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初めて REAS をご利用になる方へ●

001　REAS とは
　リアルタイム評価支援システム REAS(Realtime Evaluation Assistance System；リアス ) は，パソコン（PC）

や携帯電話で利用することを目的にした，調査・集計システムです。教育用・研究用として，調査票を作成

して多数の人を対象に，アンケート調査や，簡単なテストなどを行うことができます。また，ストリーミン

グコンテンツとアンケートとを連携させた調査も行えます。

センターのサーバー

回答者　　　　　　  回答者　　　　　　    回答者　　　　　                  回答者
調査者

調査票の回答

(集計結果の確認 )

調査票の管理

調査票の作成

集計結果の確認

調査票の回答

(集計結果の確認 )

調査票の回答

(集計結果の確認 )・・・

回答の
集計・蓄積

調査票の回答

(集計結果の確認 )

●いろいろなの設問形式を作ることができます。

　ラジオボタン，メニュー，リスト，チェックボックスだけでなく，順位選択，段階評定，SD 法，自由記入など，

いろいろな設問回答形式を作ることができます。

●集計結果の設問単位での公開ができます。

　センターのサーバーに，集計データが保存・蓄積されます。

　集計データは，設問単位で回答者に公開することができます。

●リアルタイム集計ができます。

回答者は，回答と同時に集計結果を確認することができます（集計結果が公開されている場合）。

回答者からのフィードバックを取り入れることによって，教室内の講義や遠隔教育に利用できます。

●静止画像，動画，PDF，Web ページなどを表示できます。

　調査票に，静止画像や動画，PDF，Web ページなどをリンクさせて表示させることができます。

●テンプレートで簡単に調査票を作成できます。

　必須項目や汎用性の高い設問をテンプレート化して公開することができます。公開されたテンプレートを

利用して，調査票を簡単に作成することができます。 

●専門知識は不要です。

　調査・集計で，作成者や回答者は他のソフトのダウンロードやプラグインを必要としません。また，Java

や CGI などについての専門的知識も必要ありません。Web ブラウザ上ですべてを実行できます。 

　集計データは，設問単位で回答者に公開することができます。

●回答者はシステムを意識しません。

　指定された URL により調査票や集計結果を公開することができます。

●携帯電話用の調査票を作成できます。

　PC 用だけでなく，携帯電話用の調査票を作成することができます。携帯電話用の調査票では，ラジオボ

タン，メニュー，チェックボックス，順位選択，自由記入の 5 種類の設問回答形式で作ることができます。
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002　REAS の主要メニュー
　REAS で調査票を作成するとき，主に使用する 2 つのメニューについて紹介します。これらのメニューと，

あとで説明する 5 つの画面から，REAS の機能の概要を知ることができます。

初めて REAS をご利用になる方へ●

「調査票メニュー」の機能
調査票作成

[ 調査票一覧 ]　既存の調査票を編集するときに選択。( 上の画面 )

[ 新規調査票 ]　新規に調査票を作るときに選択。( → 102 参照 )

[ 調査票テンプレート ]　調査票テンプレートを利用して調査票を作るときに選択。( → 301 参照 )

[ ユーザー情報変更 ]　登録したユーザー情報を変更するときに選択。( → 007 参照 )

設問テンプレート管理

[ テンプレート一覧 ]　設問テンプレートを利用して設問を作るときに選択。( → 402 参照 )

[ 新規テンプレート ]　設問テンプレートを新規に作るときに選択。( → 404 参照 )

メール配信

[ 配信先一覧 ]　回答者の配信先を登録するときや編集するときに選択。( → 601 参照 )

[ 配信先一括登録 ]　CSV 形式のファイルをアップロードして，一括登録するときに選択。( → 602 参照 )

[ メール送信 ]　回答者にメールを送信するときに選択。( → 603 参照 )
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設問メニューの機能
[ 調査票一覧表へ ]　「調査票一覧」ページに戻ります。( → 4 ページの画面参照 )

設問作成

[ 設問一覧 ]　調査票の設問を編集するときに選択。( → 201 参照 )

[ 新規設問 ]　調査票の各設問を作成するときに選択。( → 202 ～ 219 参照 )

[ 設問テンプレート ]　テンプレートを利用して設問を作成するときに選択。( → 404 参照 )

[ 調査票プレビュー ]　調査票のプレビューを表示。調査票全体のイメージが表示されます。( → 103 参照 )

調査票管理

[ 調査票コピー ]　調査票をコピーするときに選択。( → 104 参照 )

[ 調査票削除 ]　調査票を削除するときに選択。( → 105 参照 )

レイアウト設定　

[ 調査票レイアウト設定 ]　調査票の形式を設定するときに選択。( → 106 参照 )

[ 設問レイアウト設定 ]　調査票の各設問の形式を設定するときに選択。( → 107 参照 )

調査票情報設定

[ 基本情報設定 ]　調査票のタイトルやパスワードなど，基本情報を設定するときに選択。( → 108 参照 )

[ 公開情報設定 ]　調査票の公開 / 非公開などを設定するときに選択。( → 109 参照 )

集計設定

[ 集計表示設定 ]　集計結果の公開 / 非公開などを設定するときに選択。( → 501 参照 )

[ 集計閲覧 ]　調査票の回答の集計結果を閲覧するときに選択。( → 502 参照 )　

[ ダウンロード ]　調査票の回答の集計結果をダウンロードするときに選択 ｡( → 503 参照 )

[ データ削除 ]　サーバー上にある集計結果のデータを削除するときに選択 ｡( → 504 参照 )

オプション

[ 分岐設定 ]　設問の分岐を設定するときに選択。( → 219 参照 )

[ テスト設定 ]　作成した設問に正回答を設け，テスト形式にするときに選択。( → 220 参照 )

[ ストリーミング設定 ]　ストリーミングを設定するときに選択。( → 221 参照 )
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00�　REAS の主要画面
　REAS で調査票を作成するとき，主に使用する 5 つの画面について紹介します。これらの画面から，

REAS の機能の概要を知ることができます。

「調査票一覧」ページ
　作成した調査票の一覧が表示されます。

　調査票タイトルをクリックすると，「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページが表示されます。

初めて REAS をご利用になる方へ●

PC 用か携帯電話用か

を示します。

調査票の一覧を，「調査票 ID」，「調査

票タイトル」，「種類」でソートできます。

それぞれの文字をクリックします。

作成した調査票の一覧がメニューとし

てとして表示されます。クリックする

と，次ページに示すような，調査票の「設

問一覧」ページが表示されます。
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「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページ
　このページを親とし，次ページに示す「設問編集」ページを使って調査票を作成します。「新規設問」を

選んで設問を作成すると，この設問一覧に，作成した設問が追加されます。

各設問を作るときにクリックします。

作成した設問がメニューリストとして

表示されます。クリックすると，その

設問が表示されます。
設問の並べ替

えができます。

各設問の削除

ができます。

各設問のコピー

ができます。



�

「設問編集」ページ
　個々の設問の形式を決め，その内容を入力する画面です。設問形式や内容は，簡単に変更することができ

ます。ここで作成した設問は，前ページに示した「調査票編集」ページに設問メニューリストとして表示さ

れます。

設問形式を選択できます。

設問設定後，変更も簡単。

この欄に設問を入力します。

この欄に回答の選択肢を入力します。

回答を詳細に

設定できます。

回答表示のレイアウ

トを変更できます。

参照する図版，写真，動画，PDF ファイルの

リンクを設定します。

Web ページを表示文字列にリ

ンクさせることができます。

この設問のプレビューができます。

この設問をテンプ

レートに追加する

ときに記入します。

この設問を作成中の

調査票に登録します。

注　上の画面は PC 用の調査票を作るときの「設問編集」ページです。携帯電話用の「設問編集」ページでは，「リスト」「段階評定」

「SD 法」の設問タブはありません。また，図版，写真，動画，PDF ファイルの参照や Web ページのリンクもありません。
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「基本情報設定」ページ
　作成する調査票のタイトル，パスワードなどの基本情報を入力する画面です。

