
ひょうご教育アンケートシステム

説明書 
■ はじめに 
ひょうご教育アンケートシステムの概要、
ダウンロードの場所、使用上の注意など
について記載しています。 

■ 使用方法 
システムを構成する２つのツール
「HiYoko」と「TamaGo」それぞれの使
用方法を記載しています。 

■ よくある質問 
ツールを利用する上でよくある質問につ
いて記載しています。 
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1 はじめに 
１－１ システムの概要 

１－２ ダウンロードの場所 

１－３ 使用上の注意 
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1-1 システムの概要 
ひょうご教育アンケートシステムとは＿＿＿＿ 

• 調査様式作成ツール（HiYoko）と自動集計ツール
（TamaGo）からなり、小規模なものから大規模
なアンケート調査までを簡便に行えるよう、
Microsoft Excelのマクロ機能（VBA）を用いて開
発されました。 

HiYokoについて＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
• Excelのワークシート上に、自由に様式を作成し、
回答欄に色をつけて、ボタンを押すだけで、集計
しやすいよう回答が横一行に並ぶ集計シートを自
動で作成します。 

• 表形式の回答欄でも、表オプションを選択するこ
とで、表のままの集計シートを作成します。 

• 回答欄は５種類に色分け可能で、それぞれ別の集
計シートに分類されます。 

TamaGoについて＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
• 横一行のデータを始め、同じ大きさの矩形領域の
データを、開始位置（左上端）の指定だけで、
フォルダ内すべての回答ファイルのデータ部分を
転記し、積み上げた集計ファイルを作成します。 

• 自動集計するためには、回答ファイルの構成が、
同じシート名で同じ位置・大きさの矩形領域であ
る必要があります。 
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1-2 ダウンロードの場所 
兵庫県立教育研修所Webページ＿＿＿＿＿ 

• Topページ ＞ 右側の「お知らせ」欄 
  ＞ ひょうご教育アンケートシステムダウンロード 
 をクリック 

URL:http://www.hyogo-c.ed.jp/kenshusho/hyo5siki.html 
• ページ内の解説セクションからは、解説動画にアクセスでき
ます。 

• ダウンロードセクションからツールのダウンロードが可能で
す。ただし、県庁WANにつながったパソコンではマクロが
無効になってしまいます。 
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1-3 使用上の注意 
不具合があった場合＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

• Webページの最新版を確認してダウンロードし
てください。 
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2 使用方法 
２－１ 調査様式作成ツール（HiYoko） 

２－２ 自動集計ツール（TamaGo） 
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2-1 調査様式作成ツール
（HiYoko） 

2017/7/28 7 



2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

使用開始準備（1／２）＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順でツールを使用開始してください。 
1. ツールを開く 

ダブルクリックして、Excelファイルを開きます。 

2. コンテンツを有効化 
①クリックして、マクロを有効にします。 

3. メッセージとメニューウィンドウ 
メッセージが表示されるので、②OKをクリックすると、
画面右下に③メニューウィンドウが表示されます。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

使用開始準備（２／２）＿＿＿＿＿＿＿ 
4. 本ツールの説明を読む 

メニューの①はじめに をクリックすると、本ツールの
説明書が表示されます。 

5. 元の画面に戻る 
②ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

初期設定１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順で初期設定をしてください。 
1. 組織ごとの並べ替えが必要な場合 

①学校一覧シートを開きます。 

2. 整理番号・整列番号の入力 
②この欄を利用して適宜番号を入力します。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

初期設定２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順で初期設定をしてください。 
1. タイトルを設定 

①調査票入力シートを開きます。 

2. N10セルに入力 
②ここにタイトルを入力します。 
設定したタイトルは、回答用として出力されるファイ
ル名にも使われます。 

3. 提出先を設定 
③D9セルに調査の提出先を入力します。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

調査様式作成＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順で調査様式を作成してください。 
1. 16行目より下に作成 

調査票入力シートの16行目より下(①)に調査票の項目
を作成してください。 

2. 様式作成のコツ 
★列幅の変更ができないため、列幅調整はセルを結合
して行います。 

★別のExcelブック(行列幅を様式に合わせたもの)にて
下書きしておいた調査票をコピーして貼り付けても便
利です。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

数式・書式設定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順で適切な設定を行ってください。 
1. 必要であればセルに計算式を設定 

●想定している結果が正しいか、式の検証も行ってお
いてください。 
※出力される調査票ファイルでは、数式が入ったセル
は保護され、入力が制限されます（グレーの背景色）。 

