
第13章 Student Softwareの活用

TI-Nspire CX CASを購入すると，TIのWebサイトに接続して「TI-Nspire CX CAS Student

Software」(以下，単に「ソフト」という)をダウンロードしてライセンス登録をすることにより，そ

のソフトウェアをパソコン 1台にインストールすることができます．複数のパソコンにインストール

することはできないので注意してください．どのパソコンにインストールすべきかは，最初によく検

討する必要があります．このソフトは単体でも購入することができます．

この章では，この Student Softwareの利用法について解説します．

37 Student Software

37.1 パソコンでの表示画面

このソフトをパソコンにインストールすると，最初に図 37.1のような画面が表示されます．左側

には Nspireのキーが，右側に液晶部分が表示されます．左側の部分をツールボックス，右側をワー

クエリアといいます．選択できる機能は，Nspire本体と同一です．左側にキー配置が表示されている

ので，それをクリックすることでNspire本体と同一の操作を行うことができます．

利用するページの機能を選択するには，パソコンのマウスカーソルを利用するのが簡単です．パソ

コンキーボードの上下の矢印キーを利用してもかまいません．ツールボックスの電卓キーを利用する

こともできますが，半角英数字はパソコンのキーボードを直接利用するのがよいでしょう．

図 37.1: Student Software

[URL] https://yunavi.lsv.jp/nspire.html
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パソコンのキーとしては
�� ��esc や

�� ��tab も利用でき，BackSpaceキーはカーソル左側の文字を削除す

る
�� ��del キーとして利用することができます．ページを追加した後は，ツールボックスの電卓キーを

利用してNspire本体の操作と全く同一の操作になります．プロブレムを追加するには
�� ��doc を利用し

ます．ページを追加するには，
�� ��ctrl

�� ��doc か，画面上部のツールバーから「Insert」を利用します．

Nspire本体での微分・積分などの計算は数式テンプレート
�� ��| □ | を利用しました．このソフトで

も
�� ��| □ | をクリックすると図 37.2のような数式テンプレートが表示されるので，この中から必要とす

るコマンドを選択します．このテンプレートを表示させるのが面倒と感じるときは，対応するコマン

ドを直接打ち込んでもかまいません．主なコマンドは，表 6.1(1–39頁)を参照してください．

なお，次節で述べるように，数式テンプレートをツールボックスに表示させることもできます．

図 37.2: 数式テンプレート

個々の機能の使い方はNspire本体の使い方と同じなので，これまでの対応する章を参照してくださ

い．ただし，いろいろな演算はパソコンのCPUを利用して処理されるので，このソフトを利用して

計算すると大幅な速度の向上が見込まれます．特に，データ数の多い表計算では，「計算中」を示す砂

時計が表示されることなく結果が得られます．以下では，このソフトの具体的な使用法を下記 URL

にある「TI-Nspire CX CAS Student Software Guidebook」をもとに解説します．

[URL] https://education.ti.com/en/guidebook/search/ti-nspire-cx

37.2 ツールボックス・ツールバー・ステイタスバー

電卓が表示されているツールボックス，画面上部のツールバー，そして画面下部のステイタスバー

には，Nspireを操作する上で有用ないろいろなツールが登録されています．これらのツールを利用す

ると，ツールボックスの電卓キーを経由しなくても，Nspireのいろいろな機能を利用することができ

ます．



37．Student Software 13–3

数式テンプレート

Nspireのいろいろな数学記号を，左側のツールボックスに表示されている電卓から指定するのは面

倒です．「Document Toolbox」の中央にある電卓アイコンの右側のアイコンをクリックすると，ツー

ルボックスの電卓画面が図 37.3(a)のような数式テンプレートの画面に切り替わります．その下にあ

るバーをクリックすると，πなどの定数や不等号などの数学記号 (b)，いろいろな数学演算機能 (c)，

そしてコマンドの一覧 (d)を表示させることができます．ソフト利用の場合は，ツールボックスに

図 37.3を表示して利用するのがよいと思います．これらの機能を Exploring Utilitiesといいます．

なお，電卓画面に戻るには，Document Toolboxの中央にある電卓アイコンをクリックします．

(a) 数式テンプレート (b) 定数と数学記号

(c) 各種演算機能の選択 (d) コマンドの一覧

図 37.3: Exploring Utilities
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図 37.4: 計算画面でのメニュー

Document Tools

ある機能を持つページが表示されているとき，そ

のページにおける
�� ��menu と同じ機能がDocument

Toolboxの左端のアイコン (ハンマーとスパナが交

差)に登録されています．たとえば，計算画面でこ

のアイコンをクリックすると，電卓部分が図 37.4

のような画面に変わります．これは，計算画面で

の
�� ��menu と同じ内容です．

ここには，Nspireの機能が 9分野に分けられ，各

分野ごとのコマンドが登録されています．必要と

するコマンドを選択すると，それが右側のワーク

エリアに書き込まれますが，数式テンプレートか

ら選択したときと同じ形で出力されます．数式テ

ンプレートに登録されていないコマンドの場合は

英字コマンドが表示されるので必要な式や変数を

打ち込みます．書式は，下記URLで「TI-Nspire CX CAS Reference Guide」を参照してください．

[URL] https://education.ti.com/en/guidebook/search/ti-nspire-cx

表 37.1: Toolboxの「Calculator」に登録されているコマンド一覧

分野 登録コマンドの概要

1: Actions 定義，変数消去，履歴消去，コメント挿入，ライブラリー操作，ロック操作

2: Number 小数変換，分数変換，素因数分解，最小公倍数，最大公約数，剰余
分数の計算ツール，小数の計算ツール，複素数の計算ツール

3: Algebra 方程式の求解，因数分解，展開，零点，平方完成，数値解，連立方程式
多項式の計算ツール，分数の計算ツール，変換ツール，三角関数の変形ツール
複素解，左辺と右辺

4: Calculus 導関数，微分係数，(定)積分，極限値，総和，総積，関数の最小・最大，
接線・法線，弧長，テイラー展開，微分方程式の解法，陰関数の微分，数値解