①自動的に付けられます。

②集計結果を閲覧する際に要求するパス

ワード。省略可。

③調査票のタイトル

④注意事項，サブタイトルの表示などに

利用できます。

⑤調査票を公開にするか非公開にするか

設定します。

⑥回答と集計結果に直接アクセスする場

合のURL です。自動的に付けられます。

⑦回答画面と集計結果画面のURL を入力

したメールアドレス宛に送信する機能

です。

⑧自動的に付けられます。

「公開情報設定」ページ
　作成する調査票を公開するときの情報を入力する画面です。

①回答期間を設定します。

②準備中に，メッセージを表示させるこ

とができます。

③回答期間が終了したことを知らせる

メッセージです。

④集計結果を公開にするか非公開にする

かを設定します。

⑤回答直後に集計結果を閲覧できるよう

に設定することができます。

⑥集計結果を公開にした場合の，パスワー

ドを設定します。

⑦新たに回答があった場合に，そのこと

を入力したメールアドレス宛に通知す

る設定です。

⑧回答後に，メッセージとそのタイトル

を表示させることができます。

⑨回答後メッセージコメント中に，リン

ク先URL を表示させることができます。

⑩回答後メッセージタイトルとコメント

の表示，リンク先URL の表示を有効に

する場合にチェックします。

⑪自動的に付けられます。

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

①
②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
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利用の手引き
　本マニュアルの PDF ファイルが表示されます。印刷して利用することができます。

利用規約
　REAS をご利用になる方（調査票作成者，管理者）は，はじめに「利用規約」をお読みください。

開発チーム
　本プロジェクトの開発者，およびシステムデザインの開発者の紹介。

お問い合わせ
　不明な点につきましては，メールにてお問い合わせください。

クリックすると，該当する内容が表示されます。

初めて REAS をご利用になる方へ●トップページ

00�　REAS の Web サイトを開く
　インターネットエクスプローラなどの Web ブラウザで，次の REAS の Web サイトにアクセスします。

http://reas.nime.ac.jp/



11

00�　アカウント登録
　利用規約に同意のうえ，アカウント登録を行ってください。

注　回答者はユーザー登録の必要はありません。

操　作

１．  トップページで，[ 新規アカウン

ト登録 ] をクリックします。

●「アカウント登録」ページが表

示されます。

２．必要事項を入力します。

３． をクリックします。

●上のトップページに戻り，登録

が完了します。

初めて REAS をご利用になる方へ●トップページ→アカウント登録
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00�　ログイン
　調査票の作成や修正を行うためにログインする場合は，下記のようにユーザー ID とパスワードを入力し

ます。ユーザー ID とパスワードは，はじめに「アカウント登録」(005) で登録しておきます。

操　作

１．[ ログイン ] をクリックします。

●「ログイン」ページが表示され

ます。

２．「ユーザー ID」を入力します。

３．「パスワード」を入力します。

●入力したパスワードは，

　　●●●●●●●●

のように表示されます。

４． をクリックします。

●作成者自身が作成した「調査票

一覧」ページが表示されます

    ( ただし，初めて作成した場合 ,

一覧には何も表示されません）。

初めて REAS をご利用になる方へ●トップページ→ログイン
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00�　ユーザー情報の変更
　アカウント登録により登録した情報は，あとから変更することもできます。

操　作

１．[ ユーザー情報変更 ] をクリック

します。

●「ユーザー情報変更」ページが

表示されます。

２．変更箇所を再入力します。

３． をクリックします。

●変更後の情報が登録され，上の

「調査票一覧」ページに戻りま

す。

初めて REAS をご利用になる方へ●ログイン→調査票一覧→ユーザー情報変更
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初めて REAS をご利用になる方へ●まず，簡単な調査票を作って手順をおぼえましょう

00�　初めての調査票
　まず，次のような簡単な調査票の作成を通して，REAS による調査票の作成の手順をおぼえましょう。

　REAS サイトを開きます

　ログインします

操　作

１．Web ブラウザ (InternetExplorer 等）で

REAS のサイト

　http://reas.nime.ac.jp/

にアクセスします。

●左図のような，REAS のトップページ

が表示されます。

２．[ ログイン ] をクリックします。

●「ログイン」ページが表示されます。

３．アカウント登録で登録したユーザー名と

パスワードを入力します。

４． をクリックします。

完成した調査票

●ラジオボタン

●メニュー

Flash

　では，この調査票を作成してみましょう。



1�

●「調査票一覧」ページが表示されます。

注　調査票に何も登録されていないとき，リス

トは表示されません。

５．「新規調査票」をクリックします。

６．パスワードは省略し，調査票タイトルを

入力します。

( 例 )　初めての調査票

７．必要があれば，コメントを入力します。

８． をクリックします。

●「調査票編集」ページが表示されます。

９．「新規設問」をクリックします。

　「調査票一覧」ページで [ 新規調査票 ] を選択

　調査票タイトルを入力します

　設問 1 を作ります
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●「設問編集」ページが表示されます。

11．上のタブ（「設問形式」選択タブ）が [ ラ

ジオボタン ] になっていることを確かめ

た後，設問と回答を左図のように入力

します。

Quest( 設問 )   ：性別

Answer( 回答 )：男

　　　　　　　 女

12. このページの下部にあるで 
をクリックします。

●「プレビュー」画面が表示され , 完成

したときのイメージを確認できます。

1�．確認したら， をクリッ

クして，「設問編集」ページに戻り，

をクリックします。

●「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページに

戻り，作成した設問文が一覧に表示さ

れます。

1�. 設問 2 を作ります。

メニューの「新規設問」をクリックしま

す。

　プレビューする

　設問 1 の設問と回答を入力します

　設問 2 を作ります
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●「設問編集」ページが表示されます。

1�．上のタブ（「設問形式」選択タブ）の [ メ

ニュー ] をクリックした後，設問と回答

を左図のように入力します。

Quest( 設問 )    ：年齢

Answer( 回答 )：～ 20

　　　　　　　  21 ～ 40

　　　　　　　  41 ～

1�.  「設問編集」ページで を

クリックします。

●「プレビュー」画面が表示されます。

1�．確認したら， をクリッ

クして，上の「設問編集」ページに戻り，

をクリックします。

　設問と回答を入力します

　プレビューする
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　調査票全体をプレビューする

●調査票に設問 2 が登録され，「調査票

編集」ページに戻ります。

完成した「初めての調査票」が REAS
のサーバーに登録されました。

1�. 設問の一覧に，2 番目の設問が追加され

ていることを確かめてください。

1�.  調査票全体をプレビューしてみましょ

う。

メニューの [ 調査票プレビュー ] をクリッ

クします。

●正しく作られていることを確認しま

す。

20.  をクリックして，「設

問一覧 ( 調査票編集 )」ページに戻ります。

●これで，「初めての調査票」の作成は

終了です。
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　調査票 ID，パスワードを入力します

初めて REAS をご利用になる方へ●作成した調査票への回答のしかたと集計結果の確認

　REAS サイトを開きます

00�　回答と集計結果の確認
　REAS で作られた調査票に回答する手順と，公開されている集計結果を回答者が確認する方法について説

明します。ここでは，前の項で作成した調査票に回答します。

操　作

１．Web ブラウザ (InternetExplorer 等）で

REAS のサイト

　http://reas.nime.ac.jp/

にアクセスします。

● REAS のトップページが表示されます。

２．[ 回答ページへ ] をクリックします。

注　調査票の作成者から回答用の URL の通知があっ

たときは , 直接その URL を入力して，下記の回

答者用ログインページにアクセスすることがで

きます。

●「ログイン」ページが表示されます。

３．調査票の作成者から与えられた調査票 

ID とパスワードを入力します。

この例では，パスワードは設定されてい

ないので，調査票 ID だけを入力します。

( 例 )　00258

４． をクリックします。

●調査票の設問画面が表示されます。

５．回答の入力が終わったら， をク

リックします。

●確認のダイアログボックスが表示さ

れます。

　設問に回答します
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�．データを送信してよければ，

をクリックします。

●左図のような画面が表示されます。

調査票作成者が「集計結果を公開」

に設定し，「回答後に集計結果閲覧を

行う（公開の場合のみ有効）」をチェッ

クしているときには，

のボタンが表示されます。

�． をクリックします。

●集計結果が数値と棒グラフで表示され

ます。

　設問に回答し，送信します

　集計結果を確認します

このように，REAS では回答と同時に集
計結果を確認することができます。学生
からのフィードバック等を取り入れ，教
室内の講義や遠隔教育等に応用すること
ができます。
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101　既存調査票の選択 ( 調査票の一覧表示 )