2. 各セルに適切な書式を設定 
●セル内での改行は、「Alt + Enter」で実行できます。 
●文章をセルに入力する際は、十分な大きさでセルを
結合し、「折り返して全体を表示する」や「縮小して
全体を表示する」などの書式を設定しましょう。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

色の指定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順で集計したいセルに色指定してくだ
さい。 
1. 集計したいセルに色を指定 

色１から順に、必要に応じて色５まで５種類に分けて
集計することができます。 
色指定したセルの値は、それぞれ集計シート１～５に
反映されます。（詳細は次のページを参照のこと） 

2. 色指定の方法 
1. 指定するセル範囲を選択する（複数可） 
2. 右クリック 
3. 「色指定１～５」をクリック 
4. 「色１指定（赤）」などをクリック 

セルの右クリックメニューの一番上に表示されます。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 
一般集計と表集計＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
色指定するとどうなるかを説明します。 
1. 一般集計の場合 

一般集計では、 色つきの各セルを入力範囲(※)の左上
から右下へZ字状の順番で 各色ごとに【集計表１～
５】シートに横一列にコピーします。 
※注意：色つきセルは、印刷範囲内から検索します。 

2. 表集計の場合 
表形式を選択した色については 集計表で横一列ではな
く 表の形のままコピーされます。 

プログラム実行（1／３）＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順でHiYokoプログラムを実行してくだ
さい。 
1. 調査ファイル出力ボタンをクリック 

メニューウィンドウの①調査ファイル出力ボタンをク
リックします。 

2. 印刷範囲の確認 
改ページプレビュー画面になるので、印刷範囲に収
まっているか確認してください。適宜、青の枠線をド
ラッグして印刷範囲を調整してください。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

プログラム実行（２／３）＿＿＿＿＿＿ 
3. 続行ボタンをクリック 

印刷範囲の設定が終わったら、①続行ボタンをクリッ
クしてください。 

4. メッセージ 
メッセージを確認してOKをクリックしてください。 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

プログラム実行（３／３）＿＿＿＿＿＿ 
5. 表オプションを設定 

表オプション設定ウィンドウが表示されるので、①表
形式を選択する色指定にチェックを入れ（複数選択
可）、②OKボタンをクリックしてください。 

6. プログラム実行 
プログラムが実行され、調査ファイルが出力されます。
表示されるメッセージ： 
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2-1 調査様式作成ツール(HiYoko) 

出力ファイルについて＿＿＿＿＿＿＿＿ 
出力される調査ファイルの詳細について説明し
ます。 
1. 出力ファイルは、実行元HiYokoファイルと

同じ位置（ディレクトリ）にマクロ無しの
Excelブックとして自動保存されます。 

2. ブック及び各シートには保護がかけられて
います。（初期状態では、パスワード空白。
必要に応じてパスワード設定をしてくださ
い） 

3. 薄黄色のセルのみ保護解除されて入力 
可能な状態です。 

4. 集計表シートの構成について 

①A～Q列：基礎データなどの情報 
②R列から右：色指定したセルの情報 

• １行目：セルのアドレス 
• ２行目：項目名（薄黄色セル：調査実施者が入力のこと） 
• ３行目：セルのリンクコピー 
（絶対参照しているので、元の値が変われば自動
で変わり、セルのコピー＆ペーストしても、元の
セル情報を参照する） 
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2-2 自動集計ツール
（TamaGo） 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 

使用開始準備（1／２）＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順でツールを使用開始する準備をして
ください。 
1. 処理対象ファイルを１つのフォルダに保管 

• 同一ファイル名は上書きされます。 
• 様式のファイル名とは異なる名前で保管してくださ
い。 

• ファイルの保管場所に指定はありません。任意の場
所に保存しておいてください。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 

使用開始準備（2／２）＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順でツールを使用開始してください。 
1. ツールを開く 

ダブルクリックして、Excelファイルを開きます。 

2. コンテンツを有効化 
①クリックして、マクロを有効にします。 

3. メニューウィンドウが表示 
処理開始するためのコマンドボタンが配置されたメ
ニューウィンドウが表示されます。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
処理開始＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順でデータ集計の処理を開始します。 
1. メニューの転記処理開始ボタンをクリック 

フォルダの指定（1／2）＿＿＿＿＿＿＿ 
以下の手順で処理対象ファイルの場所を指定し
てください。 
1. 確認メッセージが表示 

OKをクリックします。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
フォルダの指定（2／2）＿＿＿＿＿＿＿ 