5: Probability 階乗，順列，組合せ，乱数，各種の確率密度関数・分布関数・逆関数

6: Statistics 基本統計量，各種の統計回帰ツール，リストに関する統計計算ツール，
各種の確率密度関数・分布関数・逆関数，各種の信頼区間，各種の仮説検定

7: Matrix 各種行列の生成ツール，転置行列，行列式，消去法，連立 1次方程式の解法
& Vector ノルム・次元の計算ツール，行・行列に関する計算ツール，

トレース，LU分解，QR分解，固有値・固有ベクトル，固有多項式
単位ベクトル，内積，外積，座標変換 (極座標，直交座標，円柱座標，球座標)

8: Finance 財務計算における各種の計算ツール

9: Functions If, For, While, Loop, Goto, Exit 等のプログラミングコマンド
& Program

コマンドの書式は，これまでの章か，「TI-Nspire CX CAS Reference Guide」を参照してください．
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(a) グラフ画面でのメニュー (b) テーブル画面でのメニュー

図 37.5: 個々の画面でのDocument Tools

DocumentPreview

このソフトを利用すると，Nspireの液晶画面に表示される内容をパソコン画面に大きく表示する

ことができるので，パソコンをプロジェクターと接続すれば画面を教室等でスクリーンに投影するこ

とができます．その場合は画面をフルスクリーン表示にするとよいでしょう．

画面には，2種類の出力の仕方が用意されています．デフォルトではNspire本体の液晶画面と同じ

ように出力されます．これは，タブレットなどの小さな画面に合うように最適化されています．パソ

コン画面をフルスクリーン表示にして投影する場合は，画面上部にあるツールバーの「View」をク

リックして「DocumentPreview」から「Computer」を選択します．あるいは，画面上部に表示され

るツールバーの右端にも「DocumentPreview」が表示されているので，この箇所をクリックしても 2

つの画面 (Handheldと Computer)が切り替えられます．

図 37.6(a)は，「View」から選択する場合です．「Computer」にすると (b)のように表示されます．

フォントの解像度が上がっています．

(a) Handheldの画面 (b) Computerの画面

図 37.6: DocumentPreviewによる Computer画面への切り替え
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画面下部に表示されているステイタスバーの右半分の箇所を利用すると，ワークエリアの画面や

フォントの大きさを変更することができます．ワークエリアの画面がHandheldで表示されていると

きは，図 37.7の上段にある「Zoom」の箇所の− +をクリックすることで画面の大きさを調整する

ことができます．Computerで表示されているときは，下段にあるように，「Boldness」の箇所の− +

をクリックすることで，フォントの大きさを調整することができます．

図 37.7: Handheld画面と Computer画面の大きさの調整

ステイタスバーの最初には「Page Size」が表示されて

図 37.8: [File]＞ [Convert to]

います．Handheldか Computerが表示されるはずです

が，DocumentPreviewにより変更しても，この箇所の表

示は変わりません．

スタイタスバーの「Page Size」の箇所の表示を変更す

るには，画面上部のツールバーの「File」から「Convert

to」を利用して変更すると，「Page Size」の箇所の表示も

変更されます．ただし，現在のドキュメントが自動保存さ

れて，同じ内容を持つ別なドキュメントとして表示され

ます．「Convert to」を利用した変更を何度も行うと，同

じ内容のドキュメントがどんどん増えていくので気をつけてください．この機能は，基本的には第 38

節で述べる「PublishView Document」と「Nspire Document」との変換を行うときの機能です．

Page Sorter

図 37.6(b)を図 37.2と比較すると，プロブレムやページの番号が表示されていません．
�� ��ctrl ▲を

クリックしても，ページの一覧は表示されません．画面を「Computer」にしたときにページ一覧を表

示するには，図 37.9(a)のように，左側のツールボックスで電卓アイコンの左側のアイコンをクリッ

クします．そうすると画面の一覧が表示されるので，その中からページを選択することができます．

この画面を Page Sorterといいます．なお，図 37.9(a)では，グラフページが追加されています．

電卓を表示したまま次のページに移動するには，(b)のようにツールバーの「View」の箇所で「Next

Page」を選択します．または，パソコンキーボードの
�� ��ctrl

�� ��→ を押すか，電卓の �� ��ctrl ▶を押しても
次のページに移動します．前のページに戻るには，「View」から「Previous Page」を選択します．ま

たは，パソコンキーボードの
�� ��ctrl

�� ��← を押すか，電卓の �� ��ctrl ◀を押しても前のページに移動します．
ただ，この方法では 1ページずつしか移動できないので，Computer画面でページ数が増えてきた

ときはPage Sorterを利用するのがよいと思われます．なお，何番目のプロブレムの何ページ目が表示

されているかは，画面下部のステイタスバーの左側から 2つ目の箇所で知ることができます．図 37.7

では「1.1」が表示されており，1番目のプロブレムの 1ページめであることが分かります．
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(a) Page Sorter (b) 「View」からのページ移動