　既存の調査票を選択して修正するときは，「調査票一覧」ページから選択します。

　既存の調査票をもとに，それを修正して新しい調査票を作るときは，調査票一覧でもとにする調査票を選

択し，「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページ (104) でコピーしてから利用するとよいでしょう。

調査票の作成●トップページ→ログイン→調査票一覧

操　作

１．Web ブラウザ (InternetExplorer

等）で REAS のサイト

　http://reas.nime.ac.jp/

にアクセスします。

● REAS のトップページが表示さ

れます。

２．調査票メニューの [ ログイン ] を

選択します。

●「ログイン」ページが表示さ

れます。

３．ユーザー登録で登録したユーザー

名とパスワードを入力します。

４． をクリックします。

●「調査票一覧」ページが表示

されます。

５．調査票一覧から，修正する調査票

を選択します。

●「設問一覧」ページが表示さ

れます。( → 201)

● PC 用の調査票

●携帯電話用の調査票
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102　新規調査票の作成
　新規に調査票を作成する場合，まず，その調査票の基本情報 ( タイトル，パスワード）を入力します。

操　作

１．調査票一覧ページの調査票メニュ

ーで，[ 新規調査票 ] をクリック

します。

●左図のような「調査票タイトル

作成」ページが表示されます。

２．Password を入力します。

注　ここで入力する Password は，これ

から作る調査票のパスワードです。

回答者には，調査票 ID とともにこ

の Password の入力が要求されます。

調査票 ID は，調査票に自動的に付

けられます。パスワードは省略する

こともできます。

３．調査票の種類 (PC 用 / 携帯用 ) を

選択します。

４．「調査票タイトル」を入力します。

５．必要があれば「コメント」を入力

します。

注「調査票のタイトルの下に表示され

るので，注意事項などのほか，サブ

タイトルを表示するときにも使えま

す。

６． をクリックしま

す。

●左の「調査票編集 ( 設問一覧 )」

ページが表示されます。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→新規調査票→調査票タイトル作成
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→調査票プレビュー

10�　調査票のプレビュー
　作成中の調査票や設問がどのように見えるか，プレビューを表示してつねに確認しながら作業を進める

ことができます。次の 2 通りのプレビューを表示できます。

調査票全体を確認する：「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページの設問メニューで「調査票プレビュー」を

選択する。

設問を確認する：「設問編集」ページで をクリックする。

調査票のプレビュー
「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページ

調査票のプレビュー
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設問のプレビュー
「設問編集」ページ

設問のプレビュー
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧

10�　調査票のコピー
　効率的な調査票の作成やバックアップのために，調査票をコピーすることができます。

　注　すでに集計が行われている調査票をコピーした場合，集計データはコピーされません。

操　作

１．調査票一覧ページで，コピーする

調査票を選択します。

●選択した調査票が表示されます。

２．設問メニューの [ 調査票コピー ]

をクリックします。

●確認のダイアログボックスが表示

されます。

３． をクリックします。

●複製された調査票が表示されま

す。

　この例では，複製された調査票の

タイトルは「携帯電話利用に関す

る調査のコピー」となります。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧

10�　調査票の削除
　作成した調査票を削除するときは，削除する調査票の「設問一覧 ( 調査票編集 )」ページを開いて削除し

ます。

操　作

１．調査票一覧ページで，削除する調

査票を選択します。

●選択した調査票が表示されます。

２．設問メニューの　[ 調査票削除 ]

をクリックします。

●確認のダイアログボックスが表示

されます。

３． ボタンをクリックし

ます。

●表示されていた調査票が削除さ

れ，調査票一覧ページにもどりま

す。
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操　作 １．「設問メニュー」で [ 調査票レイアウト設定 ] を選択します。

●上図のような「調査票レイアウト」ページが表示されます。

２．上の各項目を設定します。

３． をクリックします。

10�　調査票レイアウトの設定
　設問の番号，背景色などの調査票の形式を設定します。設問・回答を作成した後で変更することもできます。

●何問目から何問目まで問題に，「Q」「問」

「問題」「課題」，「Task」「質問」「設問」

などの文字や番号を入れるかどうかを設

定します。

●何問目から何問目までの回答に，「A」

「答」「答え」「回答」「選択」「記入」な

どの文字を入れるかどうかを設定しま

す。

●「必須回答であることを明記する」を

チェックすると，設問文の後ろに「必須」

と表示されます。

●設問形式が「リスト」「チェックボッ

クス」の場合で，回答数を限定すると，

設問の末尾に注釈が付きます。

●設問文の文字の大きさを，1( 小 ) ～

5( 大 ) の 5 段階で設定できます。

●設問の注釈，ダイアログボックスによ

るアラートなどの表記 ( 日本語 / 英語）

を指定します。。

●設問ページの背景色を設定します。

注　「リストの 6 色から選択できます。

ほかに，RGB( 赤，緑，青 ) の 16 進

数表示で自由に色を指定することも

できます。

例　淡い黄色　　FFFFCC　　

　　淡いピンク　FFCCCC　　

　　淡いブルー　CCCCFF

調査票の作成●ログイン→ ( 調査票タイトル作成，調査票一覧 ) →設問一覧→調査票レイアウト設定
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10�　設問レイアウトの設定
　調査票の各設問について，必須回答項目かどうか，設問の後ろで改頁するかどうか，水平線を入れるかど

うかを設定することができます。また，設問やコメントを階層表示することができます。

調査票の作成●ログイン→ ( 調査票タイトル作成，調査票一覧 ) →設問一覧→設問レイアウト設定

●必須回答項目であることを示す。

●設問に階層を付ける。

●水平線を入れる。

設問レイアウトを設定したときのプレビュー

操　作
１．「設問メニュー」で [ 設問レイア

ウト設定 ] を選択します。

２．設問ごとに設定をします。

●上のプレビューのようになりま

す。

注　携帯電話用の調査票では，「必須」「改頁」

「水平線」の設定ができますが，「設問階層」

「コメント階層」などのインデントの設定

はできません。
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108　調査票の基本情報の設定
　調査票のタイトル作成ページで入力した基本情報の変更ができます。

　また，作成した調査票を公開するか，非公開にしておくかを設定できます。

　「非公開」に設定しておくと，調査票作成者以外，調査票を見ることはできません。

　「公開」に設定した場合，回答者は指定された URL にアクセスして回答することができます。ただし，回

答する場合は，調査票 ID とパスワードが必要です。

　パスワードは，不特定多数の人に公開する場合にはなくてもかまいませんが，回答者を限定する場合には，

この「基本情報設定」ページで設定したパスワードをあらかじめ回答者に知らせておきます。

調査票の作成●ログイン→ ( 調査票タイトル作成，調査票一覧 ) →基本情報設定

①自動的に付けられます。

②集計結果を閲覧する際に要求するパス

ワード。省略可。

③調査票のタイトル

④注意事項，サブタイトルの表示などに利

用できます。

⑤調査票を公開にするか非公開にするか設

定します。

⑥回答と集計結果に直接アクセスする場合

のURL です。自動的に付けられます。

⑦回答画面と集計結果画面のURL を入力し

たメールアドレス宛に送信する機能です。

⑧自動的に付けられます。

①
②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
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調査票の作成●ログイン→ ( 調査票タイトル作成，調査票一覧 ) →公開情報設定

109　調査票の公開 / 非公開の設定
　回答を受け付ける期間や，準備中のメッセージ，回答後のメッセージ，集計結果の公開 / 非公開など，調

査票の公開に関する情報を設定します。

①回答期間を設定します。

②準備中に，メッセージを表示させること

ができます。

③回答期間が終了したことを知らせるメッ

セージです。

④集計結果を公開にするか非公開にするか

を設定します。

⑤回答直後に集計結果を閲覧できるように

設定することができます。

⑥集計結果を公開にした場合の，パスワー

ドを設定します。

⑦新たに回答があった場合に，そのことを

入力したメールアドレス宛に通知する設

定です。

⑧回答後に，メッセージとそのタイトルを

表示させることができます。

⑨回答後メッセージコメント中に，リンク

先URL を表示させることができます。

⑩回答後メッセージタイトルとコメントの

表示，リンク先URL の表示を有効にする

場合にチェックします。

⑪自動的に付けられます。

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪
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201　設問一覧の表示
　調査票一覧ページから調査票を選択すると，その調査票の設問一覧ページが表示されます。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧

