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連合農学研究科納入Tablet PC の利用について 
 
はじめに 
 
 Tablet PC は簡単に言うと、黒板の代わりに使ってもらおうと導入したものです。黒
板やホワイトボードをカメラで撮影すると、カメラの位置合わせが大変、高解像度でも
相手側から見づらいという問題があるので、Tablet PC を使おうというものです。 
 Tablet PC は付属のペンで画面に直接手書きで絵が描けます。それを普通の PC で
PowerPoint の画面をテレビ会議システムで転送するのと同じ形で手書きの画面を相手
側に送ってあげようというものです。 
 他でこのソフトを使いたい場合は自由に使ってください（ただし、このソフトウェア
自体を無断で商品として扱うことは禁止）。他で使用する場合はご一報いただければうれ
しいです。 
 
おねがい 
 
 納入されたHPの Talet PC で設定を見ているのですが、同じ設定でも他の機械で同じ
ように動かない時や、全く同じものを同じようにつないでも意図通りに動くときと動か
ない時がありました。 
 いろいろと試してみているのですが、うまく動かない時にこうすれば必ず大丈夫とい
う方法などが見つけられていません。皆様でお気づきになった点や、こうしたらうまく
できたなど共有できればと思いますので、よろしくお願い致します。 
 セキュリティ対策は最低限しか入っていませんので、常に Windows の状態を最新に
する管理が難しいようであれば、ネットワークには接続しないで使用することをお勧め
します。 
 
Tablet PC の使い方 
 
 電源を入れて立ち上げれば、付属のペンで画面に手書きが出来る状態でTablet PC が
立ち上がって来ます。あとはご自由にお使いください。 
 立ち下げは、Tablet PC の電源ボタンをスライドすれば、システムがシャットダウン
してTablet PC の電源が落ちます。 
 
Tablet PC の設定 
 
 ここからの設定は 1度やっておけば良いはずなのですが、たまにTablet PC が設定を
忘れたり、別の設定を記憶してしまったりすることがあるようです。その際は設定をや
り直してみてください。 
 
ここで行う設定は、 
 Windows パスワードの消去 
 スクリーンセーバー・電源設定の変更 
 画面解像度の変更 
 画面を外部にも出力 
です。 
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1. Tablet PC の外観と起動 
 
Tablet PC の外観について説明します。 

図１ Tablet PC の外観 
 
 Tablet PC を開いた時の写真が図１になります。(C)の部分にあるラッチを右までスラ
イドするとロックが外れるので、Tablet PC を図のように開くことが出来ます。このラ
ッチは右端まできちんとスライドさせないと開かないようになっており、少し力が必要
な場合があります。 
 図(B)が電源ボタンで、右側にスライドすることで電源が ON になります。（A）の部
分に電子ペンが格納されています。この電子ペンを使って画面に直接入力が可能です。
電子ペンは電磁誘導方式のため、電池等は入っておりません。電子ペンと本体をつなぐ
ものは単なる紐で、電子ペン紛失防止用です。 
 電源を入れると（電源ボタンを右にスライドさせると）、しばらくしてWindows XP 
Tablet PC Edition が立ち上がってきます。 
 
 
2. Windows パスワードの消去 
 
 最初に Windows を立ち上げると、図２のようにパスワードを聞いてきます。この際
のパスワードは、システム開設式の日時「20090223」です。半角数字で入力します。
画面上に図２のようにソフトウェアキーボードが表示されている場合は、電子ペンでそ
の上をタップして（押して）も入力できます。 

(A) 

(B) (C) 
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図２ Windows の起動 
 
 Windowsにログインしてしばらくすると、図３のような画面が立ち上がってきます。
もし図 3(ｂ)のような画面の場合は、画面の真ん中付近を電子ペンでタップしてみてくだ
さい。図３(ａ)のようになります。 
 通常はこのまま電子ペンで図や文字を記入してもらえば利用できるるのですが、今回
はWindows のログイン時のパスワードを消去するので、この板書ソフトウェアを 1度
終了します。 
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図３ Windows 起動直度の画面 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( a ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( b ) 
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板書ソフトウェアの終了 
 
