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ペン・ペーパーデバイスを用いた採点支援システム
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A Pen and Paper-based Exam Scripts Marking System
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Abstract - This paper presents an exam scripts marking system for answers written using pen and paper devices.
Pen and paper devices capture the traces of pen movement (called digital ink), allowing the answers to be
reorganized independent from paper format, analyzed and marked semi-automatically under the examiner’s
supervision. Based on our earlier work we designed a system which provides new features. The first new feature is
to order answers based on the recognized content from the digital ink. While digital ink recognition is still not
perfect at present, it will at the very least allow examiners to examine each similar group of answers at a time.
Another feature introduced in the new system is the ability to overlay answers given as drawings such as graphs so
that examiners can easily find the consensus answer as well as common mistakes. Yet another feature is to analyze
the time that each student spent on a questions. This analysis is possible because in digital ink, each stroke carries
a timestamp. The feature to automatically mark multiple choice questions in our earlier system continues to be
available.
Keywords : Exam marking support system, Lecture improvement, Pen and paper device, and Handwriting
recognition

1.

ている．これらはペン＆ペーパーデバイスと呼ばれてお

はじめに

り，従来試験などで使用されてきたものと同じ材質の用
生徒の学習理解度を図る為に学校で頻繁に行われて

紙の上に筆記でき，筆記された手書きデータはコンピュ

いる試験は，その時間や手間が採点者にとって負担とな

ータ上で処理することが可能である[2][3]．ペン＆ペーパ

っている．その為，最近はマークシート方式やオンライ

ーデバイスは，専用のペンとペン座標の取得・保存をす

ン試験方式による試験が増えつつある．これらは大量採

るデバイスから構成されており，使用時にはコンピュー

点をする際に効率的だが，いくつかの理由で普及するに

タを必要としない（図 1 参照）
．キーボードやマウスとい

は至っていない．まず，マークシート方式の場合は，選

ったような複雑な操作を必要とせず，専用のペンを用い

択問題しか出題できない為，解答過程を確認したい数学

て直観的に使用できる．そのため，コンピュータが苦手

などの一部の教科に向いていない．また，専用の読み取

な子供や年配者でも使用しやすい．図表やイラストなど

り機も高価である．
次に，
オンライン試験方式の場合は，

キーボードでは入力しにくい情報を容易に取り込めるこ

パソコンを一人一台必要とする為，場所を必要としたり，

とも特色の一つである．

普段パソコンを使用しない生徒にとっては馴染みにくく
不利になったりする点が問題である．
一方，スキャナで紙の答案を読み取り，画像認識する
ことにより自動で採点をするシステムは既に提案されて
いる[1]．だが，この方法ではスキャンされた画像から書
かれた文字を正確に抽出することが困難な為，結局，正
誤問題や選択問題といった限られた設問形式の試験にし
か使用できないといった問題がある．
ところで，近年モバイル PDA の普及やタブレット PC
の売り上げ拡大などにより，ペン入力方式のインターフ
ェースが増加している．その中でも，新たなペン入力イ
ンターフェースとして，従来のタブレット PC のように
液晶画面の上に書き込むのではなく，紙の上に直接書き
込むことで入力が出来るデバイスが開発され注目を集め
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図 1 ペン＆ペーパーデバイス使用時の様子
Fig1 How the pen device is employed
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ペン＆ペーパーデバイスはその特色ゆえに様々な利

ラバラであったり，グラフを描かせる問題への支援が無

用分野が考えられるが，ペーパー試験とその採点の支援

かったりするなど，改良すべき点がいくつか存在した．

は有望な応用分野の一つであるといえる．ペン＆ペーパ

そこで，本研究では，以前提案したシステムを改良する

ーデバイスを用いると自動的に答案データを抽出するこ

ことで，採点作業の更なる効率化を目指す．具体的には

とができ，この方法は答案全体を画像として処理するス

設問形式ごとに適切な再構成を行う．

キャナと比べて答案データの容量が小さいという利点が

記述問題の場合，同一設問の答案に更に文字認識を行

ある．それに加えて，例えば筆順やタイムスタンプとい

うことで，同一設問ごとかつ答案内容ごとに並び替えて

った付加情報まで入手することが出来る．このような利

表示する
（図 3 参照）
．
採点作業の効率化はもちろんだが，

点に注目し，以前我々はペン＆ペーパーデバイスを用い

設問に対してだけでなく，答案内容に対しても見方を統

[4]