操　作

１．調査票一覧ページの調査票タイト

ルのリストから，調査票を選択し

ます。

●「設問一覧 ( 調査票編集 )」ペ

ージが表示されます。

２．設問文をクリックします。

●該当する「設問編集」ページが

表示されます。( → 202~211)
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操　作 １．タブから，設問形式 [ ラジオボタン ] を選びます。

２．"Quest" に設問を入力します。

３．"Answer" に回答の選択項目を入力します。

４．レイアウトや，必須質問項目かどうか，などを指定します。

５． をクリックして確認します。

●プレビュー ( 設問が完成したときのイメージ ) が表示されます。

６．「プレビュー」画面で， をクリックします。

●上の「設問編集」ページに戻ります。

７．プレビューで確認した設定でよければ， をクリックします。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

202　設問形式の設定 ( 共通の操作 )

　調査票のスタイルが決まったら，各設問について，設問形式，設問文，選択肢・記入枠，レイアウト，各

設問固有の属性などを設定します。

　設問を作るときの基本的な操作方法は，以下に説明してあるように共通しています。

　個々の設問形式の設定については次の項から (203 ～ 211) 説明します。

　PC 用の調査票の設問形式は，ラジオボタン，メニュー，リスト，チェックボックス，順位選択，段階評定，

SD 法，自由記入の 8 種類です。携帯電話用の調査票では，リスト，段階評定，SD 法の設問形式は設定でき

ません。

●回答表示のレイアウトを変更できます。

●すべての設問形式に共通の設定項目です。

●回答の属性を設定することができます。

●設問形式を自由に選択します。設定後に変

更することもできます。

●携帯電話用の調査票を作るとき，この設定

はありません。
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20�　ラジオボタンの設定 ( 択一形式 )

　設問形式を選択して，各設問と回答を設定します。

　ラジオボタンは，選択肢の中のどれか 1 つだけを選ぶ設問形式です。

設問形式ーラジオボタンのプレビュー

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( ラジオボタン )

●「その他」のように，選択肢の中に該当す

る項目がない場合，「その他」が具体的に何

であるか，あるいは該当する項目がないこ

との理由などを，あわせて質問することが

できます。

この例では，「その他」の後ろに記入枠を設

定してあります。

●最初に選択されている選択肢□行目」を設
定すると，設定した行が選択された状態で
表示されます。設定しないと，ラジオボタ
ンがどれも選択されていない状態で表示さ
れます ( 上例参照 )。

●この例では 5 行目 (「その他」の項 ) に記

入枠を指定しています。枠の大きさは，半

角の文字数で指定します。表示結果は上の

プレビュー画面のようになります。

●下の「設問編集」ページでは，ラジオボタ
ンがどれも選択されていない状態で表示さ
れるように設定してあります。
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20�　メニューの設定 ( 択一形式 )

　選択肢がポップアップメニューの形式で表示されます。チェックボックスと同様に，選択肢の中のどれか

1 つだけを選ぶ設問形式です。一般には選択肢の数が多い場合などに使用します。

設問形式ーメニューのプレビュー 

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( メニュー )

●「最初に選択されている選択肢を 1 行目に

設定してあります。

●「最初に選択されている選択肢□行目」を
設定すると，上のように設定した行が選択
された状態で表示されます。
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20�　リストの設定 ( 複数回答形式 )

メニュー形式と似ていますが，「リスト」では複数の回答ができます。

　回答者が選択する場合　Windows：Ctrl キーを押しながら選択項目をクリック

　　　　　　　　　　　　Macintosh：Command キー ( りんごのキー ) を押しながら選択項目をクリック

設問形式ーリストのプレビュー

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( リスト )

●回答数限定にチェックを入れて，制限数を
入力すると，設問に「○回答以内」のよう
な注釈が表示されます。

●下の「設問編集」ページで，「リスト表示行数」

を「5」に設定してあるので，2 行表示され

ます。スクロールにより他の行も表示でき

ます。

●回答方法を示すコメントなど。
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20�　チェックボックスの設定 ( 複数回答形式 )

　選択肢から複数の項目を選択できる設問形式です。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( チェックボックス )

●回答数限定にチェックを入れて，制限数を
入力すると，設問に「○回答以内」のよう
な注釈が表示されます。

●「その他」のように，選択肢の中に該当す

る項目がない場合，「その他」が具体的に何

であるか，あるいは該当する項目がないこ

との理由などを，あわせて質問することが

できます。

この例では，「その他」の後ろに記入枠を設

定してあります。

●この例では 3 行目 (「その他」の項 ) に ｢ 記

入枠を指定しています。枠の大きさは，半

角の文字数で指定します。表示結果は上の

プレビューのようになります。

設問形式ーチェックボックスのプレビュー
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20�　順位選択の設定 ( 複数回答形式 )

回答者が，選択肢を見て，順位を指定する設問形式です。

　作成者は，設定した選択肢の中から，何位まで選べるようにするか，その個数を指定しておきます。

設問形式ー順位選択のプレビュー

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( 順位選択 )

●選択肢の項目の後ろに自由記述欄を設定す

ることができます。枠の大きさは，半角の

文字数で指定します。

●選択肢の中に該当する項目がない場合，具

体的に何であるか，あるいは該当する項目

がないことの理由などを，あわせて質問す

ることができます。
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20�　段階評定の設定 ( 複数回答形式 )

　各項目について，「大好き，好き，どちらでもない，嫌い，大嫌い」など，程度を問う設問形式です。

●左の例では，設問を，

3 段階評定，

ラジオボタン形式

に設定してあります。

●評定を何段階にするか，選択肢をメニュ
ー形式，ラジオボタン形式のどちらにす
るかを設定します。

●各項目ごとに段階を設定することができ
ます。
その場合には，この欄に，段階を表現す
る文字列を入力します。文字列は半角の
カンマで区切ってください（次ページ参
照）。
この欄の入力を省略したときは，数値で
表示されます。その場合は，この例のよ
うに，数値が何を意味するか設問に記し
ておくとよいでしょう。

●回答を番号の降順または昇順に並べるこ
とができます。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( 段階評定 )

設問形式ー段階評定のプレビュー（数値で表示）
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　次のプレビュー画面のように，各項目ごとに文字を使って段階を設定する場合は以下のようにします。

●各項目ごとに段階を設定するときは，この
欄に，段階を表現する文字列を入力します。
左の例のように，文字列は半角のコンマで
区切ります。1 項目に 1 行を対応させてく
ださい。

● 3 段階，ラジオボタンの段階評定です。左
の例のように，段階を表現する文字は，項
目ごとに変えることができます。

設問形式ー段階評定のプレビュー ( 文字列で表示）
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 (SD 法 )

20�　SD 法の設定 ( 複数回答形式 )

　SD(SemanticDifferential) 法とは，イメージ測定などに広く使われている測定法です。「明るい－暗い」「高

い－低い」のような対立する形容詞などの語句を両端におき，その程度 ( 段階 ) を答えるものです。

設問形式ー SD 法のプレビュー

● 5 段階の SD 法の設定です。下の「設問編集」
ページで，「ポイント表現をしない」をチ
ェックすると，「とても」「やや」「どちら
ともいえない」などの文字が表示されなく
なります。

●段階を設定します。「ポイント表現をしな
い」をチェックすると，「とても」「やや」「ど
ちらともいえない」などの文字が表示され
なくなります。

●この 2 つのそれぞれの欄に，反対の意味の
形容詞の対などを入力します。
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シングルライン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルチライン

●記入枠の種類と字数，行数の指定です。
字数は半角の文字数を指定します。

●シングルラインの場合に，「確認のため
再入力を行う」にチェックを入れると，
確認用の入力枠が追加され，シングルラ
インの入力枠が 2 つになります。

　再入力した文字が，前に入力した文字と
同じでなかった場合，「入力した内容が
一致しません。確認して再度入力してく
ださい。」とエラーメッセージが表示さ
れます。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集 ( 自由記入 )

