことを支援する．本システムにおける PowerPoint

制御機構では，Web連携を実現するために，プレゼ
ン資料やプレゼン資料上での操作の再現に必要な情
報をWebアプリケーションへ送信する機構を追加す
る．また，Webアプリケーションから投稿された意
見を受信し，プレゼン資料のオブジェクトあるいはコ
メントとしてリアルタイムに表示し，ファイルに保
存する．本システムにより，聴衆はWebアプリケー
ションへのアクセス，プレゼンテーション実施者は
PowerPoint制御機構の起動操作のみで，プレゼン資
料とプレゼンテーションへのフィードバックを共有す
ることができる．
本稿の構成について述べる．2節で，双方向プレゼ

ンテーションを実現する既存システムについて述べ
る．3節で，双方向プレゼンテーションのための機能
について述べる．4節で，本システムの実装について
述べ，5節で考察を述べる．6節で本稿をまとめる．

2 関連研究
双方向プレゼンテーションの有用性に関しては多く

の事例が報告されているが，一方，その導入や運用に
は聴衆の意見収集のための特殊な装置やアプリケー
ションを必要とするという課題が残されている．本研
究では，Webアプリケーションとして意見収集機構
を構築し，既存のプレゼンテーション支援システムと
連携させることで本課題の解決を試みている．
双方向プレゼンテーションは，一般的な企業や研究

機関の会議のみならず教育においても利用される [6]．
文献 [8]では，クリッカーと呼ばれる装置を学生に配
布し，講義中 30分に一度実施される講義の進み方や
難易度に関するアンケートに学生が回答できる環境を
実現している．教育におけるクリッカーを利用した双
方向プレゼンテーションに関する事例研究は多数行わ
れており，有用性が示されている [2]．一般的なプレ

ゼンテーションにおいても，聴衆の知識や質問に対し
て電子ペンを利用し，プレゼンテーション中に柔軟に
対応することを可能にするシステムが提案されてい
る [5]．ユーザの負担を軽減する目的で，クリッカーを
アプリケーションとして実装するソフトウェアクリッ
カーが提案されている．文献 [1]では，Javaのプログ
ラミング教育において，従来の選択肢式のアンケート
よりも複雑な課題をソフトウェアクリッカーを用いて
回答することを可能にしている．また，プレゼン資料
が知識源として有効である点に注目し，プレゼン資料
に含まれる知識を共有することを目的として，プレゼ
ン資料をWebコンテンツ化して管理するシステムが
提案されている．プレゼン資料をWebコンテンツ化
することで，Web上での協調作業や資料共有を支援
するシステムに関する研究が行われている [3] [4]．
クリッカーや電子ペンなどの情報収集のための特別

な装置や，専用のアプリケーションを必要とするプレ
ゼンテーションシステムは，聴衆の理解度把握や学習
度向上に有効である一方で，導入時あるいは使用時
にユーザの負担が大きくなる．従来のWebプレゼン
テーションシステムは，Web上でプレゼン資料を共
有することを可能にしているが，聴衆からのフィード
バックを収集する機能が不十分である．本研究では，
情報収集のためのWeb アプリケーションを実装し，
既存のプレゼンテーション支援システムと連携させ
ることで，ソフトウェアクリッカーと既存のプレゼン
テーション支援システムの利便性を活用する手法を提
案する．会議や教育において，システム利用に関する
ユーザの学習コストや準備作業が少なく，柔軟性のあ
る双方向プレゼンテーションが実現できる．Webア
プリケーションとネイティブアプリケーションの連携
によるシステム開発手法は，ドキュメントの共有に限
られており，本手法のようにシステムの機能や動作を
リアルタイムに共有する手法には新規性がある．

3 双方向プレゼンテーション
プレゼンテーション実施者からの情報発信のみで

はなく，聴衆からもリアルタイムに情報発信を行うこ
とができる双方向プレゼンテーションにより，議論の
活性化や聴衆の理解度向上が期待できる．本節では，



双方向プレゼンテーションの要件と要件を満たすため
の本システムの機能について述べる．

3. 1 双方向プレゼンテーションの要件
本研究では，Web上でプレゼンテーション実施者

のプレゼン資料を再現し，聴衆からの意見を収集す
る機能を提供することで，ユーザの負担が少ない双
方向プレゼンテーションを実現する．本システムは，
プレゼンテーション実施者と全ての聴衆が同室に存在
する対面型のプレゼンテーションにおいて，双方向プ
レゼンテーションを支援することを目的としている．
プレゼンテーション実施者の情報提示の支援機能と，
聴衆の意見投稿機能により，双方向プレゼンテーショ
ンが実現される．双方向プレゼンテーションにおける
要件は以下のようになる．
• 聴衆の注意を促すプレゼンテーション支援機能
• 特殊な装置に依存しない聴衆からの意見収集
• 聴衆がプレゼン資料を共有可能
• 聴衆からのリアルタイムな意見投稿機能