2. フォルダの選択 
処理対象ファイルの入っている①フォルダを選択し、
②OKをクリックします。 

3. 確認メッセージが表示 
OKをクリックします。 

• 処理対象ファイルは元のまま残ります。 
• 実行元TamaGoファイルが保存されている場所に
「処理用＋日付時間＋（処理対象ファイルのあった
フォルダ名）」という名前のフォルダが作成され、
そこに処理対象ファイルがコピーされます。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
パスワードの確認（ブック）＿＿＿＿＿ 

1. ブック保護の有無 
ブック保護の有無について尋ねられます。処理対象の
Excelファイルに開封用パスワードを設定している時は
「はい」を、設定していない場合は「いいえ」をク
リックします。 

2. パスワードの入力 
パスワードを入力し、 OKをクリックします。 

パスワードを設定していない場合は、何も入力せずに
OKをクリックします。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
データの集計開始位置＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1. 集計開始位置の指定 
• 回答ファイルの１つが自動で開き、データの集計開始
位置を尋ねてきます。 

• データが横一列に整理されている①集計用のシートを
選択し、②データ集計の開始位置（データ部分の最も
左上端のセル）を選び、③OKをクリックします。 
※ 集計範囲の右下部分は自動的に選ばれる。 
※ 項目名（ラベル行）を選ばないように注意！ 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
パスワードの確認（シート）＿＿＿＿＿ 

1. シート保護の解除 
シート保護を設定している場合、このウィンドウが表
示されます。 

• シート保護パスワードがある場合は、パスワードを
入力し、OKをクリックします。 

• パスワードなしで保護をかけている場合は、何も入
力せずに、OKをクリックします。 

転記完了＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
1. 確認メッセ―ジの表示 

集計対象ファイルからの転記が終了すると、このメッ
セージが表示されるので、OKをクリックします。 

2. 集計済みファイルの表示 
転記データが集約された集計済みExcelファイルが表示
されます。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
集計済みファイルに付属する機能①(1/2) 

1. 不要行削除機能 
①不要行削除ボタンをクリックすると、②条件指定ダ
イアログが表示されます。 

2. 削除したい条件を指定 
削除したい行の条件をドロップダウンリストから選択
して指定します。 
この例では、K列「卒業計」が「０」の行を削除するよ
う条件指定しています。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
集計済みファイルに付属する機能①(2/2) 

3. 実行 
①実行をクリックします。 

4. 行の削除 
選択した条件に基づいて行が削除され、次のメッセージ
が表示されます。 

5. 繰り返し処理 
続けて削除したい行がある場合は「はい」を、終了した
い場合は、「いいえ」をクリックします。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
集計済みファイルに付属する機能②＿＿ 

1. 簡易並べ替え機能 
①簡易並べ替えボタンをクリックすると、②次のダイ
アログが表示されます。 

2. セル選択 
並べ替えの基準となるセルを選択し、OKをクリックし
ます。 

3. 昇順で並べ替え 
選択したセルをキーとして昇順で並べ替えが実行され
ます。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
集計済みファイルに付属する機能③(1/2) 

1. 個票印刷機能 
①個票印刷ボタンをクリックすると、次のダイアログ
が表示されるので、②印刷ボタンをクリックします。 

2. 印刷シートの選択 
シート選択のダイアログが表示されます。 

3. コンボボックスからシート名を選択 
選択したシートが背景に表示されます。 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
集計済みファイルに付属する機能③(2/2) 

4. 印刷開始・中断 
①OKをクリックすると、対象ファイルそれぞれの該当
シートが順次印刷されます。②中断ボタンをクリック
すると、印刷を中断できます。 

5. 印刷完了 
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2-2 自動集計ツール(TamaGo) 
ファイルの保存場所＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1. ファイル・フォルダの構成 
①実行元TamaGoファイルです。処理を開始すると、
②処理用フォルダが作成され、集計対象ファイルがこ
こにコピーされます。 

2. 処理用フォルダの中身 
②のフォルダの中身は、処理が終了した後、次のよう
な構成となります。集計結果は、③のファイルに保存
されています。 

3. 処理後の対象ファイルの格納先（④） 
01処理済み：正常に転記処理できたファイルを格納 
02怪しいファイル：様式改変の疑いがあるファイル 
03開けなかったファイル：エラーなどで開けなかった
ファイル ※02,03のフォルダに入ったファイルは未集
計のため、別途手作業で集計してください。 

2017/7/28 
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3 よくある質問 
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トラブル対応 
ツールが使えない＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Q県庁WANのパソコンでツールをダウンロードし
ましたが、使えません。どうしたらよいです
か？ 
A 兵庫県立教育研修所情報教育研修課までお問
い合わせください。 
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