210　自由記入の設定
　自由記入形式の設問です。下の例のように , シングルライン (1 行の記入枠 )，またはマルチライン　( 複

数行の記入枠 ) の記入枠を設定できます。

　メールアドレスの記入を要求する場合などに，確認用のシンプルラインを追加することができます。

設問形式ー自由記入のプレビュー（シンプルラインとマルチライン )
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211　設問形式の変更
　設問形式は，設定したあとでも簡単に直すことができます。ただし，設問特有の属性の変更が必要な場合

があるので注意してください。

　すでに示したように，REAS では，次の 8 つの設問形式 (PC の場合 ) を設定できます。

ラジオボタン：（択一形式）ボタンをクリックして，選択肢の中のどれか一つを選択。

メニュー　　：（択一形式）メニューリストの中から，どれか一つを選択。

リスト　　　：（複数回答形式）リストボックスの中から選択。

チェックボックス：（複数回答形式）チェックボックスをクリックして選択。

順位選択　　：選択肢を見て，順位を指定する。

段階評定　　 ： 各項目について，「大好き，好き，どちらでもない，嫌い，大嫌い」などの程度を答える。

SD 法　　　   ：（複数回答形式）対立するイメージを両端におき，その程度 ( 段階 ) を答える。　　　

自由記入　　：記入欄に自由に記入する。

　タブをクリックするだけで，どの設問形式にも変更できます。ただし，設問のねらいが異なる形式に変更

するときは，当然，設問，回答の内容も変更しなければなりません。

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集
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212　選択肢へ記入枠を追加する
　ラジオボタンやチェックボックスの設問形式で，選択肢の後ろに記入枠を設けることができます。

　たとえば，選択肢の中に該当する項目がない場合，「その他」の項目を設け，その後ろに，「その他」が具

体的に何であるか，あるいは該当する項目がない理由などを，あわせて質問することができます。

選択肢に記入枠を追加した設問のプレビュー

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

●「その他」の後ろに半角で 60 文字分の自由

記述枠を設定してあります。

● 5 行目 (「その他」の項 ) に自由記述枠を

指定しています。枠の大きさは，半角の

文字数で指定します。表示結果は上のプレ

ビューのようになります。
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21�　設問のレイアウトの設定
　各設問について，次の設定をすることができます。

　　　回答必須項目にする。

　　　設問の後ろで改ページをする。

　　　設問の後ろに水平線を入れる（初期状態では，水平線が入ります）。

　　　設問やコメントを階層表示する（携帯電話用の調査票では設定できません）。

設問レイアウトを設定したときのプレビュー

調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

必須回答項目に設定してあります。

1 階層下げています。

水平線を表示させます。

水平線を表示しない設定にしてあり

ます。

操　作
１．設問メニューで，「設問レイアウト」

をクリックします。
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●設問レイアウト設定ページが表示

されます。

２．各設問について，「必須」「改頁」「水

平線」「設問階層」「コメント階層」

の設定をします。

３． をクリックします。

●調査票編集ページにもどります

４．設問メニューの「調査票プレビュ

ー」をクリックして確認します。

●前ページに示したプレビューが表

示されます。

注　携帯電話用の調査票では，左の画面のよ

うに，「必須」「改頁」「水平線」の設定は

できますが，「設問階層」「コメント階層」

の設定はできません。

PC 用の調査票の場合

携帯電話用の調査票の場合
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

21�　静止画，動画，PDF の表示
　設問や回答に，図版，写真などの静止画や，アニメ，ビデオなどの動画，あるいは PDF ファイルを添付

することができます。　静止画や動画は，Web ブラウザで表示できるものならば何でも表示できます。リ

ンクされた文字列をクリックすると，別のウィンドウに表示されます。

　PDF ファイルの表示には，AcrobatReader が起動します。したがって，AcrobatReader がインストールさ

れていることが必要です。

注　携帯電話用の調査票に，この機能はありません。

　静止画を添付した設問のプレビュー　　　　　　　　　　　　添付された静止画

操　作

１．「ファイルを添付する」のチェッ

クボックスをクリックします。

２． をクリックします。

●左のウィンドウが表示されます。

３． をクリックします。

クリックすると，添付された画像が表示されます。
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●ファイル選択ウィンドウが表示さ

れます。

４．添付するファイルを選択して開き

ます。

５．左の をクリックします。

●「設問編集」ページに戻ります。

注　添付ファイルを設定したあと，この「設

問編集」ページの をクリ

ックしても，その設定を反映したプレ

ビューは表示されません。この段階で

は，添付ファイルがサーバーにアップ

ロードされないからです。

６．「設問編集」ページの下部にある

をクリックします。

●左下図の「調査票編集」ページが

表示され，設定した添付ファイル

がサーバーにアップロードされま

す。

７．設問メニューの「調査票プレビュ

ー」をクリックして確認します。

●前ページに示したプレビューが表

示されます。

８．  画像表示アイコンをクリックし

て，前ページの例のように，設定

した画像が正しく表示されること

を確認します。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

21�　Web ページのリンク
　REAS は，デジタルコンテンツを評価する調査票を作成することができます。つまり，調査票に Web ペ

ージ ( あるいはその中の画像，動画など ) をリンクさせて，それを参照しながら回答することができます。

　Web ページを表示するウィンドウは，new ページと KIOSK ウィンドウの 2 種類から選べます。new ペー

ジを設定した場合は，Web ページの改ページ，リサイズなどができるウィンドウが開きます。KIOSK ウィ

ンドウを設定した場合は，タイトルバーやメニューバーがなく，閉じる以外には直接操作できないウィンド

ウが開きます。設問の目的に応じて使い分けてください。

Web ページをリンクした設問のプレビュー

操　作

１．「リンクを使用する」のチェックボック

スをクリックします。

２．URL を入力します。

３．リストボックスから，「new ページ」

「KIOSK ウィンドウ」のいずれかを選択

します。

４．「表示文字列」の欄に，リンク元となる

文字列を入力します。

５． をクリックします。

●上のプレビューが表示されます。

６．設問文の下の文字列「メディア教育開発

センター」をクリックすると，リンクさ

れている Web ページが表示されます。

上の例では KIOSK ウィンドウに表示さ

れています。

７．上のプレビュー画面で，

をクリックします。

●左図の「設問編集」ページに戻ります。

８．左図の「設問編集」ページで

をクリックします。

●「調査票編集」ページに戻ります。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

21�　設問のコピー
　作成した設問をコピーするときは，「調査票編集」ページの設問のメニューリストで，「コピー」のチェッ

クボックスをチェックします。

操　作

１．コピーする設問の「チェックボッ

クスをクリックしてチェックしま

す。

２． をクリックします。

●コピーする設問をチェックします。

●確認のダイアログボックスが表

示されます。

３． をクリックします。

●チェックマークを付けた設問が

コピーされます。
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調査票の作成●トップページ→ログイン→設問一覧→設問編集

21�　設問の削除
　作成した設問を削除するときは，「調査票編集」ページの設問のメニューリストで，「削除」のチェックボッ

クスをチェックします。

操　作

１．削除する設問の「チェックボッ

クスをクリックしてチェックしま

す。

２． をクリックします。

●削除する設問をチェックします。

●確認のダイアログボックスが表

示されます。

３． をクリックします。

●チェックマークを付けた設問が

調査票から削除されます。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

  21�　設問の表示順の変更
　設問は作成順に 10，20，30，……と，10 おきに並べられますが，この設問の表示順を変更することが

できます。また，15，25 などの

操　作

１．「調査票編集」ページで， 設問の

順番にしたがって 「表示順」の

番号を変更します。たとえば，い

ちばん後ろの設問を 50 番と 60

番の設問の間に入れます。

●確認のダイアログボックスが表

示されます。

２． をクリックします。

します。

●指定した番号順に設問が並べ替

えられます。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

21�　設問の分岐
回答に応じて，設問を分岐させることができます。このとき，分岐元および分岐先で自動的に改ページ

されます。

注　すべての設問を作成してから，分岐を設定してください。

設問の分岐のプレビュー
●選択肢の [Windows」を選択した場合　　　設問 1

設問 2

設問 4

●選択肢の「MacOS」を選択した場合 設問 1

設問 3 設問 4

●選択肢の「その他」を選択した場合 設問 1

設問 4●設問 1 から設問 4 へジャンプ

●設問 1 から設問 3 へジャンプ

●設問 2 から設問 4 へ

     ジャンプ

Flash
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操　作

１．設問メニューの「分岐設定」をク

リックします。

●左の画面に切り替わります。

２．分岐設定する設問を選択します。

●「分岐設定」ページが表示されます。

３．分岐先を設定します。

４． をクリックします。
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●「分岐設定一覧」ページに戻りま