図 37.9: Computer画面でのページ移動

Window

左側のツールボックスにあるアイコンの機能は，画面

図 37.10: ツールバーの「Window」

上部にあるツールバーの「Window」を通して利用するこ

ともできます．「Window」に含まれる「Document Tools」

「Page Sorter」「Keypad」「Utilities」「Content Explorer」

が，それぞれDocument Toolboxの左側からの 5つのア

イコンに相当する機能です．

なお，「Content Explorer」については，13–10頁で解

説します．

画面キャプチャー

ソフトが表示するワークエリアの画面をキャプチャーするには，3つの方法があります．

(1) 画面上部のツールバーの「Tools」から，「Screen Capture」を利用する．

(2) ツールバーにある「カメラ」のアイコンから「Capture Page」をクリックする．

(3) キャプチャーしたい画面を表示して
�� ��ctrl

�� ��J を押す．

(a) Toolsの利用 (b) 「カメラ」アイコンの利用

図 37.11: 液晶画面のキャプチャー

いずれの方法によっても，ワークエリアに表示される画面がキャプチャーされ，「Screen Capture

Window」に格納されます．そのWindowを見るには，次のいずれかの方法によります．

なお，Nspire本体の液晶画面をキャプチャーすることもできす．その方法は次節で解説します．



13–8 第 13章 Student Softwareの活用

(1) 図 37.12(a)のように，画面上部にあるツールバーの「Window」から「Screen Capture Window」

を選択する．

(2) 図 37.12(b)のように，マウスポインタを画面下部のタスクバーの「Nspire」のアイコンに当て

がうと，2つの (小さな)画面が表示される. Nspireではない方の画面にキャプチャー画像が納め

られています．

このいずれかの方法により，キャプチャーした画像の一覧を収めたフォルダーの内容を表示させる

ことができます．そのフォルダーは，[Documents]＞ [TI-Nspire CX]＞ [Screen Captures]です．こ

のフォルダーに移って，そのフォルダーでファイル選択やコピー等の操作を行うことにより，キャプ

チャーした画像を教材等で使用したり，画像編集ソフトで編集することができます．

(a) Capture Window (b) 「カメラ」表示

図 37.12: キャプチャー画像の保存フォルダーの表示

キャプチャー画像の保存

キャプチャーした画像は，Nspireを起動したまま，Screen Capturesのフォルダーから別なフォル

ダーに直接コピーすることができます．

まず，図 37.12のいずれかによりキャプチャー画像の一覧を表示させます．図 37.13(a)のような画

像一覧が表示されるのでコピー保存する画像を選択します．選択した画像は赤い枠で囲まれます．パ

ソコンキーボードの
�� ��ctrl キーを押しながらクリックすると，複数の画像を選択することができます．

(a) キャプチャー画像の一覧 (b) 画像選択後のサブメニュー

図 37.13: キャプチャー画像の保存
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ツールバーの「Edit」から「Select All」を選択すると，全部の画像が選択されます．右クリックす

ると (b)のようなメニューが表示されるので，一番上の「Save Selected Screen」を選択します．

選択すると，次に保存場所のフォルダー，保存するファイル名，そしてファイルのタイプを指定す

ることが求められます (図は略)．ファイルタイプは，jpg, tiff, png, gifの 4種類から選択することが

でき，デフォルトでは jpgが選択されています．これらを指定することで，キャプチャー画像を指定

したフォルダーに保存することができます．

ファイルを選択するとき，キャプチャーした画像の周囲に四角の枠をつけるかどうかを選択するこ

ともできます．デフォルトでは，四角い枠をつけて表示されています．図 37.13(a)をよく見ると，画

像の周囲が 2重の枠で囲まれているのが分かります．この外側の枠を外すには，その画像を赤い枠で

選択しておいてから，ツールバーにある大きな左矢印の隣のアイコンをクリックします．そのアイコ

ンをクリックするごとに，外側の枠が付いたり消えたりします．枠をつけないで保存すると，画像の

白地部分がどこまでかが分かりにくいので枠をつけて保存した方が良いです．

図 37.14: Document Settings

Settings

画面下部のスタイタスバーの左から 3番目をみると

「Settings」があります．この箇所を利用すると，Nspire

本体で,
�� ��on

�� ��5
�� ��2 ，または

�� ��doc
�� ��7

�� ��2 により「2: Doc-

ument Settings」を選択したときの角の単位や小数点の

桁数などの設定をすることができます．

スタイタスバーの「Settings」にカーソルをあててダブ

ルクリックすると図 37.14のようなメニューが表示され

るので，そこから必要な設定を行います．

Vernier DataQuestでの問題点

Nspireで実データを扱うときは，ちょっと問題があります．それは，NspireのminiUSB接続口は一

つしかないので，センサーとパソコンの両方に接続できないことです．CBR2やEasy Linkを利用す

ると，パソコンとの接続はできません．Lab Cradleを利用するとパソコンと接続できますが，CBR2

を Lab Cradleに接続するには別売の接続コードが必要です．なお，CBR2はパソコンとUSB接続で

きるので，CBR2を利用する場合は直接USB接続して利用するのがよいと思われます．

37.3 Nspire本体との連携

Nspire本体でいろいろな計算やグラフ表示を行ってファイル保存すると，その内容は「∗∗∗.tns」と
いう拡張子が tnsのファイル名で保存されます．そのファイルをパソコンソフトでそのまま利用する

ことができます．逆に，ソフトの方で作成して保存したファイルを，Nspire本体にコピーしてNspire

で利用することもできます．

Nspire本体に保存したファイルをパソコンソフトで利用するためには，当然ながらNspire本体を

パソコンと接続する必要があります．まず，ソフトを立ち上げて，購入時に附属する USBケーブル

でNspireとパソコンと接続します．
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事前に，テストファイルとして，Nspire本体で 1ページ目では 3100,
∫
x cos 3x dx, (x ∗ cos 3x)′を

計算し，2ページ目には y = x2+2xのグラフを，そして 3ページ目にはテーブル画面を表示させたド

キュメントを作成し，
�� ��doc

�� ��1 から「5: Save As· · ·」を利用して「test1」として保存しておきます．

その上で，ツールボックスの右端のアイコンをクリックします．「Content Explorer」といいます．

Content Explorer

Nspireをパソコンと接続してツールボックスの右端のアイコン「Content Explorer」をクリック

すると，ツールボックスが電卓画面から，図 37.15(a)のような画面に変わります．

上段にはパソコンの TI-Nspire CXのフォルダーの内容が表示され，下段には接続している「TI-

Nspire CX CAS」が表示されます．上段・下段のいずれの場合も，「Name」の箇所をクリックすると

ファイルの降順・昇順を切り替えることができます．表示されているフォルダーの下部フォルダーに移

動するには，その下部フォルダーをダブルクリックします．上部フォルダーに移動するには，「Name」

の箇所の右側の歯車アイコンをクリックして，(b)のように「Up a Level」を選択します．

(a) Content Explorer (b) Up a Level

図 37.15: キャプチャー画像の保存

Nspire本体の tnsファイルはパソコンで簡単に見るこ

図 37.16: Document Sent

とができます．そのためには，まず下段に表示されている

Nspire本体のファイル一覧を表示させる必要があります．

ファイル一覧を表示させるには，「TI-Nspire CX CAS」の

箇所をダブルクリックします．図 37.17のように，ツー

ルボックスの下段にファイルの一覧が表示され，その中

に事前に保存した「test1.tns」があるははずです．

そのファイルをワークエリアにドラッグするか，また

はダブルクリックすると，一瞬，ファイルを転送中の画

面が現れた後，図 37.17のようにワークエリアの画面が
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test1.tnsの内容に変わります．ワークエリアの下段をみると，先ほどまで表示されていた 2100を含

