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eWatcher（コントロールソフト）の起動

教員機ログイン後、各種アプリケーションの起動が落ち着くまで待ちます。

デスクトップのアイコンをダブルクリックして頂くか、教員機のログオンが
完全に終了してから、ワンタッチキーボードのコントロールソフト起動ボタ
ンを押してください。

「START」をクリックします。
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学生機

電源が入っていない状態

学生機

ログイン待ち状態

学生機

ログイン完了、現在の画
面を映し出している状態

画面表示内容 （教室レイアウト表示）
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コントロールソフトの起動ボタンとなります。 ※本マニュアル2ページ目ご参照

すべての学生機の電源を投入することができます。

ログオンしている学生機すべてをログオフさせることができます。

※次ページ図1ご参照

ログオンしている学生機すべてのキーボートとマウスをロックする事が出来ます。

ログオンしている学生機すべてのインターネット利用を禁止することができます。
利用禁止中は画面右下にマークが表示されます。 ※次ページ図2ご参照

ボタンを再度押すと禁止を解除することができます。
注：オールクリアボタンでは解除することは出来ません。

ログインしている学生機すべてのキーボートとマウスをロックし、

さらに学生画面をロックします。 ※次ページ図3ご参照

教員機右側の画面を、ログインしている学生機すべてに配信します。

モニタリング表示（学生機すべてが画面上に並んでいる状態）から、
すべての学生機画面を教員機画面に表示します。 ※次ページ図4ご参照

（別途、選択した学生機のみ表示 or 分割数指定 も可能）

各機能を解除し、通常モードに戻します。

ワンタッチキーボードの各機能説明
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図１

図2

図3

図4

※図は4分割表示設定

図内赤枠より下記変更可能

※図は学生機イメージ

① 画面の分割数（1,2,4,9,16,全員）
② 画面切替えの時間

②は分割画面ごとのモニタリング速度を変更可能
例）4分割/3秒設定 ⇒ 学生機画面を4画面ずつ3秒毎に自動切替え
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マウスで操作する場合は、まず対象となる学生機を選択します。
「すべてを選択」 または レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。

選択されると、背景が紫色に変わります。

操作したい機能を選択（クリック）します。

マウスによる基本操作
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教員機左側の液晶

マウスで操作する場合、まず対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」 または レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。

「リモート」をクリックします。

学生機の画面が映ります。教員機から操作が可能となります。

学生機の操作を終了する場合は「ツールバー表示」をクリックして下さい。

「 ✕ 」 で通常画面に戻ります。 注：オールクリアボタンでは通常画面に戻りません。

教員機から学生機へ 一斉リモート操作
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教員機画面を学生機に見せる

教員機画面を学生機に見せる場合は、事前に、見せたい資料を開いて、
資料のタイトルバーをマウスでドラッグしながら教員機セカンダリモニター
に移動させておいてください。

教員機セカンダリモニター
（送信元画面）

教員機プライマリモニター
（操作機画面）

タイトルバーをドラッグしながら
セカンダリモニターへ移動

＜セカンダリモニターに資料を表示＞

マウスで操作する場合は、まず対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」 または レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。

「先生画像▼」をクリックします。
教員機右側の液晶が学生機に配信されます。

終了する場合は、 「オールクリア」をクリックするか、
ワンタッチキーボードのオールクリアボタンを押して下さい。

＜セカンダリモニター送信＞
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教員機画面の一部の領域を学生機に見せる

対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」 または レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。

「先生画像▼」を「右クリック」して、「アプリケーションを指定」を選択します。

学生機に見せたい「起動中のアプリケーションタイトル」を指定すると、指定アプ
リケーションのウインドウ内が学生機に配信されます。

終了する場合は、 「オールクリア」をクリックするか、
ワンタッチキーボードのオールクリアボタンを押して下さい。

対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」または レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。

「先生画像▼」を「右クリック」して、「領域を指定」を選択します。

学生機に見せたい「領域（囲んだ部分・マウス周辺）」を指定すると、教員機画
面の指定領域が学生機に配信されます。

終了する場合は、 「オールクリア」をクリックするか、
ワンタッチキーボードのオールクリアボタンを押して下さい。

＜アプリケーションタイトル指定送信＞

＜領域指定送信＞
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マウスで操作する場合は、まず対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」 または レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。

「Bアウト▼」をクリックします。

学生機のキーボートとマウスをロックし、さらに学生画面をロックします。

終了する場合は、 「オールクリア」をクリックするか、
ワンタッチキーボードのオールクリアボタンを押して下さい。

ブラックアウト、キーボード+マウスロック

対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」またはレイアウト図の中で範囲をご指定下さい。
対象となる学生機は電源OFF状態の学生機のみとなります。

「電源オン」をクリックします。
（前回、電源ボタン長押しや、停電などにより強制的に電源を切られ
た学生機についてはリモート電源オンが効かない場合があります。
その場合は、手動で電源オンしてください）

教員機から学生機の電源を入れる
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マウスで操作する場合は、まず対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」または 、レイアウト図の中で範囲をご指定下さい。
対象となるのは、ログインしている学生機のみとなります。

「ログオフ」をクリックし、ポップアップ画面の「OK」をクリックします。

教員機から学生機をログオフする

マウスで操作する場合は、まず対象となる学生機を選択します。
「すべて選択」またはレイアウト図の中で範囲をご指定下さい。
対象となる学生機はログオフ状態の学生機のみとなります。