す。自動的に分岐の機能は有効に

なります。

５．同じように，分岐設定する設問を

選択したあと，左のページで分岐先

を設定し， をクリック

します。

●「分岐設定一覧」ページに戻ります。

６． をクリックし

ます。

●前々ページに示したプレビューが表

示されます。

７．設定した分岐が正しく表示される

ことを確認します。

　注　分岐設定をしたあと，「調査

票編集」ページで「調査票プレ

ビュー」を選択しても，その設定

を反映したプレビューは表示され

ません。「分岐設定一覧」ページの

をクリックし

て確認してください。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→テスト設定

220　テストの設定
設問に対し，正回答を設定することによって，アンケートをテスト形式にすることができます。

一部の設問をテスト形式にすることも可能です。

テスト形式のプレビュー

操　作

１．「設問一覧」ページのメニューで，

[ テスト設定 ] を選択します。

●正回答が設定されたテストに回答すると，下のよう

なテストの結果が表示されます ( 集計結果が「公開」

に設定されている場合）。

●正回答が設定された調査票
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●左のページが表示されます。

２．正回答を設定する設問を選択しま

す。

●左のページが表示されます。

３．正回答のラジオボタンをクリック

して選択します。

４． をクリックします。
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●設問 1 に正回答が設定されます。

５．次の設問を選択します。

　　同じようにしてすべての設問に正

回答を設定します。

●全問の正回答を設定すると，左の

ようになります。

　これで，テストの完成です。
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調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→ストリーミング設定

221　ストリーミングの設定
　ストリーミング再生による動画と，画像，Web ページを連動させ，設問を分割して，指定した任意の時

間に配列するような調査票を作成することができます。

注　REAS で扱える動画は，ストリーミングサーバから送信される ram 形式のファイル（URL が「rtsp://」で始まるアドレス）です。

Web サーバーから送信されるストリーミングコンテンツはコントロールできません。また，画像，Web ページ，設問を配

置するとき，設問を最後に配置します。最後の設問は動画の最後に設定しないと，その後，動画を再生することはできなく

なります。したがって，最後の設問の後に画像，Web ページの設定はできません。

操　作

１．設問を作って登録した後，「設問

一覧」ページのメニューで，[ ス

トリーミング設定 ] を選択します。

●左のような「ストリーミング設定」

ページが表示されます。

２．「メディア URL」の欄に，使用す

る動画のある「rtsp://」で始まる

アドレスを入力し， をクリ

ックします。

ストリーミングのプレビュー

Flash



��

●プレーヤーが表示されます。

３．設定した動画を確認します。

４． をクリック

します。

●シーケンスの追加ページが表示さ

れます。

５．設問，画像，Web ページをシー

ケンスに追加することができま

す。

　　ここでは，ストリーミングが開始

されてから 30 秒後に Web ペー

ジを表示させ，60 秒後に設問の

1 問目から 5 問目を表示させるよ

うに設定します。

をクリックします。
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●シーケンスに，Web ページと設

問が追加されます。

６．[ プレビューモードで回答実行 ]

をクリックします。

●前々ページのプレビューが表示さ

れます。

●（動作）　ストリーミングが開始されてか

ら 30 秒後に，動画が停止し，Web ページ

が表示されます。それから 30 秒後（開始

から 60 秒後 ) に，Web ページが設問に切

り替わります。
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�01　調査票の新規作成
　携帯電話用の調査票では，設問レイアウト (302)，設問形式の設定 (303) の機能に制限があります。また，

次のような制限もあります。

リンク設定やファイルの利用
　設問に，静止画，動画，PDF ファイルなどの他のファイルを添付することや，設問を Web ページとリン

クさせることはできません。

ストリーミング
　ストリーミングを利用することはできません。

　上記のような機能制限があるのは，携帯電話の機能と画面表示の制約によります。そのほかの機能は，

PC 用の調査票を作る場合と同じです。

操　作

１．調査票一覧ページの調査票メニュ

ーで，[ 新規調査票 ] をクリック

します。

●左図のような「調査票タイトル

作成」ページが表示されます。

２．Password を入力します。

注　ここで入力する Password は，これ

から作る調査票のパスワードです。

回答者には，調査票 ID とともにこ

の Password の入力が要求されます。

調査票 ID は，調査票に自動的に付

けられます。パスワードは省略する

こともできます。

３．調査票の種類で，「携帯用」を選

択します。

４．「調査票タイトル」を入力します。

５．必要があれば「コメント」を入力

します。

注「調査票のタイトルの下に表示され

ます。

６． をクリックします。

●左の「調査票編集 ( 設問一覧 )」

ページが表示されます。

携帯電話に対応した調査票の作成●ログイン→調査票一覧→新規調査票→調査票タイトル作成

秋池忠男
スタンプ
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�02　設問レイアウトの設定
　調査票の各設問について，必須回答項目かどうか，設問の後ろで改頁するかどうか，水平線を入れるか

どうかを設定することができます。ただし，PC 用にある設問階層，コメント階層，回答の並べ方などの

細かいレイアウトはできません。

携帯電話に対応した調査票の作成●ログイン→ ( 調査票タイトル作成，調査票一覧 ) →設問一覧→設問レイアウト設定

設問レイアウトを設定したときのプレビュー

操　作
１．「設問メニュー」で [ 設問レイア

ウト設定 ] を選択します。

２．設問ごとに設定をします。

●上のプレビューのようになりま

す。

注　初期設定では，「水平線」が引かれるよ

うになっています。

●必須回答項目であることを示す。

●水平線を入れる。
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�0�　設問形式の設定 ( 共通の操作 )

　ラジオボタン，メニュー，チェックボックス，順位選択，自由記入の 5 種類の中から選べます。

　PC 用で設定できるリスト，段階評定，SD 法の設問形式は，携帯用にはありません。

　各設問形式の設定方法については PC 用調査票を作る場合と同じです。202 ～ 220 をご覧ください。

携帯電話に対応した調査票の作成●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧→設問編集

●すべての設問形式に共通の設定項目です。

●回答の属性を設定することができます。

●設問形式を自由に選択します。設定後に変

更することもできます。

操　作 １．タブから，設問形式 [ ラジオボタン ] を選びます。

２．"Quest" に設問を入力します。

３．"Answer" に回答の選択項目を入力します。

４．レイアウトや，必須質問項目かどうか，などを指定します。

５． をクリックして確認します。

●プレビュー ( 設問が完成したときのイメージ ) が表示されます。

６．「プレビュー」画面で， をクリックします。

●上の「設問編集」ページに戻ります。

７．プレビューで確認した設定でよければ， をクリックします。
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テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→調査票テンプレート

�01　テンプレートを利用した調査票の作成　

調査票は，新規に作成するほかに，テンプレートを利用して簡単に作成することができます。

　テンプレートには，次の 2 種類があります。

　調査票のテンプレート ( 定期的に使用する調査票など )

　設問のテンプレート ( 出身地，所在地の都道府県の選択のようにデータ入力に手数のかかるものなど )

　公開されている調査票テンプレートを利用すれば，調査票作成の手数を省くことができます。

操　作

１．「調査票一覧」ページのメニューで， [ 調

査票テンプレート ] を選択します。

●「調査票テンプレート一覧」ページ

が表示されます。

２．リストの中から利用する調査票のテン

プレートを選択します。

●確認のダイアログボックスが表示さ

れます。

３． をクリックします。

●「設問編集」ページが表示されます。

４．設問・回答などの変更を行います。（→

201 ～ 221)
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テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→設問テンプレート

�02　テンプレートを利用した設問の作成
調査票は，新規に作成するほかに，テンプレートを利用して簡単に作成することができます。

　テンプレートには，次の 2 種類があります。

　調査票のテンプレート ( 定期的に使用する調査票など )

　設問のテンプレート ( 出身地，所在地の都道府県の選択のようにデータ入力に手数のかかるものなど )