以降は，要件を満たすための本システムの機能につい
て述べる．

3. 2 プレゼンテーション実施者の支援
本システムでは，先行研究のプレゼンテーション

支援機構を基盤技術として構成される PowerPoint制
御機構により，プレゼンテーション実施者を支援する
[7]．プレゼン資料へのポインタの表示やテキストや図
形などのオブジェクトの編集などの操作を可能にし，
聴衆の注目を促すことを支援する．

PowerPointには，プレゼン資料をデザインする際
に使用する編集用表示モードと，プレゼン資料が端末
の画面全体に表示されるプレゼンテーションモードが
存在する．PowerPoint制御機構は，聴衆に注目して
欲しいオブジェクトを強調する，あるいは聴衆の集中
力を失わせないようにシームレスにプレゼン資料を
修正するという目的で，プレゼンテーションモードに
おけるオブジェクトの編集，移動，拡大・縮小，およ
び削除の機能を提供する．事前にオブジェクトに対し
てアニメーション効果を設定することで強調する方
法に比べ，柔軟なプレゼンテーションを行うことがで
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きる．
本システムでは，聴衆からの意見投稿のみでなく，

意見集約や理解度把握のための機能としてリアルタ
イムアンケートを利用することができる．リアルタイ
ムアンケートの実行例を図 1に示す．リアルタイムア
ンケートとは，プレゼンテーションにおいて行われる
アンケートで，回答を投票中にリアルタイムに集計結
果を表示する形式のアンケートである．プレゼンテー
ション実施者が，事前にMicrosoft Excelを利用して
グラフを作成し，プレゼン資料におけるリアルタイ
ムアンケートを実施したいタイミングのページにコ
ピーする．プレゼンテーション中に，PowerPoint制
御機構がプレゼン資料に埋め込まれたグラフを解析
し，自動的にリアルタイムアンケートが開始される．
リアルタイムアンケートにより聴衆の理解度が視覚
化され，プレゼンテーション実施者と聴衆で共有され
る．プレゼンテーション実施者の聴衆理解度の把握
や，聴衆の集中力の維持などに活用できる．



3. 3 意見投稿のためのWebアプリケーション
聴衆からの意見投稿のためのWebアプリケーショ

ンのインターフェースを図 2に示す．図 2は，プレゼ
ン資料へのアノテーションの挿入により，意見投稿を
行っている様子を示している．Web アプリケーショ
ン上で資料を共有し，聴衆からの意見投稿機能を提
供することで，特殊な装置やアプリケーションのイ
ンストール作業を必要としない意見収集を実現する．
Webアプリケーションから投稿された聴衆からの意
見は，プレゼンテーション実施者のプレゼン資料上で
リアルタイムに共有される．
画面下部は，左からアンケート回答ボタン，プレゼ

ン資料をめくるボタンとスライダー，コメント投稿ボ
タン，モード切り替えボタン，同期機能オン・オフボ
タンである．アンケート回答ボタンは，本システムを
利用したリアルタイムアンケートにおける，回答の選
択に使用する．4色のボタンで 4択以下の選択肢式の
アンケートに回答する．コメント投稿ボタンから，プ
レゼン資料に表示されないテキストとして，コメント
を投稿することができる．モード切り替えボタンは，
プレゼン資料へポインタを表示するモードと，手書き
メモのモードを切り替える．プレゼン資料上へのポイ
ンタは，聴衆から質問を行う時などに，プレゼン資料
内を指し示す目的で使用する．手書きメモは，プレゼ
ン資料にフリーハンドでメモを書き込むことができ
る．同期機能オン・オフボタンは，プレゼンテーショ
ン実施者が行った編集操作やページめくり，あるいは
他の聴衆のポインタや投稿された意見などを同期す
るか否かを設定する．

