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表計算ソフトウェアを利用する授業の支援を目的とした
アノテーションツールの試作
坂東宏和†1
概要：本稿では，表計算ソフトウェアの基本的な活用方法を教示する授業の支援を目的とした，表計算ソフトウェア
等の画面上に電子ペンを用いて教師が簡便に注釈を追記できるアノテーションツール，および，表計算の演習問題を
自動採点するマクロの試作について報告する．試作したツールとマクロを，表計算の活用方法について教示する大学
の授業において試用した結果，授業の理解に役立つ可能性が示唆された．
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Prototype of annotation tool aiming at support of the lesson
which uses a spreadsheet
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こで，この結果を踏まえ，主に表計算ソフトウェアの基本

1. はじめに

的な活用方法を教示する授業に対象を絞り，この問題を解

近年，情報化が急速に進展し，社会の様々な場面で当た

決する方法の一例として，表計算ソフトウェア Microsoft

り前のようにコンピュータが活用されており，これからの

Excel 等の画面上に，教師が電子ペンを用いて簡便に注釈

社会を生きる人々は，適切な情報活用能力を身に付けるこ

を追記できるアノテーションツールの試作を行った．本ツ

とが必須となっている．このような状況の中，学校教育や

ールと画面遷移参照ツールとを組み合わせて利用すること

各種研修会等の様々な場面で，各種ソフトウェアの基本操

により，教師が操作する PC のスクリーンショットとツー

作や活用方法などを教示することがある．その際，教師が

ルが書き加えた簡単な注釈に加えて，教師自身が任意の注

操作する PC の画面を大画面スクリーンや中間モニタなど

釈を書き加えた画像を自動的に蓄積することが可能になる．

に表示し，実際に PC の操作を行いながら説明をする場合

本稿では，本ツールの試作と，表計算ソフトウェアの基本

がある．この方法は，事前に準備をしていなくても，その

的な活用方法を教示する大学の授業において試用した結果

場で即座に行えることから，質問に対応する場合や，予め

について報告する．また，試用を行った授業では，表計算

想定していない説明が必要になった場合などにも柔軟に対

ソフトウェアの演習問題を自動採点するマクロも活用して

応できる．しかし，一般的には一つの画面しか学習者に提

いる．本稿では，このマクロについても紹介する．

示できないため，教師の操作についてこられない学習者が
操作を終える前に次の画面へと移ってしまい，置いてきぼ
りになってしまう問題がある．
そこで我々は，この問題を解決するための一つの方法と

2. アノテーションツール
2.1 機能の概要

して，教師が操作する PC のスクリーンショットに簡単な

本ツールは，マウスとペンタブレットの両方が接続され

注釈を加えた画像を自動的に蓄積し，学習者が必要なタイ

た PC での利用を想定し，マウスとペンタブレットからの

1)の研

入力を別々に処理することで，マウスでは通常の Windows

究・開発を行っている．このツールを大学での情報に関す

操作を，電子ペンでは注釈の書き込み等を行える環境を提

る授業において試用し，評価を行った結果，PC の操作を学

供する．具体的に電子ペンでは，2.1.1 項～2.1.3 項に示す

ぶ授業の理解に役立つ可能性が示唆された．しかし，スク

操作を行うことができる．

リーンショットと簡単な注釈だけでは，学習者が必要な操

2.1.1 手描きによる注釈機能

ミングでそれらを参照できる，画面遷移参照ツール

作等を把握できない場合があることも明らかになった．そ

図 1 のように，Windows の画面全体に，手描きによる任
意の注釈を書き加えることができる．また，電子ペンでマ
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ウスの右クリックに相当する動作を行うことにより表示さ
れるメニュー（以下，設定メニューと記す）を操作し，手
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描き線の色や太さを変更することもできる．なお，マウス
による Windows 操作は，手描きによる注釈を表示したまま
行うことができる．