　よく使用する設問は，テンプレートに登録して利用すれば，調査票作成の手数を省くことができます。

操　作

１．「調査票編集」ページで， [ 設問

テンプレート ] を選択します。

●「設問テンプレート」のリスト

が表示されます。

２．リストの中から利用する設問のテ

ンプレートを選択します。
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●「設問編集」ページが表示され

ます。

３．必要に応じて，設問・回答などの

変更を行い， をクリ

ックします。

●「設問一覧」ページに，テンプ

レートをもとにして作成した

設問が追加されます。
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テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→テンプレート管理→テンプレート編集

�0�　設問テンプレートの追加
　「設問編集」ページで，作成した設問をテンプレートに追加することができます。

操　作

１．「設問編集」ページで，  「テン

プレートに追加する」にチェック

を入れ，「テンプレートタイトル」

を入力します。

　　注　テンプレートタイトルを入力し

ないと，テンプレートは作れませ

ん。

２． をクリックします。

●テンプレートが追加され，「設

問一覧」ページが表示されま

す。

３．「設問メニュー」で，[ 設問テン

プレート ] を選択して，テンプレ

ートに追加されているかどうか確

かめてみます。
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●左の設問テンプレートのリスト

に，「都道府県名選択」が登録

されています。
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操　作

１．「調査票一覧」ページの調査票メ

ニューで，[ 新規テンプレート ]

を選択します。

●「テンプレート編集」ページが

表示されます。

２．設問を作成します。

　　テンプレートのタイトルを入力し

ます。

３． をクリックして確

認します。

４． をクリックします。

●「設問テンプレート一覧」ペー

ジに変わり，作成した設問テン

プレートの一覧が表示されま

す。

テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→設問編集

�0�　設問テンプレートの新規作成
　よく使用する設問を，テンプレートとして新規に作成することができます。また，テンプレートを公開す

ることもできます。

●他の利用者にも公開するときは，ここを

チェックします（初期状態ではチェックさ

れています）。

●「テンプレート編集」ページで，「他の利

用者にも公開する」をチェックしたので，

ここにもチェックマークがつき，一般に公

開されます。
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テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→テンプレート管理→テンプレート編集

�0�　設問テンプレートの編集
　既存の設問テンプレートのタイトルや内容を修正することができます。

操　作

１．「調査票一覧」ページのメニューで，

[ テンプレート一覧 ] を選択しま

す。

●左図のような「設問テンプレー

ト一覧」ページが表示されます。

２．編集したいテンプレートのタイト

ルを選択します。

●「テンプレート編集」ページが

表示されます。

３．編集が終わったら，　

をクリックします。

●上の「設問テンプレート一覧」

ページに戻ります。
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テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→テンプレート一覧→テンプレート編集

�0�　テンプレートの公開 / 非公開
　テンプレートの「公開 / 非公開」は，「テンプレート編集」ページ，または「設問テンプレート一覧」ペ

ージで設定します。初期状態では公開に設定されます。テンプレートを公開に設定すると，設問の「テンプ

レート一覧」ページに表示され，作成者以外の人にも利用できるようになります。

操　作

１．「テンプレート編集」ページを開

きます。

２．テンプレートを公開するときは，

「他の利用者に公開する」のチェッ

クボックスをクリックして，

チェックマークを付けます。非公

開にするときは，チェックマーク

をはずします。

３． をクリックします。

●「他の利用者に公開する」に設

定した場合には，「設問テンプ

レート一覧」の「公開」のチ

ェックボックスがチェックさ

れます。

●非公開にするときは，チェックをはずしま

す。
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テンプレートの利用と管理●ログイン→調査票一覧→テンプレート一覧

�0�　テンプレートの削除
　登録したテンプレートを削除することができます。

操　作

１．「調査票一覧」ページのメニュー

で，  [ テンプレート一覧 ] をクリッ

クします。

●左図のような「設問テンプレー

ト一覧」ページが表示されます。

２．削除したいテンプレートのチェッ

クボックスをクリックし，チェッ

クを入れます。

３． をクリックします。

●確認のダイアログボックスが表

示されます。

４． をクリックします。

●「設問テンプレート一覧」ペ

ージのテンプレート一覧から削

除されたテンプレートが消えま

す。
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�01　集計の設定
　設問の集計方法の設定ができます。また，回答者に対して，集計結果を公開にするか非公開にするかを

設問ごとに設定することができます。　

調査票の集計●ログイン→調査票一覧→調査票編集

操　作

１．「設問一覧」ページのメニューで，  

[ 集計表示設定 ] をクリックしま

す。

●「集計表示設定」ページが表示

されます。

２．「設問毎に集計」，「回答者毎に集

計」のチェックボックスを，必要

に応じてチェックします。

●設問ごとに公開 / 非公開 の設定をするとき

は，チェックボックスをチェックしたあと，

をクリックします。

●すべての設問を非公開にするときはこの

チェックボックスをチェックします。
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�02　集計結果の確認
　調査票作成者は，回答の集計結果を随時確認することができます。

調査票の集計●ログイン→調査票一覧→調査票編集

操　作

１．「設問一覧」ページのメニューで，  

[ 集計閲覧 ] をクリックします。
注　未回答のときは，集計されていないので，

集計を閲覧できません。

●「集計結果」ページが表示さ

れます。

●集計結果の表示には，「設問毎に閲覧」と「回

答者毎に閲覧」があります。このボタンで

表示を切り替えることができます。
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●集計結果の表示方法を変更することがで

きます。表示方法を設定後 をク

リックします。

集計結果 ( 設問毎に閲覧 )

集計結果 ( 回答者毎に閲覧 )

● をクリックすると円グラフが， を

クリックすると棒グラフが表示されます。
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�0�　集計結果のダウンロード
　集計結果は CSV 形式のファイルでダウンロードできるので，他の表計算ソフトや統計ソフトで独自に集

計することができます。設問ごとのダウンロードと全設問のダウンロードができます。回答者のログイン・

ログアウトの時間は自動的に集計・ダウンロードされます。

調査票の集計●ログイン→調査票一覧→調査票編集

操　作

１．「設問一覧」ページでをクリック

します。

注　一度も集計が行われていないとき

はダウンロードできません。

●左図のような画面が表示されま

す。

２．①　一部の設問の集計結果をダウ

ンロードするときは，設問文の左

のチェックボックスをチェックし

た後， をクリックし

ます。

②　全設問の集計結果をダウ

ンロードするときは，「全ての

設問をダウンロードする」の

チェックボックスをチェックし，

をクリックします。

①

②
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●確認のダイアログボックスが表

示されます。

３． をクリックします。

●「ファイルのダウンロード」ダ

イアログボックスが表示されま

す。

４．ファイルを保存した後，保存した

ファイルを開きます。

注　保存されるファイルは CSV ファイ

ルです。

●選択した設問の集計結果が表示

されます。

●全設問の集計結果が表示されま

す。

①一部の設問の集計結果

②全設問の集計結果
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�0�　集計結果の削除
　不要になった集計結果を削除することができます。

調査票の集計●ログイン→調査票一覧→調査票を選択→設問一覧

操　作

１．「設問一覧」ページのメニューで，

[ データ削除 ] を選択します。

●確認のダイアログボックスが表

示されます。

２． をクリックします。

●この調査票の集計データが削除

されます。
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�01　配信先の登録と一覧表示
　設問の作成者は，回答画面や，集計結果の URL を知らせるとき，登録してある回答者宛に，一括してメ

ールを送信することができます。ここでは，配信先の一覧表への登録方法を説明します。

メール配信●ログイン→調査票一覧→配信先一覧

操　作

１．調査票メニューで，[ 配信先一覧 ]

を選択します。

●配信先の一覧表が表示されま

す。

注　登録していなければ空の表が表示

されます。

２． をクリックしま

す。

●「配信先登録 / 編集」ページが

表示されます。

３．それぞれの欄にデータを入力し，

をクリックします。

４．２，３を繰り返して，必要なデータ

を入力します。

●一覧から削除するときは，チェックしてか

ら， をクリックします。

●氏名の欄をクリックすれば，「配信先登録

/ 編集」ページが表示され，個々のデータ

を修正することができます。　
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�02　配信先の一括登録
　設問の作成者は，回答画面や，集計結果の URL を知らせるとき，登録してある回答者宛に，一括してメ