む画面 (Document1)の隣に，test1のドキュメントが開かれています．

また，Nspire本体の方では図 37.16のように「Document Sent」という窓枠が表示され，test1.tns

がパソコンに転送されたことが表示されています．

図 37.17: ワークエリアにおけるNspire本体の画面

このようにして，Nspire本体の画像をパソコンのワークエリアに表示させることができます．その

ファイルを保存すれば，Nspireのファイルがパソコンに保存されます．あるいは，ワークエリアに表

示させないで，ツールボックスの下段にある Nspire本体のファイル一覧から，上段のパソコン側の

フォルダーにマウスでドラッグしてもかまいません．ファイルが Nspireからパソコン側にコピーさ

れます．同様のファイルドラッグにより，上段にあるパソコンで作成したファイルをNspireにコピー

することもできます．

Nspire液晶画面のキャプチャー

Nspire本体の液晶画面をキャプチャーするには 2つの方法があります．

1つの方法は，Content Explorerを利用して前述のような方法で液晶画面をワークエリアに表示さ

せ，ツールバーの「Tools」＞「Screen Capture」＞「Capture Page」によるか，またはカメラアイ

コンから「Capture Page」を利用する方法です．

もう 1つの方法では，Nspireの液晶画面をワークエリアに表示させることなく，液晶画面を直接

キャプチャーすることができます．それは，「Screen Capture」を選択したときに表示されるメニュー

で，「Capture Page」ではなく「Capture Selected Handheld」を選択する方法です．これを選択する

と，ワークエリアの画像ではなく，Nspire本体の液晶画面を直接キャプチャーすることができます．

そして，その画像は「Window」＞「Screen Capture Window」に保存されます．図 37.16は，この

方法でキャプチャーされた画像です．
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37.4 ドキュメントの印刷

パソコンソフトには Nspireの液晶画面をプリンターで印刷する機能も備わっており，ドキュメン

トの全ページを画面キャプチャーすることなく印刷することができます．ツールバーの「File」から

「Print」を選択すると，印刷に関するメニュー画面が表示されて，印刷内容に関して下記のような細

かい設定をすることができます．

(1)プリンターの選択，用紙サイズ，用紙の縦置き・横置き，PDFにするかどうか．

(2)印刷ページの指定，1ページあたりの画像数，余白マージン，コメントのための余白の有無．

(3)ドキュメント名，プロブレム名，ページ番号を付すかどうか．

(4)ページに，ヘッダーやフッターを付すかどうか．

図 37.18: 「File」＞「Print」のメニュー

「File」から「Print」を選択すると図 37.18が表示されます．左側には印刷の設定画面が，右側に

は最初の印刷ページの内容が表示されます．右側の印刷ページは，左側の設定にダイレクトに反応し

ます．個々の項目を 1つずつ変更して，右側の印刷ページがどのように変更されるかを確認してみる

とよいでしょう．1つの印刷ページには，最大で 8個の画像を印刷することができます．

図 37.19: OSのUpdate

37.5 NspireのOSの更新

Nsireをパソコンに接続すると，Student Softwareを経

由してNspireのOSを簡単に更新することができます．

最も簡単な方法は，右図のようにツールバーの「Help」

から「Check for OS Updates」を選択することでしょう．

最新バージョンがインストール済みのときは，この項目

は薄く表示されて選択できません．選択可能なときは，最

新バージョンが存在することを示しています．

OS を更新する場合は，図 37.20(a) において「Con-

tinue」をクリックします．そうすると，現在表示されて
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いるドキュメントが保存されていないときは，それが失われるので更新を続けて良いかどうかが問わ

れます (図は略)．そのドキュメントを保存しておきたいときは「No」をクリックして更新作業を中

断し，ドキュメントを保存します．保存する必要がないときは，「Yes」をクリックします．(b)のよう

な画面が表示されて更新が行われます．

更新が終了すると，Nspire本体に使用言語を設定する画面が表示されます．その後は，購入して最

初に電源を入れたときと同様の処理になります．前のバージョンでの保存済みドキュメントは残って

いるので安心してください．

(a) Check for OS Updates (b) Newer Version

図 37.20: 最新バージョンの有無とOSの更新

38 PublishView Document

Nspireは，理想的としては個々の学生・生徒に所持させて授業をしたいところですが，そのような

ことは現実的にはなかなか難しいことと思います．その場合は，教師が所持する Nspireの液晶画面

を教室でスクリーンに投影しながら説明するだけでも，大きな効果が期待できるでしょう．

一方，液晶画面を画面キャプチャーすると，それは通常の画像ファイルとして保存されるので，授業

での教材作成に利用することができます．ただし，そのような画像を含む教材を作成するには，TEXな

どの数式編集ソフトを利用していて，さらには画像の取り扱いに慣れている必要があります．数学教

員といえど，そのような方はそれほど多くはないのではないかと思われます．

Student Softwareには，単にパソコン上でNspireの機能を実現するだけではなく，そのような数学

教材を容易に作成できるような機能が含まれています．それが，「PublishView Document」で，拡張

子が「tnsp」で表されるファイルです．このファイルは，パソコンにおいてだけ利用することができ

ます．Nspireでも動作するようにするには，ツールバーの「File」から「Convert to」を利用して拡

張子が「tns」のファイルに変換する必要があります．逆に，NspireのDocumentファイル (tns)を，

PublishView Documentファイル (tnsp)に変換することもできます．

Nspireの機能には，計算機能やグラフ機能の他に「Notes」機能があり，テキストの中に数式を利

用した計算式を埋め込むことができます．この機能をPublishView Documentの中で利用すると，式

計算・関数グラフ・表計算・実データ等，Nspireの全ての機能を含めながら，そこにテキストタイプ

の文章や数式を埋め込んだ教材を作成することができます．その際，いちいち画面キャプチャーする

必要はありません．数学の教材作成の上では非常に優れているのですが，残念ながら日本語には対応

していません．
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図 38.1: PublishView Documentの作成