4 双方向プレゼンテーションの実装
本システムでは，既存のプレゼンテーション支援シ

ステムとWebアプリケーションを連携させることで，
双方向プレゼンテーションを実現する．本節では，本
システムの構成と既存のプレゼンテーション支援シス
テムのWeb連携手法について述べる．

4. 1 システム構成
本システムは，図 3に示すように，(1)PowerPoint

制御機構，(2)聴衆側のWebアプリケーション，お

よび (3)資料管理サーバの 3つのサブシステムから構
成される．以降，これらのサブシステムについて説明
する．

(1)の PowerPoint制御機構は，プレゼン資料の共
有に必要な情報の送信と，プレゼンテーション中の支
援機能の提供を行う機構である．プレゼンテーション
実施者上の端末で PowerPointのプラグインとして動
作する．プレゼンテーション中の支援機能として，テ
キストや図形などのオブジェクトの編集や手書きメモ
などの機能を提供する．また，プレゼン資料を共有す
るための情報を送信する．

(2)の聴衆側のWebアプリケーションは，聴衆の
端末のWebブラウザ上で，プレゼン資料の共有と意
見の投稿機能を提供する．PowerPoint制御機構から
送信された情報から，プレゼン資料を再現する．意見
の投稿機能として，手書きメモ機能，プレゼン資料上
へのアノテーション機能，およびコメント送信機能が
利用可能である．

(3)の資料管理サーバは，画像化資料アップロード
サーバと資料情報同期サーバの 2 つに分けられる．
画像化資料アップロードサーバは，画像化されたプ
レゼン資料の保持，管理を行うためのサーバである．
PowerPoint制御機構から画像化されたプレゼン資料
を受け取り，URLを発行して返送する．PowerPoint

制御機構と聴衆側のWebアプリケーションは，画像
化資料アップロードサーバが発行する URLにより画
像化されたプレゼン資料を共有し，プレゼン資料の共
有を行う．資料情報同期サーバは，PowerPoint制御
機構と聴衆側のWebアプリケーション，あるいは聴
衆側のWebアプリケーション間でリアルタイムに情
報をやりとりするためのサーバである．WebSocket

により構成されており，JSON形式のデータをリアル
タイムに送受信することが可能である．

4. 2 ユーザ操作共有のための制御情報
プレゼンテーション実施者の端末上で動作する

PowerPoint と聴衆側の Web アプリケーションで，
ユーザの操作を共有するために，図 3 における資料
情報同期サーバを介して JSON形式の制御情報をや
りとりする．制御情報には，PowerPoint制御機構が
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図 3 システム構成図

送信するプレゼンテーション実施者によるプレゼン
資料の操作と，Webアプリケーションが送信する聴
衆側の意見投稿やポインタ提示などの操作の 2 種類
を表す情報がある．いずれの場合も，全ての制御情報
に対してトークン t，操作の種類を表す文字列m，お
よび操作を行ったプレゼン資料のページ番号 iが付与
される．トークンとは，プレゼン資料ごとに一意な
文字列で，双方向プレゼンテーションのセッションの
管理に使用する．トークンは PowerPoint制御機構に
よってプレゼンテーション開始時に発行され，プレゼ
ンテーション実施者が聴衆に通知し，聴衆がWebア
プリケーション起動時にトークンを入力することで，
トークンに対応したプレゼン資料が共有される．3つ
の情報をまとめて B = 〈t, m, i〉と表す．

PowerPoint制御機構が送信する制御情報について
述べる．ポインタ表示では，mが “Pointer”に設定
される．ポインタの色情報 c，ポインタの表示座標
p = 〈x, y〉から構成される制御情報 〈B, c, p〉を送信す
る．pは正規化した値を使用する．ページめくり，ア
ニメーション，およびオブジェクト編集の同期では，
mは “Show”に設定される．操作後のページの画像
の URLである uが制御情報に含まれる．ページめく
りでは，ページ遷移先のページ番号 i′が含まれる．ア
ニメーションやオブジェクト編集の場合は，i′ = −1

である．また，アニメーションに対応するために，1

つのページ上でのアニメーションの再生回数 a を送
信する．プレゼン資料の単純なページめくりの場合
は a = 0，オブジェクトの編集の場合は a = −1で，
アニメーションを再生した場合は a > 0 である．制