ールを送信することができます。ここでは，あらかじめ作成した配信先の CSV ファイルを使って，配信先

を一括登録する方法を説明します。

メール配信●ログイン→調査票一覧→配信先一括登録

操　作

１．調査票メニューで，[ 配信先一括

登録 ] を選択します。

●左図のよう「配信先一括登録」

ページが表示されます。

２． をクリックします。

●ファイル選択ウィンドウが表示

されます。

３．読み込む CSV ファイルを探して，

開きます。

４． をクリックし

ます。

●現在登録されている送信先と入れかえると

きは，ここにチェックを入れます。
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●確認のダイアログボックスが表

示されます。

５． をクリックします。

● CSV ファイルが読み込まれ，

一覧表に表示されます。
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�0�　回答者へのメールの送信
　設問の作成者は，回答画面や，集計結果の URL を知らせるとき，登録してある回答者宛に，一括してメ

ールを送信することができます。

メール配信●ログイン→調査票一覧→メール送信

●登録してある送信先から，条件

付の検索をして，下の一覧に表

示することができます。
●送信先アドレスを，条件を付け

て，携帯や PC から選択できま

す。
●回答画面への URL を知らせる場

合はチェックします。
●リストから該当する調査票の名

前を選択します。
●回答画面を開くときのパスワー

ドを知らせる場合はチェックし

ます。
●メールのタイトルとメッセージ

を入力します。

操　作
１．調査票メニューで，[ メール送信 ] を選択します。

●上のよう「メール送信」ページが表示されます。

２．送信するときの条件を設定し，メールのタイトル，メッセージを入力したら， をクリッ

クします。

●選択した送信先のすべてにメールが送信されます。

●送信する人にチェックを入れます。

①

●一覧のすべての人に送信するときは，このボタンをクリックします。
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�01　回答へのアクセス ( トップページから）

　回答者は，調査票の管理者から教えられた調査票 ID とパスワードを入力してログインします。パスワ

ードが設定されていないときは，調査票 ID の入力だけでログインできます。

回答●トップページ→回答ページへ→ログイン→調査票

操　作

１．[ 回答ページへ ] をクリックし

ます。

●「ログイン」ページが表示さ

れます。

２．「調査票 ID」を入力します。

３．「パスワード」を入力します。

●入力したパスワードは，

　　●●●●●●●●

のように表示されます。

注　調査票作成者によってパスワー

ドが設定されていないときは，

入力は不要です。

４． をクリックし

ます。

●調査票が表示されます。
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�02　回答へのアクセス ( 直接指定）

　下記の URL の調査票 ID に ID 番号を入力して，調査票「回答」ページを直接表示することができます。

http://urchin.aa0.netvolante.jp/cgi-bin/WebObjects/REAS?t= 調査票 ID　

　また，調査票作成者が Web ページに，「回答」ページにリンクした URL を記載しておけば，回答者はそ

の URL をクリックするだけで「回答」ページを表示することができます。

http://urchin.aa0.netvolante.jp/cgi-bin/WebObjects/REAS?t=002�2

●パスワードが設定されていない場合は，

直接「回答」ページが表示されます。

●パスワードが設定されている場合は，下記の「ログイン」ページが表示されます。

●パスワードを入力すると，「回答」ページが表示されます。

●調査票 ID( 例：00272）

回答● Web ページ→ログイン→調査票

●「基本情報設定」ページには，「回答のロ

グイン」ページへアクセスするための

URL が表示されています。
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�0�　調査票に回答する
　回答者が回答した回答情報はサーバーに送信され，集計されます。

回答●ログイン→調査票

集計結果が非公開のとき集計結果が公開されているとき

操　作

１．設問に対して回答をします。

２．回答が終了したら， を

クリックします。

●確認のダイアログボックスが

表示されます。

３． をクリックします。

●回答情報がサーバーに送信さ

れ，下のようなメッセージが

表示されます。
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�0�　集計結果のリアルタイム表示
　集計結果が公開されているときは，設問の回答が完了した後，ただちに集計結果を確認することができま

す。

回答●調査票→正回答表示→集計結果

●択一テストのような調査票で，正回答が設

定されている場合には，回答したあと，テ

スト結果が表示されます。
●クリックすると，集計結果が表示されます。

（表示される集計結果に，受験者名以外の

個人情報は含まれません。）

正回答

集計結果
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�0�　集計結果の表示 ( 直接指定 )

　集計結果が公開されているときは，下記の URL の調査票 ID に ID 番号を入力して，集計結果を確認する

ことができます。

http://urchin.aa0.netvolante.jp/cgi-bin/WebObjects/REAS?m=r&t= 調査票 ID　

　また，調査票作成者が Web ページや調査票に，「集計結果」にリンクした URL を記載しておけば，回答

者はその URL をクリックして「集計結果」を表示することができます。

http://urchin.aa0.netvolante.jp/cgi-bin/WebObjects/EAS?m=r&t=0000�

●パスワードが設定されていない場合は，

直接「集計結果」が表示されます。

●パスワードが設定されている場合は，下記

の「ログイン」ページが表示されます。

●パスワードを入力して，

をクリック

すると，「集計結果」が表示され

ます。

●調査票 ID( 例：00008)

回答● Web ページ，調査票→集計結果
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�01　アンケート
　作成した調査票の例を紹介します。　

　次の例は，Linux についての簡単なアンケートです。設問形式は，ラジオボタン，メニュー，SD 法，チェッ

クボックス，自由記入です。

アンケートの作成例 1

調査票作成例●択一テスト

●ラジオボタン ( 択一式 )

●メニュー ( 択一式）

● SD 法 ( イメージ測定法 )

●チェックボックス ( 複数回答形式 )

●自由記入 ( 左はマルチラインの例 )
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アンケートの作成例 2( 分岐設定の例 )

分岐の設定



�0

�02　択一テスト
　簡単な択一テストを作成することができます。調査票（テスト）作成時，選択肢の中で正回答 ( 正解答 )

がどれかを設定しておくと，受験者はテストに解答した後，正誤判定結果を見ることができます。

調査票作成例●アンケート

テストの作成例

●設問形式がラジオボタンかメニューの

択一式のとき，正回答を設定すること

ができます。

●正回答が設定されている場合は，回答

後に正誤判定が表示されます。
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 新しく追加された機能
　バージョンアップにより，次の機能が追加されました。

「PC用調査票→携帯電話用調査票」「携帯電話用調査票→ PC用調査票」の相互のコピー機能を追

加しました。

ラジオボタン，メニュー形式の設問の回答結果のダウンロードデータについて，次のいずれか

の方法を選択することができるようになりました。

・選択肢の元の値や文言をそのまま出力する。

・番号に置換して出力する。

　データの処理上，都合のよいほうを選択してダウンロードしてください。
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　設問一覧画面の右上に，「PC／携帯」の種別アイコンを表示してわかりやすくしました。

　再回答機能を追加しました。

　回答者が，回答を一時中断した後に，再び回答できるように設定することができます。

　「公開情報設定」画面で，「回答の途中保存」の「回答の途中保存および再回答を有効にする」をチェック

してください。

再回答の設定

「ウィンドウを閉じる」リンク

の設定 ( → 94 ページ参照 )
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操　作

１．回答を一時中断するときは，

  をクリックしま

す。

●「回答パスワード登録」画面

が表示されます。

２． 再 回 答 を す る と き に 使 う ロ

グイン用パスワードを入力して

 をクリックします。

●「回答パスワード登録完了」

画面が表示されます。

３．URL をクリックした場合は，

すぐに「再回答用の設問」画面が

表示され，パスワードを入力して

回答を継続ることができます。

　　メールアドレスを入力して

 をクリックした場合

は，「再回答用の設問」画面の

URL が，このメールアドレスに

送信されます。

４．回答者は，送られてきた URL

にアクセスし，再回答用に設定し

たパスワードを入力して，残りの

設問に回答することができます。

回答者の操作
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「公開情報設定」で，回答終了ページに「ウィンドウを閉じる」リンクを表示しました。

（→ 92ページの画面参照）

　この機能は InternetExplorer でのみ機能します。回答者によってそれ以外のブラウザが利用される可能性

のある場合は，この機能を有効に設定しないでください。

設問の間隔を広げる，設問文やコメントのボールド表示機能を追加しました。
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