38.1 PublishView Documentの作成

PublishView Documentのファイルは，自動的には生成

されません．ツールバーの「File」か，またはその下にある

「＋」印のアイコンから「New PublishView Document」

を選択して意図的に作成する必要があります．

作成すると，画面全体が図 38.2のように変わります．

ツールボックスでは左端のアイコンが選択され，上段に

は「TI-Nspire Application」としてNspireの機能を示す

7つのアイコンが表示されています．たとえば計算機能

を持つアイコンをマウスでドラッグして右側のワークエ

リアに移動させると，図 38.3のように四角い枠が表示さ

れて計算機能を持つ枠が追加されます．用紙は縦置きに固定されます．

図 38.2: PublishView Documentの初期画面

最初は，四角の枠の色は黒色で挿入されます．枠の中にポインターを置いてクリックすると，枠が

水色に変わります．それと同時に，左側のツールボックスには追加した計算機能で利用できるいろい

ろなユーティリティが表示され，枠内でNspireの計算機能を利用することができます．図 38.3では，

それらを利用して 2100と (x · sin(2x))′を計算しています．ポインターを枠の外側に移動させてクリッ
クすると，ユーティリティの表示が消え外枠の色は黒色に戻ります．

外枠が水色のときにポインターを外枠に置いてクリックすると，枠の位置・大きさの変更や枠自体

を削除することができます．ポインターを枠の中の白地部分，数式部分，外枠，そして枠の外におい

て右クリックすると，それぞれの場合にマウス操作で可能な機能が表示されます．



38．PublishView Document 13–15

図 38.3: 計算機能の追加

Nspireの他の機能を持つアイコンをドラッグしても，ほぼ同様です。左側には，追加した機能で利

用できるユーティリティが表示されます．

図 38.4は，同様にしてグラフ画面を追加し，さらには枠の位置や大きさを調整したものです．四

角い枠の一部を重ねて配置することもできます．図 38.5は，それぞれの機能別に，ツールボックス

の上部に表示されるユーティリティの内容を示しています．いずれも，Nspire本体で
�� ��menu を押し

たときに表示される内容と同一です．

図 38.4: 計算画面とグラフ画面
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(a) Graph & Geometry (b) List & SpreadSheet

(c) Data & Statistick (d) Vernier DataQuest

図 38.5: Application の各種ツールメニュー

図 38.6: PublishView Objects

38.2 PublishView Objects の追加

PublishView Documentの便利なところは，単にNspire

の画像を簡単に取り込めるということだけではありませ

ん．ツールボックスの下段には，図 38.6のような「Pub-

lishView Objects」があり，そこに 4つのアイコンが示さ

れています．そのアイコンを利用すると，いろいろな素

材を組み込むことができます．4つのアイコンは，左か

ら順に，画像ファイル，動画ファイル，テキストボック

ス，そしてハイパーリンクの機能を持ちます．
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つまり，これらのアイコンを利用すると，Nspireの機能に加えて，Web上のあらゆる素材を組み込

んだ資料をPublishView Documentで作成することができるのです．これは，もはや「電卓」のレベル

の機能ではありません．PublishView Documentがパソコンソフトでしか利用できないのは，当然の

ことといえるでしょう．これら 4つのObjectsを含むPublishView DocumentをNspireのDocument

に変換すると，Nspireの計算やグラフ等の機能を変換することはできますが，Objectsを含む機能を

変換することはできません．

画像・動画・音声ファイルの挿入

画像ファイルを挿入するには，まず画像ファイルのあるフォルダーの場所を指定する必要がありま

す．図 38.6の下段にある「Choose your working folder」の箇所の「· · ·」をクリックして，挿入した
い画像のあるフォルダーを指定します．たとえば，「TI-Nspire CX」＞「Images」にサンプル画像が