Web ブラウザの URL 部分等，テキストボックスをタップした場合
には，入力されているテキストが拡大表示される

図 3 操作対象オブジェクトを示す注釈例（2）
2.1.3 数式の拡大表示機能
設定メニューを操作してモードを変更した後，Excel の
任意のセルをタップすることで，図 4 に示すように，セル
に入力された数式を Excel のコメント機能を利用して大き
く表示できる．

図 1 手書きによる注釈の例
2.1.2 操作対象の明示機能
設定メニューを操作してモードを変更した後，任意の操
作オブジェクトをタップすることで，図 2，図 3 に示すよ
うな，操作オブジェクトの種類に応じた注釈を簡便に表示
できる．

図 4 数式の拡大表示の例
2.2 実現方式
本ツールの開発環境を表 1 に示す．また，本ツールの全
体構成を図 5 に示す．
Windows 環境では，マウスまたは電子ペンを用いて入力
操作を行うと，Windows システムからその操作に対応する
処理を行うべきソフトウェアへ，操作内容を示すマウスメ
ッセージが送られる．そこで本ツールでは，Windows 上で
生成される全てのマウスメッセージを監視する．電子ペン
による入力操作に対応したマウスメッセージが生成された
場合には，本ツールでそのマウスメッセージに対応した処
理を行った上で，そのマウスメッセージを消去する（本来
送られるべきソフトウェアへ，そのマウスメッセージが送
られないようにする）．一方，マウスによる入力操作に対応
したマウスメッセージについては，本ツールでは何も行わ
ない．これにより，マウスによる入力の場合には通常通り
Excel の操作オブジェクトをタップした場合には，
操作位置を示す四角と操作の順番が表示される

図 2 操作対象オブジェクトを示す注釈例（1）

の Windows 操作が行え，電子ペンによる入力の場合には，
本ツールの操作だけが行えるようになる．
手描きによる注釈と操作対象を明示する注釈の表示は，
画面全体を覆う透明なウインドウを，他の全てのウインド
ウよりも常に前面に表示し，そのウインドウ上に描画する
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ことで実現している．これにより，注釈を表示したまま，
通常の Windows 操作を行えるようになる．また，数式の拡
大表示は，Excel のコメント機能を利用し，数式が入力さ
れたコメントを，マクロ機能を利用して自動表示すること
により実現している．
表 1 開発環境
Panasonic Let’s note CF-MX5BDXQP
PC

CPU：Intel Core™ i7-6600U vPro™ 2.60GHz
メインメモリ：16GB
OS：Windows 10 Pro 64 ビット

タブレット
開発言語

マクロを実行すると図の赤丸の部分に，
正解の場合には点数，不正解の場合には 0 が表示される

WACOM BAMBOO PAD CTH-300E

図 6 自動採点マクロの実行例

Microsoft Visual C++ 2017
Microsoft Visual C# 2017

3.2 正誤判定用データの作成方法
本マクロで自動採点を行うためには，採点処理用のワー
クシートを作成し，予め正誤判定用のデータを入力してお

Windows システム

く必要がある．なお，学習者に配布する際には，この採点
処理用のワークシートを非表示にし，見えないようにする．
正誤判定用のデータは，次の手順で作成する．

マウス入力に関する
マウスメッセージ

ペン入力に関する
マウスメッセージ

1) 採点処理用のワークシートに問題のデータ等をすべて

コピーし，すべての問題に解答する（正解を入力する）

本ツール

本ツールで処
理して削除

何もせず素通し

×

（図 7）
2) 採点結果（合計点・満点）を表示するセル，各問題の

データが格納されているセルを指定する
3) 手順 2)で指定したセル以降に，各問題の配点，問題の

各ソフトウェア

種類，正解の数式が入力されているセル（＝学習者が
解答を入力するセル），計算に必要なデータの範囲など

図 5 ツールの全体構成

3. 表計算演習問題自動採点マクロ
3.1 機能の概要
本マクロは，表計算ソフトウェア Microsoft Excel の演習

を入力する（1 問 1 行とし，空行なく並べる）（図 8）
問題やデータによっては，不正解の数式を正解と判定し
てしまうことがあるため，多少の調整は必要であるが，慣
れていれば 10 問程度の問題の正誤判定用データを，数分程
度で作成できる．