 キーボードの ALT(alt)キーを押しながら F4 キーを押します。そうすると板書ソフ
ドウが起動してくる場合がありますが、そのウィンドウ内に「次回以降起動しない」
「次回以降表示しない」などがあればそれを選択してください。そのようなものが無
いウィンドウの場合は「キャンセル」を選択してください。 

 
Windows ログオンパスワードの消去作業 
 
 「スタートメニュー」（図４）をクリックし、「コントロールパネル」を選択します。
開いたウィンドウ（図５）から「ユーザアカウント」を選択します。 

    図４ スタートメニュー      図５ コントロールパネル 
 
 ユーザカウントのウィンドウ（図６）が開いたら、「アカウントを変更する」を選択
し、その中の「パスワードを削除する」を選択します。そうするとパスワードを聞い
てきます（図７）ので、先ほどの Windows ログインに使ったパスワードを入力しま
す。パスワードが削除されたら、ウィンドウを閉じます。これで Windows ログイン
パスワードは削除され、電源を入れると自動的にWindows にログインします。 
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 図６ ユーザアカウントウィンドウ       図７ アカウントの変更 

図８ パスワードの削除 
 
 
3. スクリーンセーバーの設定・電源設定の変更 
 
 講義中などにスクリーンセーバーが起動すると邪魔になりますので、スクリーンセー
バーを起動しないように設定します。 
 前述の要領で「スタートメニュー」→「コントロールパネル」を表示します（図５）。 
「デスクトップの表示とテーマ」を選択します。開いたウィンドウ（図９）から「画面」
を選択して、「スクリーンセーバー」のタブを選択します（図 10）。「スクリーンセーバ
ー」の部分で「（なし）」を選択し、「適用(A)」ボタンを押します。 
 続けて「電源(O)」のボタンを押します。表示されたウィンドウの設定を図 11のよう
にして「適用(A)」ボタンを押します。（電源に接続の部分をすべて「なし」に設定。） 
 さらに「詳細設定」のタブをクリックします。図 12 のように「スタンバイから回復
するときに～」のチェックを外し、電源ボタンの設定を変更します。変更が終わったら
「適用(A)」のボタンを押します。開いたウィンドウを閉じます。 
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図９ デスクトップの表示とテーマ 

図 10 画面のプロパティ 
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図 11 電源オプションのプロパティ 
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図 12 電源オプションの詳細設定 
 
 
4. 画面解像度の変更 
 
 前述の要領で、「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「デスクトップの表
示とテーマ」→「画面」として「画面のプロパティ」を表示します。「設定」タブを選択
し、すべての画面の解像度をXGA(1024x768 ピクセル)に設定し、「適用(A)」ボタンを
押します。図 13は VGAケーブルを接続して２つめの画面を選択した状態を撮影してい
ますので、実際には画面が若干異なる場合もあります。 
 設定が終わったら「OK」を押してウィンドウを閉じます。 

図 13 画面の解像度設定 
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5. 画面を外部にも出力 
 
 VGA ケーブルを Tablet PC に接続します。VGA ケ-ブルの逆側は各拠点のラック内
の PC入力の 2番目に接続します。ラック側のネジは強く締め付けすぎると、外す際に
ラック側のネジもとれてきてしまう可能性がありますので、軽く締めつける程度にして
おきます。Tablet PC 側はネジ穴がありませんので、コネクタを刺すだけとなります。 
 タッチパネルからラックのシステムを起動し、タッチパネルから PC入力の 2番目が
表示されるようにしておきます。 
 Fn キーを押しながら F4 キーを押すたびに、画面出力が「外部出力」、「外部出力と
Tablet PC ディスプレイの両方」、「Tablet PC ディスプレイ」が切り替わります。「外部
出力とTablet PC ディスプレイの両方」に画面が出るようにします。画面はボタンを押
してから切り替わるまで数秒かかりますので、ゆっくり作業します。前述の要領で画面
解像度がXGA(1024x768 ピクセル)になっていることを確認しておきます（図 13）。 
 