た採点支援システムを試作した ．評価実験の結果，本

一することで，部分点の付け間違いを抑制する狙いもあ

システムを使用すると採点者にとっては従来の採点方法

る．

と比べ 2 倍以上の採点時間短縮につながることが分かっ

グラフ問題の場合，同一設問の答案を重ね合わせて表
示する（図 4 参照）
．これにより，不正解の答案を容易に

ている．
そこで本報告では，以前試作したシステムに対して採

把握できるようになると考える．

点支援を強化する為の新機能を提案する．
2.

なお，選択問題の場合は，以前私たちが提案したシス
テムにより自動的に採点する．

提案する機能

採点作業の効率化と学習理解度把握の手助けの 2 つを
目的として，ペン＆ペーパーデバイスの特色を活かした
新機能を提案する．
2.1

既存機能：設問のまとめ上げ

以前提案したシステムでは，設問ごとに答案をまとめ
上げて表示することが可能であった．通常，採点者は答
案を設問の項目ごとに採点することが多い．その設問に
対する見方を統一的に維持しやすいからである．試作し
たシステムでは，Technote[3]を使用し，抽出した答案デー
タを再構成してディスプレイ上に表示することで，同じ
設問の答案を連続して採点することを可能にした（図 2
参照）
．これにより，設問に対する見方を統一したままテ

図3

ンポ良く採点できるようになった．

図2

同一設問ごと，答案内容ごとに表示

Fig 3 Similar answers are grouped together

同一設問ごとに表示

Fig 2 Question-wise grouping of answers
2.2

新機能 1（採点作業の効率化）

以前提案したシステムでは設問ごとに答案を並び替

図4

えて表示する機能を実装した．しかし，このシステムで

同一設問ごと，重ね合わせて表示

Fig 4 Graphs overlapped to help visualization

は，答案をまとめ上げるのみで，答案内容に関してはバ
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新機能 2（学習理解度把握の手助け）

そうだと判断した問題である．これは，設問の難易度が

紙の答案で一般に困難なことの一つに，採点者が受験

受験者に適していない場合によく起きると考えられる．

者の解答に至るまでの過程を知ることが挙げられる．一

つまり，受験者が一律に同じ設問をとばして解答してい

方，ペン＆ペーパーデバイスを用いると，筆順やタイム

っている場合，その設問の難易度が受験者に適していな

スタンプといった付加情報を得ることが出来る．そこで，

い可能性が高いということである．(2)と同様に，解答し

本システムではこれらの付加情報を用い，学習理解度把

ていく順番を参照することで，試験に用いた設問の難易

握の手助けの為に，解答過程の解析を行うことにした．

度が受験者に適しているかどうかを客観的に確認できる

ペン＆ペーパーデバイスを用いた場合に，受験者の解答

と考える．

過程から得られる情報は以下の通りである．
(1)見直しをしたかどうか

(解答例 4)設問解答中に行き詰ったかどうか

(2)解答の記入時間

直前のストロークが書き込まれてから次のストローク

(3)解答していく順番

が書き込まれるまでの時間が任意の閾値以上の時は行き

(4)設問解答中に行き詰ったかどうか

詰っていると判断する．行き詰るのは，生徒の理解が不
十分であったり，暗記があやふやであったりする場合で

これらの情報を用いることで，以下の解析例(1)～(4)