問題を，自動で採点する機能を提供する（図 6）．現在のと
ころ，数式の入力，グラフの作成，一部の条件付き書式の
設定，小数点以下の表示桁数の設定などに対応している．
学習者が演習問題を解答し，マクロを実行することで
（マクロにショートカットキーを割り当て，そのキーを押
すだけで実行できるようにしている）瞬時に各問題の正誤
が分かるので，より効果的な予習・復習ができることが期
待できる．

採点処理用のワークシートに問題のデータ等をすべてコピーし，
すべての問題に解答する

図 7 （図 6 の問題の）正誤判定用データの例
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問題の種類

正解が入力さ
れているセル

配点

正解の数式が
計算に用いる
データの範囲

1) 正解の数式が計算に用いるデータの範囲の周辺に，ラ

ンダムな値をセットする（学習者が参照するセルの位
置・範囲を間違えた場合に，計算結果が異なる値にな
るようにする）（図 9）
2) 学習者が入力した数式を，解答を入力する全てのセル

にコピーし，正解の数式を用いて計算した場合の結果
と比較する．なお，解答を入力するセルが複数ある場
合には，その範囲の左上のセルに入力された数式を全
てのセルにコピーして判定する（学習者が各セルに
別々の数式を入力し，見かけ上，正解と同じ計算結果
にしている場合に対応する）（図 10）
3) 偶然同じ値になってしまった場合等に対応するため，

正解の数式が計算に用いるデータ範囲にランダムな値
1 問 1 行で入力．例えばこの場合は，配点 3 点，問
題の種類 1（数式を解答する問題），正解（解答）は
セル F12 に入力，
（正解は「=AVERAGE(F3:F10)」で
あるので）正解の数式はセル F3～F10 のデータを利
用して計算する，という意味になる
図 8 各問題のデータ例

をセットし，再度手順 2 を行う．なお，この時，文字
列をランダムに含めることで，関数を使わずに計算し
た数式を不正解にできる（例えば合計を SUM 関数で計
算した場合には，文字列が含まれていても正しく計算
できるが，加算（+）で計算した場合には，計算結果が
エラーとなる）（図 11）

正解の数式が
計算に用いる
データの範囲

学習者が解答を入力するセ
ル（正解は=SUM(B2:B5)）

学習者が入力した数式（解答を入力するセルの範囲
の左上のセル・この場合はセル B6 に入力された数
式）を，解答を入力する全てのセルにコピーし，正
解の数式を用いて計算した場合の結果と比較
図 10 採点方法（2）

正解の数式が計算に用いるデータの周りに
ランダムな値をセット
図 9 採点方法（1）
3.3 自動採点の方法
基本的には，正解の数式と学習者が入力した数式につい
て，同じデータを用いて計算を行い，その計算結果が等し

正解の数式が計算に用いるデータの範囲にラン
ダムな値をセットし，正解の数式を用いて計算
した場合の結果と比較

い場合には正解，異なっている場合には不正解と判定する．
具体的には，次の手順で判定する．
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4. 試用評価

いる人口推計 2)のデータを基に，Excel を用いて，将来の人

アノテーションツールおよび自動採点マクロの有用性
等について検討するため，獨協医科大学看護学部 1 年生を
対象に開講されている，情報を適切に取り扱い活用してい
くための基本的な技能および考え方を修得することを目的
とした授業「情報リテラシー演習」において，試用と簡単
なアンケートを行った．
この授業は，主にレポート作成，表計算，プレゼンテー
ションで構成されており，試用は，表計算の際に行った．
授業の詳細を表 2 に示す．
表 2 授業の詳細

場所

対象学生
教師
科目名

や学生に回答してもらった簡単なアンケートの回答データ
を用い，Excel の各機能の説明（SUM 等の基本的な関数，
相対・絶対参照，グラフ，並べ替えとフィルター，条件付
き書式，ピボットテーブル等）を行った．また，期末試験
対策として，授業中に確認試験を実施したり，予習用に模
擬試験問題を配布したりした．

