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背　景
企業での提供サービスが多様化する

中，さまざまな業務システムが新規導
入 ・ 更新され，業務システムの利用形
態も変化し続けています．複雑化した
操作内容においても，業務システムの
ユーザはミスなく効率的に業務を実施
することが求められており，また管理者
は継続的に事業が運用できるよう，必
要な業務ノウハウを蓄積し，ほかのユー
ザへ継承していく必要があります．

このオペレーション業務における正確
性や効率性の向上，知識継承の促進の
ためにOJTやマニュアルの整備，社内
Wikiの立ち上げなど，さまざまな手段
が用いられてきました．これらの手段は
基礎的な手法ではありますが，時間とコ
ストがかかる，業務場面ごとにノウハウ
の反映 ・ 共有を行うことが難しい，また
業務システムのユーザから能動的に情
報を参照する必要があるなどの課題が
ありました．

そこでNTTアクセスサービスシステ
ム研究所では，これらの課題に対して
端末操作画面上の任意の場所に使い方
のヒントとなるノウハウを直接表示し，
必要なときにユーザの端末操作をナビ
ゲーションできるソフトウェア「アノ
テーション表示 ・ 編集技術」を開発しま
した（1）,（2）．

「アノテーション」とは「注釈」のこ
とを意味しており，本技術は操作画面
上に電子的な付箋紙を貼りつけ，そこ
にユーザが必要とする情報を表示する
ことで，操作を支援します．ここでは具
体的な特長項目と本技術の仕組みにつ
いて紹介します．

アノテーション表示・編集技術
の特長

本技術には， 3 つの特長があります
（図 1 ）．
■ノウハウを自由に直接表示

ユーザに必要なノウハウを自由に表示
することでユーザを支援します．ユーザ
の端末操作の動きに追従し，ユーザが
アノテーションの付与対象ウインドウを
クリック等によりアクティブにしたタイ
ミングで操作画面上の特定の位置に重
ねて見せ（図 2 ），ユーザの操作をナビ
ゲートすることができます．これにより，
ユーザが業務システムを日常的に操作
するタイミングでアノテーションが現れ
るので簡単に確認 ・ 参照することがで
きます．

本技術のアノテーション表示の仕組
みを図 3 に示します．アノテーション表
示 ・ 編集に関する技術を実装したプロ
グラム（アノテーションプログラム）で
は画面上のユーザが操作しているウイ
ンドウ（アクティブウインドウ）を常時

監視しています．あらかじめ用意したア
ノテーション設定ファイル内に，アノ
テーションを付与したいウインドウ情報

（ウインドウタイトル，プロセス名）とそ
のウインドウ上でアノテーションを表示
する際の目印となるマッチング画像領域

（探索するイメージ）が保存されていま
す．現在のアクティブウインドウのウイ
ンドウ情報が，アノテーション設定ファ
イル内の設定と合致した場合，アノテー
ションプログラムはこのアクティブウイ
ンドウを画像としてキャプチャし，設定
ファイルに保存されているマッチング画
像領域と同じ画像がそのキャプチャ画
像内に存在するかどうかを探索します．
マッチング画像領域がアクティブウイン
ドウ内にある場合には，図 3 のように操
作画面内のアクティブウインドウの前面
に透明ウインドウを表示し，その透明ウ
インドウ上に番号やラベルを表示したア
ノテーションアイコンとノウハウを表示
したアノテーションメッセージをオーバ
レイ表示します．

図 3 ではサンプルとして「住所管理
システム」上にアノテーションを表示し
ていますが，操作画面上に表示される
あらゆる業務システム ・ アプリケーショ
ンに対して適用可能です．

また，アクティブ画面のキャプチャ，
画像認識による探索からアノテーション
表示までは瞬時に行われ，操作画面に

操作画面上に業務ノウハウを直接表示するアノテーション
表示 ・編集技術
NTTアクセスサービスシステム研究所
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NTTアクセスサービスシステム研究所では業務の効率化に取り組んでいます．業
務システムの操作方法や作業手順などの “ノウハウ” を，操作画面上のあらゆる場所
にかぶせて表示させることができる「アノテーション表示 ・編集技術」を開発しま
した．ここではその機能や本技術の仕組み，関連技術との違いを紹介します．
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対するユーザのさまざまな操作（ウイン
ドウのサイズの最大化，最小化，表示
位置変更，スクロールなど）にもスムー

ズに追従してくれます．ただし，ブラウ
ザの表示倍率変更のように，表示され
る画像を変化させるユーザ操作の場合

には，追従できない場合があります．
■素早くノウハウを作成 ･編集 ･共有

操作画面上でユーザは直感的にアノ

a2＋b2＝c2

図 1 　アノテーション表示・編集技術の特長
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図 3 　アノテーション表示の仕組み
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図 2 　アノテーションの表示

●①対象のウインドウをクリック

　

●②表示対象のウインドウに
　アノテーション（アイコンと
　メッセージ）が表示されます
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テーションを作成でき，難しい操作を覚
える必要はありません（図 4 ）．