入っているので，このフォルダーを指定すると，下段にそのフォルダーに含まれている画像の一覧が

表示されます．

下の方をたどっていくと「Bridge3.jpg」があるので，このファイルを利用することにします．その

ファイルを右側のワークエリアにドラッグすれば，画像がコピーされます．大きさや配置は変更する

ことができます．サポートされている画像のタイプは，jpg，jpeg，bmp，pngです．

図 38.7: 画像ファイルの挿入

動画ファイルや音声ファイルも同様です．サポートされている動画ファイルのタイプは，flv，VP6，

MP4，H264/AVC，音声ファイルのタイプは，MP3とAACです．

Working Folderには，画像・動画・音声のファイルが混在していてもかまいません．このフォル

ダーを指定すると，そこに含まれているファイル名が拡張子付きで表示されるので，それにより画

像・動画・音声の区別することができます．ただ，ファイルの整理上はフォルダーを分けておいた方

がよいかと思います．



13–18 第 13章 Student Softwareの活用

テキストボックスの挿入

PublishView Objectsの左から 3番目のアイコンをワークスエリアにドラッグすると，文章入力がで

きるテキストボックスを挿入することができます．または，ツールバーの「Insert」から「PublishView

TextBox」を選択してもかまいません．

その前に，図 38.7で示されているページには挿入できる余白がないので，まずページを増やしま

す．ページの追加は，ツールバーの「Insert」から「Sheet」を選択するか，または
�� ��ctrl

�� ��I を押しま
す．NspireのDocumentではプロブレムとページでしたが，PublishView Documentではプロブレム

とシートといいます．プロブレムを追加するのであれば「Insert」から「Problem」を選択します．

テキストボックスを挿入すると，1行目に「Type your text here.」と表示されています．実際に入

力するときは，この表示を削除して入力します．また，画像のときと同じように，枠の大きさや配置

は自由に変更することができます．通常の文章を入力できますが，それは半角英数字を用いた英文に

限られ，いろいろな数学記号は使用できません．当然ながら、日本語の入力もできません．

Notes Applicationの挿入

数学の教材を作成しようとすると，どうしても数式を扱う必要があります．PublishView objects

のテキストボックスでは，数式は半角英数字で表すしかありません．数式を含むテキストを扱うには，

TI-Nspire applicationsの「Notes」を利用するのがよいでしょう．

図 38.8で，ワークエリアの上段はPublishView objectsのTextboxによるもの，下段はTI-Nspire

ApplicationのNotesを挿入して作成したものです．「Notes」は，左側のツールボックスの上段にある

7つのアイコンのうち 6番目のアイコンです．このNotesを利用すると，図 38.8にあるように，数式

を扱うことができるのみならず，Nspireが持ついろいろな計算機能を利用することができます．ファ

イルの形式をNspire documentに変換すると，Textboxの内容は変換されませんが，Notesの内容は

変換されても残りNspire本体で利用することができます．Notesの使用法は，次節で詳述します．

図 38.8: Textox と Notes の挿入
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39 Notes Application

39.1 Notes Applicationの利用

Notes Applicationは，Nspire本体の持つ機能です．この機能を利用すると，半角英数字や数学記

号を含んだ数式を用いた文章を作成することができます．ただし，日本語には対応していません．こ

の機能は，Nspire本体で利用するよりも，パソコンソフトの PublishView Documentの中で利用す

るのが良いのではないかと思います．

Notes の利用例

最初にNotesの利用例を示すため，以下に図 38.8のNotesの作成手順を説明します．図 38.8は次

の手順で作成されています．

図 39.1: Notesで利用できるツール

(1) ツールボックスの「TI-Nspire Application」から，

「Notes」アイコンをワークエリアにドラッグする

か，ツールバーの「Insert」から「Notes」を選択す

ると，ワークエリアにNotesの枠が挿入される．ポ

インターを枠内においてクリックすると，ツールボッ

クスの上部にNotesで利用できるいろいろなツール

が右図のように表示される．

(2) Notesの枠内で，図 38.8の「Solve next equations.

(1) 」の箇所まで半角英数字で書き込む．

(3) 数式を入力するには，ツールボックスの「3: Insert」

から右図のように「1: Math box」を選択する．ま

たは，
�� ��ctrl

�� ��M を押す．「(1)」の右にMath boxと

して□が表示されるので，その中に数式を入力する．

Math boxの中では，Nspireの持つ全ての数学記号やコマンドを入力できる． ▶などでポイン
ターを枠の外に出すと半角英数字のモードに戻る．同様にして，(2)の式も入力する．

(4) Answerの後に解答を示すには 2つの方法がある．

一つの方法は，ツールボックスから「6: Calculation」＞「3: Algebra」＞「1: Solve」を選択し

て式を入力する方法である．もう一つの方法は，
�� ��ctrl

�� ��M によりMath boxを表示させ，枠内

に直接「solve(xˆ2−2x−3=0, x)」と入力する．

(5)
�� ��enter を押すと解が書き込まれ，行が変わって先頭に新たな Math boxが表示される． ◀で
Math boxの左側に抜けて「(2)」を打ち込む．その後で ▶によりあらためてMath box内に入

いる．(2)の方程式は虚数解を持つので「csolve」を利用して式を入力する．

なお，(1)(2)などをMath box内に書き込むとコマンドの一部と理解されるので，必ずMath

boxの外側に記述する．

このように，Notesの中ではいろいろな計算式を書き込むことができ，その計算結果は自動で書き

込まれます．39.4節で述べる方法により，Notesにグラフを含めることもできます．日本語は使用で

きませんが，数学の教材を作成する上では非常に有用なアプリケーションと思われます．
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39.2 Notesで利用できるツール

Notesを利用すると，生徒が自学できるような教材を作成することができます．ここでは，Notes

で利用できるいろいろなツールについて説明します．自分で実際に試して，その機能を確認してくだ

さい．そして，教材作成にどのように利用できるかについて，思いをめぐらしてみてください．

ポインターをNotes内においてクリックすると，外枠が青色になり左側のツールボックスにはNotes

で利用できるいろいろなツールが表示されます．それらのツールは，次のような機能を持ちます．

図 39.2: 「1: Actions」のメニュー

1: Actions

Math box内に「solve(x2−4 = 0, x)」のようなNspire

のコマンドを含む式が書かれているとき，その式に対す

る処理の方法を選択することができます．そのMath box

にポインターをあてがって「1: Actions」を選択すると

き，「1: Evaluate」は計算結果を, 「2: Approximate」は

近似計算の結果を，そして「3: Replace」は式を計算結

果で置きかえます．この選択は，Math Box内で右クリッ

クしても選択することができます．

「1:」や「2:」を選択すると，式の右側に結果が書き込

まれます．すでに結果が書き込まれているときは，結果

が上書きされるので外見上の変化はありません．「3:」を選

択すると計算式が計算結果で置きかえられます．元に戻すには，ツールバーの「戻す」アイコン (Insert

の下)をクリックします．一人一人が Nspireを利用できるときは，問題の式だけ書いた Document

を与えておいて，自分で計算させた後に結果を自分で確認させることができます．ただし，その式

は，「solve(x2 − 4 = 0, x)」のように，Nspireのコマンドを含む式である必要があります．単なる式

「x2 − 4 = 0」だけ書かれていても，その式をどうすれば良いのかNspireには伝わりません．

図 39.3: 「2: Template」のメニュー

2: Templates

ここには，問題の式と解答を分離したいときや，定理

等の文章とその説明や証明を分けて書きたいときのテン

プレートが登録されています．

「1: Q&A」では，図 39.4(a)のように問題 (Question)