4.1 授業の概要

期間

口分布を予測する演習を行った．その後，仮想的なデータ

アノテーションツールは，授業中説明を行う際に，教師
が適宜利用した．自動採点マクロは，課題，確認試験，模
擬試験問題，期末試験に組み込み，学生が自由に使えるよ
うにした．なお，授業中に実施した確認試験，期末試験で
は，試験実施中でも自動採点を行えるようにした．学生は

2018 年 12 月 11 日(火)～2019 年 1 月 29 日(火)

自動採点マクロを活用し，自身の回答の正誤を適宜確認し

（7 コマ×2 クラス）

ながら，試験を受験した．

獨協医科大学 PC 教室（図 12）

4.2 アンケートの結果

教師用デスクトップ PC が 1 台，学生用ノー

授業終了後（期末試験実施前）に実施した授業全般に関

ト PC が勾玉テーブルに 68 台設置されてい

するアンケートの中に，アノテーションツールおよび自動

る．教師用 PC の画面等を，4 枚の大画面ス

採点マクロに関する設問を加え，回答してもらった．この

クリーンと学生の近くに設置されている中

アンケートは匿名である．LMS を用いて，授業中に，A ク

間モニタに表示できる．

ラス 47 人，B クラス 51 人の計 98 人に回答してもらった．

獨協医科大学看護学部 1 年生，3 年次編入生

アンケートの設問と結果を図 13～図 16 に示す．

A クラス 48 人，B クラス 54 人
1 人（著者）＋サポートスタッフ 3 人
情報リテラシー演習
HP Compaq Elite 8300
CPU：Intel Core™ i5-3470S 2.90GHz

教師用 PC

メインメモリ：8.0GB
OS：Windows7 Professional SP1 64 ビット
タブレット：
WACOM BAMBOO PAD CTH-300E

表計算ソフ

Microsoft Excel 2016 32 ビット

トウェア

図 13 アンケート結果(1)

図 12 PC 教室
各クラス 7 コマの授業では，最初に「表計算で何ができ
るのか」を知ってもらうために，総務省統計局が公開して
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表計算の活用方法について教示する大学の授業において試
用し，簡単なアンケートを実施した結果，表計算ソフトウ
ェアの基本的な活用方法を教示する授業の理解に役立つ可
能性が示唆された．
今後は，我々が従来から研究・開発を進めている，画面
遷移参照ツール

1)にアノテーションツールを組み込み，教

師による任意の注釈等が書き加えられた教師用 PC のスク
リーンショットを，自動的に蓄積する機能を実現する予定
である．これにより，授業等で PC の操作方法を説明する
際に，学習者が必要な PC 操作をより容易に把握できるこ
とに加えて，授業の予習・復習にも活用できることが期待
図 15 アンケート結果(3)

できる．
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図 16 アンケート結果(4)
4.3 考察
アンケートの結果から，アノテーションツールを利用し
た手描き等による注釈，数式の拡大表示について，90％以
上の学生が，授業内容の理解に役立った，または，ある程
度役立ったと感じていることが示された．自動採点マクロ
についても，90％以上の学生が，試験対策・予習・復習に
役立った，または，ある程度役立ったと感じていることが
示された．
また，様々な点が影響するため，単純に比較することは
できないが，授業の表計算部分全般の授業評価においても，
昨年度よりも良い評価が得られた．なお，昨年度の授業で
は，アノテーションツールは利用しておらず，自動採点マ
クロは，小テスト，期末試験対策，期末試験にのみ利用し，
通常の課題には利用していなかった．
以上の結果から，アノテーションツールおよび自動採点
マクロが，表計算ソフトウェアの基本的な活用方法を教示
する授業の理解に役立つ可能性が示唆されたと考える．

5. おわりに
本稿では，表計算ソフトウェア等の画面上に，教師が電
子ペンを用いて簡便に注釈を追記できるアノテーションツ
ールの試作と，表計算ソフトウェアの演習問題を自動採点
するマクロについて報告した．試作したツールとマクロを，
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