「ログオン」をクリックします。右側にログオンの窓が出てきます。

ユーザー名、パスワードを入力し、「実行」をクリックします。

教員機から学生機をログオンさせる
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学生機へファイルを配布する機能はマウス操作のみとなります。
「すべて選択」またはレイアウト図の中で範囲をご指定下さい。
対象となる学生機はログオン状態の学生機のみとなります。

メニューバーの「ツール」をクリック後、 「ファイルの配布/回収/削除」 を選択します。

配布したいファイルをこの場所にドラック＆ドロップするか、参照ボタンより選んで下さい。

学生機のファイル保存場所をご指定下さい。実行ボタンをクリックして下さい。

配布開始となります。 注：サイズの大きなファイルは配布に時間がかかります。

配布が完了すると｢配布完了!!」を表示します。

教員機から学生機へファイルを配布する
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学生機からファイルを回収する機能はマウス操作のみとなります。
「すべて選択」またはレイアウトの中で範囲をご指定下さい。
対象となる学生機はログオン状態の表示の学生機のみとなります。

「配布/回収」をクリック後、配布/回収ダイアログのラジオボタンより「回収」を選択します。

回収したいファイルを、参照ボタンより選んで下さい。（学生機のうち、赤い点線で囲まれ
た代表端末のドライブパスが表示されます）

回収ファイル保存先と保存ルールをご指定下さい。実行ボタンをクリックして下さい。

回収が始まります。 注：サイズの大きなファイルは回収に時間がかかります。

回収が完了すると｢回収完了!!」が表示されます。

教員機から学生機のファイルを回収する
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学生機からファイルを回収する機能はマウス操作のみとなります。
「すべて選択」またはレイアウト図の中で範囲をご指定下さい。
対象となる学生機はログオン状態の学生機のみとなります。

教員端末アイコンの右上にある、「任意ファイル回収アイコン」をクリック後、任意ファイル
回収状況表示ウインドウより「回収ボックスオープン」をクリックします。

学生から回収（提出）したいファイルを、回収ボックスにドラッグアンドドロップしてもらい
ます。注：サイズの大きなファイルは回収に時間がかかります。

回収開始ボタンをクリックします。

保存形式の指定を選択後、「OK」をクリックします。

回収が完了すると｢回収完了!!」が表示されます。

学生機から教員機へファイルを提出させる
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学生機に対してアナライザ／アンケート／ドリルを行う機能はマウス操作のみとなります。
対象となる学生機はログオン状態の学生機のみとなります。

メニューバーの「コントロール」タブから「アナライザ/ドリル/アンケート」をクリックします。

実行したい質問形式を、「アナライザー」「アンケート」「ドリル」ボタンより選んで下さい。

アンケート／ドリルの場合は、予め用意したアンケート・ドリルファイルを開いて頂き、
アナライザーの場合はそのまま「質問開始」ボタンをクリックして下さい。

学生機に対してアナライザ／アンケート／ドリルを行う
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全ての学生機が選択された状態で選択画面が表示されますので、通常はそのまま「OK」
をクリックします。一部の学生機を除外したい場合は、そのPCをクリックして選択解除し
てから「OK」をクリックします。

学生機の画面上に、回答パネルが表示されます。アンケート／ドリルの場合は質問・問
題ファイルが配布された後、回答パネルが表示されます。

回答パネル上の回答ボタンをクリックします。

教員機上に表示された集計ウインドウに、学生の回答結果がリアルタイム表示されます。

質疑応答機能を終了する場合は、「終了」ボタンをクリックします。

学生機に対してアナライザ／アンケート／ドリルを行う
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グループ学習の操作を行う

①手動でグループを作成します。
②連続でグループを作成します。
③ランダムでグループを作成します。
④リーダーを指名します。
⑤グループに学生を追加します。
⑥グループから学生を除外します。
⑦グループ全てを削除します。
⑧リーダー画像の転送を開始、停止します。
⑨リーダー画面のリモート操作を許可、禁止します。
⑩ファイルをインポートします。
⑪ファイルをエクスポートします。
⑫閉じるを押下するとグループ学習を終了します。

・教員PC画面

①

② ③

④
⑥

⑤
⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪

⑫
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任意に学生を指名してグループ学習を行う

画面上のグループ学習を押下すると教員PC画面が表示されます。（学生パソコン設
定（R)からグループ学習（E)からも実行できます）

グループ学習をする学生を任意に選択します。（上記画面では０１～０４の学生を選
択）

手動を押下すると学生PC画面にグループ学習が開始されます。

・教員PC画面

・学生PC画面
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学生を連続に指名してグループ学習を行う

画面上のグループ学習を押下すると教員PC画面が表示されます。（学生パソコン設
定（R)からグループ学習（E)からも実行できます）

グループ学習をする学生を任意に選択します。（上記画面では０１～１６の学生を選
択）

グループメンバー数を入力します。（上記画面では４人の学生を選択）

連続を押下すると学生が連続選択されたグループができ、学生PC画面にグループ
学習が開始されます。
（連続に学生が選択され４人×４グループが出来ます）

・教員PC画面

・学生PC画面
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学生をランダムに指名してグループ学習を行う

画面上のグループ学習を押下すると教員PC画面が表示されます。（学生パソコン設
定（R)からグループ学習（E)からも実行できます）

グループ学習をする学生を任意に選択します。（上記画面では０１～１６の学生を選
択）

グループメンバー数を入力します。（上記画面では４人の学生を選択）

ランダムを押下すると学生がランダム選択されたグループができ、学生PC画面にグ
ループ学習が開始されます。
（ランダムに学生が選択され４人×４グループが出来ます）

・教員PC画面

・学生PC画面