と解答 (Answer)のタイトルが書き込まれて，それらを

上下に分離して記述することができます．

「2: Proof」では，図 39.4(b)のように定理 (Statement)

とその証明 (Proof)のタイトルが書き込まれて，それら

を左右に分離して記述することができます．

「3: Default」では，「1:」「2:」で分離したものを元に

戻します．ただし，上下や左右の分離が元に戻りタイト

ルが消えるだけです．解答や証明として書かれた内容は，下の方に残ります．
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「4: Hide Answer」を選択すると，「1:」で問題と解答を分離したとき，問題だけ表示して解答を隠

すことができます．

(a) 1: Q & A (b) 2: Proof

図 39.4: 「1: Q&A」と「2: Proof」の画面

3: Insert

この箇所を利用すると，数式のみならず，化学式や角度記号などの図形やスライダーなどを挿入

することができます．

「1: Math box」を選択すると，ワークエリアに四角い枠が現れるので，その中にいろいろな数式

を入力することができます．ポインターや ◀ ▶で枠の外に抜けると，半角英数モードになります．�� ��ctrl
�� ��M と同じ機能です．

「2: Chem box」を選択すると，添字を持つH2Oのような化学式を入力することができます．Math

boxのような枠が表示されるので，その中で「H2O」と書き入れるとH2Oが表示されます．
�� ��ctrl

�� ��E を

押しても同様です．A+B→ Cのような化学反応式を表す矢印「→」は，Chem boxでは「=」を入

力します．イオン反応式では上付き指数に+,−などが現れますが，べき乗のときと同じようにして
入力します．図 39.5(b)の中段を参照してください．

(a) 「3: Insert」のメニュー (b) 化学式・数学記号・コメント

図 39.5: 「3: Insert」のメニューと利用例
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「3: Shape」を選択すると，角記号∠，三角形△，円の記号，ベクトル
−→
ABなどの記号を入力する

ことができます．円Cを，記号で「⃝· C」と表しているようです．「4: Comment」を選択すると，教

師 (teacher)や査読者 (reviewer)のコメントを書き入れることができ，「5: Slider」ではスライダーを

挿入することができます．

図 39.6: 「4: Format」

4: Format

Notesで使用するフォントの大きさ，フォントの種類，

カラーなどの指定をすることができます．デフォルトで

は，「TI-Nspire Sans」のフォントが 11ptの大きさで使用

されています．(メニューの図は省略)

この箇所を利用すると，ワープロと同様に，指定した

部分に対して太字，イタリック，下線，上付，下付の指

定をすることができ，さらには訂正線を引くこともでき

ます．図 39.6にあるように，カラーの指定をすることも

できます．

これらのことは，画面上部のツールバーの右半分に表示されている箇所から利用してもかまいま

せん．

図 39.7: 「1: Math Box Attributes」

5: Math Box Option

この箇所を利用すると，Math Boxでの表記法につい

て細かく指定することができます．右図にあるメニュー

は，ポインターがMath Box内にないと表示されません．

Math Box内で右クリックしても，このメニューが表示

されます．

「Input&Output」の箇所のメニューは，数学の問題と

解答を含む教材を作成するときに利用すると便利な機能

が登録されています．具体例として，たとえば，

solve(x2 − 2x− 3 = 0, x) ▶ x = −1 or x = 3

という 2次方程式を解く問題と解答が，一つのMath box

内にあるとします．

「Input&Output」のメニューで「Show Input&Show

Output」を選択すると，問題と解答の両方が示されます．「Hide Input」を選択すると，問題式は隠

されて解答のみが表示されます．「Hide Output」を選択すると，解答が隠されて問題のみが表示され

ます．これらの機能を利用すると，問題と解答がMath box内に書き込まれているとき，それを問題

提示と解答表示の両方の箇所で利用することができます．たとえば，「2: Templates」で「1: Q&A」

を選択して，Questionの箇所では解答を隠し，解答の箇所には同じMath boxをコピーしたものを

貼り付けて問題を隠す，という利用法が考えられます．複数のMath boxをまとめてコピーすること
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ができます．そうすると，問題と解答の対応関係をチェックする必要はありません．数式処理機能を

利用しているので，解答が正しいかどうかをチェックする必要すらありません．

(a) Math boxのコピー (b) Math boxのペースト

図 39.8: Math box のコピーとペースト

図 39.8(a)では，Math boxに問題と解答が書き込まれているとき，2つのMath boxをまとめて

指定してコピーしようとしています．このとき，「(1)」や「(2)」はMath boxの外側にあります．(b)

は，コピーしたものをペーストして，その青地の状態で右クリックすると表示されるメニューから「8:

Math box Attributes」を選択します．図 39.7と同じメニューが表示されるので，問題だけ表示され

るように「Hide Output」を指定しています．(b)の下段にある「Answer」の箇所は，同様のペース

トを行って，「Hide Input」を指定したものです．これらの指定を行っても，ポインターをMath box

にあてがってクリックすると問題と解答の全体が表示されます．

「Input&Output」のメニューの最後には「No Calculation」の項目があります．これは，Math box

内にコマンドだけが書かれているとき，「1: Actions」の「1: Evaluate」を選択しても結果が表示され

ないようにする機能です．この機能を利用すると，問題を書いたNotesを学習者に与えて自習させる

とき，学習者が「1: Evaluate」を選択しても結果を表示させないようにすることができます．

「Insert Symbol」を利用すると，式を計算して結果を

図 39.9: 「6: Calculations」のメニュー

表示するときの区切りの記号 ▶を，別な記号に変更する
ことができます．記号としては，何も表示しないか，ま

たは=, ̸=, ≈, ∼=, ⇒の中から選択できます．「Display

Digit」では，近似計算するときに第何位まで表示するか

を指定することができます．「Angle」は，度数法か弧度

法のいずれにするかを指定します．

6: Calculations

このメニューを通すと，Notesの中でNspireのあらゆ

る計算を行うことができます．図 39.9にあるように，そ

こに表示されているメニューは，計算画面の
�� ��menu と全

く同一です．図 39.9の 1～9の項目を選択して表示され

る個々のサブメニューも，個々の画面で
�� ��menu により表

示されるものと同一です．
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39.3 Notesでの編集機能