対象ウインドウのキャプチャを利用し
てアノテーションを付けるマッチング画
像領域を設定します．そのマッチング画
像領域に対し，表示したいアノテーショ
ンアイコンとメッセージを設定します．
アイコンはサイズや色，ラベルなど，メッ
セージは表示サイズや色，文字の大きさ

が設定できます．これらの設定は対象
ウインドウごと，アノテーションごとに
自由に内容を変えられます．

作成した表示ルールは，アノテーショ
ン設定ファイルとして保存でき，イント
ラネット内の複数の端末から同じ設定
ファイルを参照することで，複数ユーザ
で共有できます．

■既存環境にそのまま導入
アノテーションプログラムは端末側で

動作するため，業務システムのサーバ
側への負荷はなく，既存環境を変更せ
ずに端末にコピーするだけで導入可能
です．アノテーション表示において，表
示するタイミング以外で端末への負荷
はかかりません．現在はWindows 7  
Professional SP1 （32 bit）での動作を
推奨していますが，その他のWindows
環境での動作も確認しています．

関連技術との比較
 関連技術と比較すると（表），従来の

つくり込まれたWindows バルーンヘル
プとは異なり，本技術は改造を必要と
せず任意のシステムに対してアノテー
ションが作成 ・ 編集可能であるため，対
象のシステムによらず汎用的に利用で
きます．また，ほかの学術的な基礎検
討（StencilやSikuli）と比較し，ユーザ
が編集しやすいGUIが具備されている
ためカスタマイズ性が高く，ノウハウを
作成するためにプログラムを書く必要が
ありません．また，システムを操作しな
がらリアルタイムに追従し，表示 ・ 非表
示を簡単に切り替えることができ，アノ
テーションの編集も業務と並行しながら
その都度行えるため，対話性が高いこ
とが分かります．

利用シーン
本技術はさまざまな利用シーンが想

定されます（図 5 ）．
①　端末画面の項目に説明書きを追加：

マニュアル作成負担の軽減，教育期
図 4 　アノテーションの作成と設定

●①「作成」ボタンをクリックします

●②対象のウインドウを
　クリックします

●③タスクトレイアイコンに画面
　キャプチャをするまでの時間
　が表示されます

マッチング画像領域の設定

●④対象ウインドウのキャプチャが
　取得されます

付箋の設定

アイコン表示位置の設定

表　関連技術との比較

観　点 アノテーション表示 ・ 編集技術 Windowsバルーンヘルプ Stencil
（Carnegie Mellon University）（3）

Sikuli （Massachusetts
Institute of Technology）（4），（5）

汎用性
画像認識をベースにしており，
画面上に表示される任意のシ
ステム上にノウハウを表示可能

対象システムを改造，対象シ
ステム内でのみノウハウを表
示可能

特定のシステム内でのみノウハ
ウを表示可能

画像認識をベースにしており，
操作画面全体のあらゆる場所
に対してノウハウを表示可能

カスタマイズ性 GUIを具備しており，簡単にノ
ウハウを作成

対象プログラムのソースコー
ドを改造しノウハウを作成

特定のJavaプログラム上でノ
ウハウを作成

Pythonによるプログラム記述
によりノウハウを作成

対話性
システム操作中にリアルタイム
追従し，表示が可能．業務と並
行しノウハウの編集が可能

対象のGUI上に登録されていれ
ばマウスオーバによりノウハウ
の表示が可能．編集は不可

あらかじめ決められた設定ルー
ルに従い，チュートリアル形式
によるノウハウの表示 ・ 編集

システム操作を止めてからノ
ウハウの表示，編集が可能
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間の短縮
②　入力必須や間違えやすいところを

注意喚起：入力漏れや誤り等による
手戻り稼働の削減

③　端末画面の各項目を他の言語に置
き換えて表示：外国人ユーザに対す
る利便性向上

本技術を利用すれば，ソフトウェアの
ローカライズ支援 ・ 多言語化といった新
たな観点を含めて幅広い利用シーンが
カバーできます．

今後の展開
NTTアクセスサービスシステム研究

所では，操作画面上に任意のノウハウ
を表示することでオペレーションの効率
化 ・ 正確性の向上やノウハウの継承を
促進できるアノテーション表示 ・ 編集技
術を確立しました．

また本技術に加え，ユーザの端末操
作を支援するさまざまなナビゲーション
技術（UMS（₆）,データブリッジ（7）など）
の開発に取り組んでいます．今後も企
業のオペレーション環境をより良いもの
にしていくため，ナビゲーション技術の
さらなる検討を行っていきます．
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（左から） 井上  　晃/ 土川  公雄/
 川端  祐人/ 増田　  健/
 足立  洋之

　日頃の業務の中で困ったとき「あったら
良いな」と開発者の私たち自身が思ったと
ころからアノテーション技術はスタートし
ています．今後もユーザの皆さんにとって
使いやすく，親しみの持てる技術になるよ
う，研究開発を続けて参ります．
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 アクセスオペレーションプロジェクト
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E-mail　annotation lab.ntt.co.jp
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マニュアルレスで直接ナビゲーション！

気を付けるべきポイントを表示！

既存アプリケーションに別言語を直接表示！

図 5 　アノテーション表示・編集技術のさまざまな利用シーン