御情報の構成は 〈B, u, i′, a〉となる．手書きメモの同
期時には，PowerPoint制御機構の手書きメモ機能に
よって生成された線のオブジェクトのみを画像化し，
画像化資料アップロードサーバで発行される URLで
ある h を送信する．m は “Handwrite” に設定され，
制御情報は 〈B, h〉となる．

Webアプリケーションが送信する制御情報につい
て述べる．3. 3節で述べたWebアプリケーションの
機能において，共有されるユーザの操作はポインタ
の表示，アノテーション生成，コメント投稿，手書
きメモの 4 つである．ポインタの表示と手書きメモ
の場合は，PowerPoint制御機構が送信する制御情報
と同様である．アノテーション生成の場合は，m は
“Annotation”に設定される．制御情報として，アノ
テーションの表示位置の座標 p = 〈x, y〉 とアノテー
ションのテキスト情報 S で構成される 〈B, p, S〉が送
信される．S はテキスト st，フォントサイズ ss，テ
キストの色情報 sc で構成され，S = 〈st, ss, sc〉であ
る．コメント投稿時には，mは “Comment”に設定
され，コメントのテキスト o を含む制御情報 〈B, o〉
が送信される．

4. 3 制御情報によるユーザ操作の再現
Algorithm 1 は，制御情報に基づくユーザの操

作の同期処理を示している．PowerPoint制御機構と
Web アプリケーションにおいて，Algorithm 1 に
示した同期処理を実現することで，ユーザの操作が共
有される．

1行目で，受信した制御情報をM に格納する．M

の構成は，4. 2節で示したように，ユーザの操作の種
類によって異なる．2，3行目では，受信した制御情
報のトークンとページ番号が一致しているかどうかを
確認し，結果をフラグ SameSessionと SamePage

にそれぞれ格納する．異なるセッションから送信され
た制御情報の場合は，SameSessionが falseとなり
制御情報は適用されない．

m = Pointer の場合はポインタ表示を行う．7 行
目で，正規化されているポインタ表示位置の座標を，
スクリーンやブラウザのサイズに合わせて変換する．
フラグ SamePage が true である場合，つまり受信



Algorithm 1 User Manipulation Reproduction

1: while true do

2: M ⇐ receiveMessage()

3: SameSession ⇐ checkToken(t)

4: SamePage ⇐ checkPage(i)

5: if SameSession then

6: if m is Pointer then

7: 〈xs, ys〉 ⇐ convertToScreen(p)

8: if SamePage then

9: showPointer(xs, ys, c)

10: end if

11: else if m is Handwrite then

12: Iu ⇐ fetchImageFromServer(u)

13: I′
u ⇐ convertBinaryToImage(Iu)

14: if SamePage then

15: updateHandwriteImage(I′
u)

16: else

17: updateHandwriteData(i, I′
u)

18: end if

19: else if m is Annotation then

20: 〈xs, ys〉 ⇐ convertToScreen(p)

21: if SamePage then

22: createAnnotation(xs, ys, S)

23: else

24: updateAnnotationData(i, xs, ys, S)

25: end if

26: else if m is Comment then

27: saveComment(i, o)

28: else if m is Show then

29: Iu ⇐ fetchImageFromServer(u)

30: I′
u ⇐ convertBinaryToImage(Iu)

31: if SamePage AND i′ > 0 then

32: updateSlideImage(I′
u)

33: end if

34: updateSlideData(i, I′
u, i′, a)

35: else

36: do the default action

37: end if

38: end if

39: end while

した制御情報が対象とするページと表示しているペー
ジが一致する場合には，9行目でポインタを表示する．

m = Handwriteである手書きメモの場合には，12

行目のように受信した制御情報に含まれる URLを使
用し，画像化した手書きメモを画像化資料アップロー
ドサーバからダウンロードする．13行目で，ダウン
ロードしたバイナリデータを画像ファイル I ′

u に変換
する．ページが一致する場合には I ′

u でページごとに
管理する手書きメモの画像を更新する．一致しない
場合には I ′

u をページ番号とともに一時的に保存する．

ページめくりにより該当するページが表示されたと
きに，一時的に保存した画像で更新する．

m = Annotationであるアノテーション生成の場合
は，ポインタ表示の処理と同様に座標変換を行い，22

行目でアノテーションを生成する．ページが一致しな
い制御情報を受信した場合は 24行目のように，アノ
テーションのデータをページ番号とともに一時的に保
存する．ページめくりにより該当するページが表示さ
れたときに，一時的に保存したアノテーションのデー
タからアノテーションを生成する．m = Comment