ツールボックスに表示されるNotesでのツールを利用しなくても，Notes内でテキストを打ち込み

ながら同様の機能を利用することもできます．

使い方を示すために，
�� ��ctrl

�� ��I によりシートを追加して，たとえば xˆ2−2x−3=0と打ち込んだと

します．その状態で右クリックすると図 39.10(a)のような，テキスト入力しているときのメニュー

が表示されます．

打ち込んだ式を青地で選択して右クリックすると，(b)のようなメニューが表示されます．「7: Convert

to Math Box」を選択すると，選択した式がMath box内に入って「x2− 2x− 3 = 0」に変わります．

つまり，テキスト形式で打ち込んだ式を，あらためて打ち直すことなくMath boxでの式に変換する

ことができます．

さらに，その状態で右クリックすると (c)のメニューが表示され，その式に対してどのような処理

を行うかを選択することができます．たとえば「1: Solve」を選択すると，実数解・複素数解の別や

解くべき変数の指定を求められた後で (図は略)，Nspireのコマンドが追加されて (d)のような表記に

変わります．つまり，式を打ち込んだ後の処理を右クリックメニューから指定することができ，あら

ためてコマンドを打ち直す必要はないということです．

これらのメニューに慣れるには，いろいろな文章や式を打ち込みながら右クリックしてみるとよい

でしょう．いちいち打ち直すことなく，いろいろな変換が可能になっています．

(a) テキスト入力時の右クリックメニュー (b) 式選択時の右クリックメニュー

(c) 式変換後の右クリックメニュー (d) コマンドの自動追加

図 39.10: Notes編集時の右クリックメニュー
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39.4 Notes枠のレイアウト

Notes の枠のレイアウトを変更すると，グラフ機能を利用することもできます．例を示すため，�� ��ctrl
�� ��I によりシートを追加して，あらためてツールボックスかツールバーの「Insert」を利用して

Notesの枠を追加しておきます．

ポインターをNotes枠においてクリックすると，外枠の色が青になります．その状態でツールバー

の右端 (カメラアイコンの右側)のアイコンをクリックすると，図 39.11(a)のようにNotes枠の分割

の仕方を指定するメニューが表示されます．最大で 4分割することができます．試みに 4分割すると，

(b)のように 4つに区切られます．左上は最初に指定したNotes枠の部分です．

新しく区切られた部分では「Click here to add an application」が表示され，区切り部分でどのア

プリケーションを利用するかが問われます．その箇所には，Nspireのいろいろなアプリケーションを

個別に指定することができます．指定したい箇所にポインターをおいて右クリックすると，追加する

アプリケーションのメニューが表示されます．ツールボックスからアプリケーションのアイコンをド

ラッグするか，またはツールバーの「Insert」から選択することもできます．「戻る」ボタンをクリッ

クすると，元に戻すことができます．

(a) レイアウトの指定 (b) アプリケーションの追加

図 39.11: Notesのレイアウトとアプリケーション

図 39.12: レイアウト分割画面でのアプリケーション
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図 39.12では，左上の Notesには図 39.7の問題部分をコピーし，右上には計算画面，左下にはグ

ラフ画面，そして右下にはテーブル画面を設定しました．Notesに日本語が使えないのが残念ですが，

この分割機能を活用すると，解説部分・計算部分・グラフ表示・テーブル表示を併用した教材を容易

に作成することができるでしょう．

Math box内の定義式によるグラフ描画

レイアウトを指定してグラフ機能を設定しなくても，関数のグラフを描画させることができます．

グラフ画面で 1変数関数は f1(x) = · · · の形で定義しますが，計算画面で「Define f1(x) = · · ·」に
より定義することができます．そこで，Notesの枠内のMath box内で，たとえば「Define f1(x) =

x2 − 2x− 3」として右クリックすると図 39.13(a)のようなメニューが現れるので，「2: Graph」を選

択します．ページのレイアウトを指定していなくても，(b)のように画面が 2分割されて右側にグラ

フが表示されます．最初からレイアウト指定によりグラフ画面を設定しているときは，そのグラフ画

面に表示されます．

表示されたグラフは，左側のMath box内の式にダイレクトに反応します．Math box内の式を変

更して
�� ��enter を押すと，右側のグラフは変更された関数のグラフになります．

同様の方法で，極座標で表された関数のグラフも描画されます．極座標の場合は「Define r1(θ) = · · ·」
の形で指定します．曲面のグラフは「Define f(x, y) = · · ·」の形で指定します．
媒介変数表示の場合も入力できるのではないかと思うのですが，うまくいきませんでした．媒介変

数を利用したグラフは，グラフ機能を追加して「Graph Entry/Edit」により表示されるメニューか

ら「4: Parametric」を選択して切り替えるしかないようです．ただ，グラフ画面で右クリックして

も，メニューに「Graph Entry/Edit」の項目はありません．その項目は，
�� ��tab を押して関数入力画

面を出したときの右端のアイコンをクリックすると表示されます．

なお，グラフを上下分割して表示させたいときは，ツールバーの右端のアイコンで上下 2段のレイ

アウトを指定します．

(a) Math boxでの右クリック (b) 「2: Graph」選択によるグラフ表示

図 39.13: Math boxでの「2: Graph」選択によるグラフ表示

�� ��メモ Notesアプリケーションの有用性を，幾分でも感じ取っていただけたでしょうか．日本語での利用が

できないのが残念です．一つの打開策として，次の方法が考えられます．
1⃝ 日本語入力部分を空白にして Notesを作成する． 2⃝ PDFファイルで出力する．
3⃝ PDFファイルの編集ソフトでファイルをオープンする． 4⃝ 空白部分に日本語テキストを挿入する．