ある．多くの生徒が行き詰っていた設問に対して次の講

のような解析を行うことができると考えている．

義や試験問題の解説時に重点的に指導をすることで，生

(解析例 1)基礎計算能力

徒の理解をより深めることが出来ると考える．

見直しは不注意による間違いを発見する為に行われる．
例えば数学の試験の場合，不注意による間違いのほとん

以上(1)～(4)のような解析を支援する為に，以下の機能

どが計算ミスである．そのことから，見直し回数が多い

を提案する．(1)～(4)全てにおいて，各情報の統計と，各

受験者は計算ミスが多い，つまり基礎計算能力が不足し

情報と設問形式や採点結果などとの相関をとる．また，

ていることが考えられる．そこで見直し回数が多い人に，

(4)においては，本システムで答案表示時に，行き詰った

基礎となる計算問題を集中して解かせることで，彼らの

箇所の色を赤色（あるいは太字）に変えて強調表示する

弱点を補うことが出来ると考える．

（図 5 参照）
．図 5 は「子犬」の英単語を書かせる問題の
例だが，例えばこの問題の場合，2 文字目で[u]か[a]か，

(解析例 2)設問の評価

で悩む可能性がある．このように受験者の悩んだ箇所を

従来，試験に用いた設問の評価は，平均点を指標とし

視覚化することで，採点者が簡単に受験者の傾向を確

て，受験者がよく解けているか，解けていないかでしか

認・把握出来るようにする．

判断できなかった．今回，平均点の他に設問の解答時間
も用いることで，設問の評価に対して次の予測をたてる
（表 1 参照）
．
表 1 平均点と解答時間から考えられる予測
Table 1 Correlation with average mark and answer time

解答時間

平
均
点

短い

長い

低い

間違えやすい

難しい

高い

易しい

間違えにくい

これより，平均点と解答時間を参照することで，試験に
用いた設問の難易度が受験者に適しているかどうかをよ
り細かく確認できると考える．これは試験官にとって次
図 5 行き詰った箇所を強調表示

回の試験問題作成時に大変役立つと考える．

Fig 5 Strokes that took more than the usual amount of time
to write are shown in a emphasized form

(解答例 3)設問の構成の適切さ

(e.g. different color, bold, etc)

一般的に，試験において私たちが順番を変えて解答し
た問題は，難しいと判断した問題あるいは時間がかかり
3
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3.

インタビュー

新機能の有用性を確認する為に，高専の英語科目担当

3.1

設計

システム利用の流れ

教員と大学の情報処理演習担当教員のお二人にインタビ

採点支援システムの利用の流れは右上図の通りであ

ューをお願いした．インタビュー相手の詳しい情報につ

る（図 6 参照）
．受験者はペン＆ペーパーデバイスを使用

いては以下の通りである（表 2 参照）
．

し，普段解答するのと同じように試験に解答する．試験
終了後，採点者はペン＆ペーパーデバイスを回収し，コ

表 2 インタビュー対象者

ンピュータに接続する．システムは自動的に答案データ

Table 2 The Partners of interview

を InkML 形式のデータへ変換し，変換されたストローク

インタビュー

データを読み込む．システムでは読みこんだストローク

高専
大学
英語科目担当教員
情報処理演習担当教員
インタビュー日
2009/9/17
2009/9/28

データから答案を再構成することで，設問形式によって
答案の表示方法を変える．記述問題なら同一設問かつ答
案内容ごとに並べ替えて表示する．グラフ問題なら同一
設問かつ重ね合わせて表示する．記述問題とグラフ問題