であるコメント投稿は，ページ番号と関連付けてコメ
ントを保存する．

mが Showの制御情報は，PowerPoint制御機構か
らWebアプリケーションへプレゼン資料を同期する
ために送信される制御情報であるため，28行目から
34行目までの処理はWebアプリケーション側でのみ
実装する．手書きメモ機能と同様の処理で画像化した
プレゼン資料を共有する．ページめくりの同期の場
合は，強制的にページの画像を切り替える．Webア
プリケーションでは，Webアプリケーション上での
ページめくり機能のために，ページの情報を保存す
る．34行目で，操作後にページの情報を更新する．

5 考察
本研究では，使い慣れたプレゼンテーション支援

システムをWebアプリケーションと連携させること
で，双方向プレゼンテーションを簡便に実現するシス
テムを実装した．従来の双方向プレゼンテーションを
実現するシステムでは，意見収集のための装置の準備
や，ローカルで作成したファイルをWebコンテンツ
に変換する操作が手間であった．本システムではこれ
らの課題を解決している．プレゼンテーション実施者
は，プレゼンテーションファイルを開き，PowerPoint

制御機構を起動する操作のみで双方向プレゼンテー
ションを開始できる．聴衆は，トークンをWebアプ
リケーション上で入力する操作のみで，双方向プレゼ
ンテーションに参加可能である．PowerPoint制御機
構では，オブジェクト操作と操作をリアルタイムに共
有する機能やリアルタイムアンケート機能により，プ
レゼンテーション実施者の情報提示の支援を実現し



た．Webアプリケーションでは，アノテーションや
コメント送信，手書きメモなどの機能により，意見投
稿を簡便に行うことができる．
プレゼンテーション支援システムと Web アプリ

ケーションの連携において，ユーザの操作を共有す
るために Algorithm 1 に示した処理を構築した．
Algorithm 1を任意のプレゼンテーション支援シス
テムの制御機構として実装することで，PowerPoint

以外のシステムで作成したプレゼン資料にも対応可
能である．ユーザが使い慣れたシステムを利用した双
方向プレゼンテーションシステムの開発ができる．
本システムでは，既存のプレゼンテーション支援

システムを拡張することで，ユーザの学習コストを
軽減する双方向プレゼンテーションを実現している．
プレゼンテーション実施者の端末上の PowerPoint制
御機構は，既存のプレゼンテーション支援システムを
制御し動作するため，使い慣れたシステムで作成し
たプレゼン資料から簡便に本システムを利用できる．
また，リアルタイムアンケート機能では，Excelを利
用して作成したグラフによりアンケート結果を視覚
化するため，柔軟な表現が可能となる．このように，
既存のシステムを拡張し，新しいシステムを構築する
手法は，インターフェースの設計や機能の拡張におけ
る開発者の負担を軽減できる可能性がある．
双方向プレゼンテーションにおいて，聴衆からの

フィードバックの表示が，プレゼンテーションの妨げ
となる可能性がある．本システムでは，プレゼン資料
上へのアノテーション機能により，聴衆の意見を表示
することができる．本機能を利用することでプレゼ
ン資料に合わせた意見投稿ができる一方で，プレゼ
ン資料のオブジェクトとアノテーションが重なり，見
えづらくなる可能性がある．アノテーションの表示非
表示を設定できる機能や，時間経過に合わせて非表
示にする，プレゼン資料上ではなくプレゼン資料の
周囲にアノテーションを表示するなどの手法により，
本課題を解決可能である．聴衆からのフィードバック
の適切な表示については今後検討すべき課題である．

6 まとめ
本研究では，特別な装置を必要とせず，簡便に双方

向プレゼンテーションを実現する手法を提案した．双
方向プレゼンテーションに必要な機能を提示し，機能
を実現するための，既存プレゼンテーション支援シス
テムのWeb連携手法を構築した．Web連携のための
処理を抽象化することで，PowerPoint以外のプレゼ
ンテーション支援システムで作成されたプレゼン資料
を利用した双方向プレゼンテーションを実現可能にし
た．簡便な運用で双方向プレゼンテーションを実現す
る本手法は，プレゼンテーションの新たな利活用の方
法の創出に貢献するものと考えられる．
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