 
6. タブレット形にして使用 
 
 今回納入されたTablet PC はコンバーチブルタイプと呼ばれるものです。ディスプレ
イの部分を回転させて、キーボードの上に重ねることが可能です(図 14)。ヒンジの部分
は片方向にしか回りませんので注意してください。 
 この際画面の向きが違う場合には、横の画面回転ボタン(図 14-A)を押すことで、画面
の向きを変更することが可能です。画面の向きは 0,90,180,270 度回転させることが出
来る場合と、0,270 度しか選べない場合があります。なぜこうなるかは不明です（同じ
筐体でもこの現象が起こるので謎です）。 

図 14 タブレット型にして使用・画面回転ボタン 
 
 

(A) 
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7. その他 
 
無線 LANの無効化 
 
 完全にネットワークから切り離した状態で運用するには、無線 LANを off にしてお
いた方が安全です。無線 LAN は本体側面のスイッチ(図 15)を押す(スライドする)度
に on-off が切り替わります。無線 LANが off になるとボタンの光がオレンジ色にな
ります。 
 すべての設定が終了したら、システムをシャットダウンします。スタートメニュー
から通常のWindows を終了する手順でシャットダウンしてください。 

 
図 15 無線 LANスイッチ 

 
 

(A) 
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8. 通常の使い方 
 
 現時点(2009.4)での板書ソフトは、画面に電子ペンで書いたり消したりするだけのソフ
トです。保存等はできません（そのため単純で簡単な操作です）。 
 
 前述までの設定が終わっていれば、次回からは電源ボタンをスライドするだけでシステ
ムが起動し、図 16 の画面になります。もし画面下部に Windows のタスクバーが表示さ
れている状態（図３(b)）になってしまったら、画面の真ん中付近を電子ペンでタップ（押
して）ください。 

図 16 板書ソフト起動画面 
 
 
文字や絵の描き方 
電子ペンで画面の上をなぞってください。 
 
消し方 
 電子ペンの側面にあるボタンを押しながら、消したい部分をなぞってください。 
 
全消去 
 図 16(B)のボタンを押してください。 
 
色の変更 
 図 16(A)のボタンを押す度に描画される色が変わります。現在の色はボタンの背景色で
表されています。 
 

(A) (B) 
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終了方法 
 各大学の運用方針によります。Tablet PC をシャットダウンする必要のある場合には、
電源ボタンをスライドさせると、シャットダウン処理が始まります(ただし各大学の設定方
針による)。 
 
 
 
 
かなり高度な使い方 
 
 Polycomの People on Content 機能を利用して、映像の上に手書きの文字や絵を合成
します。Polycomのクロマキーは緑色が抜けます。緑色で塗りつぶすとそこから下の映像
が現れます。 
 板書ソフトウェアの背景色や描画色を変更したい場合は、ddBoard.ini ファイルが
ddBoard.exe ファイルと一緒の場所にありますので、内容を変更します。 
（板書ソフトウェアはこの２つのファイルだけで構成されています。） 
 
 ddBoard の中身は下記のようになっています。 

 各項目の説明 
  [WIDTH]：ペンとイレーサーの太さ（数字が大きいほど太い：自然数で指定） 
  [COLOR]：ペンの色 
       NUMは色数を表す(COLOR0～の数)。 
       COLOR0～の数値は、24ビットカラー値を指定 
       COLOR0は背景の色にもなる。 
  コメント：行頭を「；」で開始するとコメント行となる 
 

[WIDTH] 
PEN=7 
ERASER=50 
[COLOR] 
NUM=7 
; 0-白 1-黒 2-青 3-赤 4-緑 
COLOR0=16777215 
COLOR1=0 
COLOR2=16711680 
COLOR3=255 
COLOR4=32768 
COLOR5=65535 
COLOR6=65280 