採点人数
90 人

は採点者が PC 上に表示された答案を目視で確認して採

88 人

点していく．採点は画面に表示された答案をマウスでク
リックしていくだけで簡単にできる（図 7，及び図 8 参

インタビューの結果について，まとめたものを以下に

照）
．
また，
選択問題は自動的に採点する．
採点した後は，

示す（表 3 参照）．

採点結果をエクセル等で利用可能な形式の外部ファイル
表 3 インタビュー結果

として出力する．これにより，採点者はこれまで慣れ親

Table 3 A result of interview

しんできた採点フローに大幅な変更を加えることなくシ
ステムを利用できる．

Q1:採点時に苦労している点
時間がかかること
公平性を保つこと
ストレスがかかること
Q2:採点時に工夫している点
答案用紙をめくり同一設問をまとめて採点
生徒ごと，設問ごとを行き来しながら採点
Q3:よくあるミス
合計点の算出ミス
Q4:採点結果の管理方法
Excel で管理
Q5:答案の再構成機能について
採点時間の短縮に繋がるなら歓迎
十分ありだと思う
Q6:解答過程の分析機能について
授業改善に使えそう
客観的なデータが取れるのが良い
１クラス（約 45 人）
の採点に 2 時間近くかかるらしく，
時間がかかることを一番の負担と感じていた．それに対
し，現状では先生方が独自に採点方法を工夫することで
対処している(表 3，Q2 参照)．インタビューの結果より，
新機能については「採点時間の短縮に繋がるなら歓迎」

図 6 システム利用の流れ

や「授業改善に使えそう」などの言葉を頂き，有用性が

Fig 6 Stages in the usage of the system

期待出来た為，設計を行った．

4
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なお，ここで用いている InkML はペンの筆点座標を
XML で記述する為の仕様で，現在 W3C から草案が公開
されている．ペン＆ペーパーデバイスのデータ形式は各
ベンダーがそれぞれ独自のものを使用していたが，これ
を共通化することで，開発したソフトウェアを様々なペ
ン＆ペーパーデバイスに対応させることが容易になる．
本システムでも，InkML を用いたシステム構成にするこ
とで，なるべくペン＆ペーパーデバイスへの機種依存性
を排除するよう設計を行っている．
3.2

システム構成要素

本システムの構成概要は以下の通りである（図 10 参
図 7 作成予定画面（記述問題の採点）

照）
．

Fig 7 Currently planned UI (Short answer questions)

図 8 作成予定画面（グラフ問題の採点）
Fig 8

Currently planned UI (marking graph problems)

また，採点終了後は解答データの統計と相関を計算し，
表示する（図 9 参照）
．統計・見直し・解答時間・解答順
序・行き詰まりに関する解析を，それぞれ見られるよう
にする．

図 10 システムの構成概要
Fig 10 Components in the design of our system
3.3

答案の再構成

まず，InkML 形式に変換された答案データを読み込む．
次に解答欄の座標位置や設問の形式（記述問題か図形問
題か選択問題）が保存されている設問テンプレートを参
図 9 作成予定画面（統計の表示）

照することで，受験者の答案データを設問ごとに分解す

Fig 9 Currently planned UI (display of statistics)

る．この際，設問の形式が記述問題なら文字認識エンジ
5
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IEICE

Paper

Exam Scoring
Architecture;

Technical

Report

PRMU2006-145(2006.11).

るいは太字）で強調表示をする（図 4 参照）
．行き詰って
[5]

いるかどうかは，直前のストロークが書き込まれてから

Nakagawa, M.,

Zhu, B. and Onuma, M.: A Model of

On-line Handwritten Japanese Text Recognition Free

次のストロークが書き込まれるまでの時間で判定する．

from Line Direction and Writing Format Constraints;
IEICE

Trans.

Inf&Syst.,

vol.E88-D,

no.8,

pp.1815-1822(2005.8).

図 11 筆順情報及びタイムスタンプ情報
Fig 11 Pen strokes order and timestamp

4.

まとめ

本稿では，ペーパー試験にペン＆ペーパーデバイスを
用いて解答し，それを電子的に取り込むことで答案の再
構成，及び，解答過程の分析を可能にし，採点者にとっ
て便利な環境を提供するシステムの設計を示した．
今後，
システムを試作し，システムを使った場合の採点作業の
効率性と，解答過程分析の有用性について調査すること
を目的として，評価実験を行う．採点用の答案データ収
集，及び，答案の採点はサレジオ工業高等専門学校の生
徒，及び，講師にお願いする予定である．
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