
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者端末群とネットワークを介
して接続されるアンケート処理装置が実行するアンケート方法であって、
　所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶ステップと、
　質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問ステップと、
　前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答ステッ
プと、
　

判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにおいて、

自由回答を、前
記質問に対応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加ステ
ップと、
　前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問ステップと、
　いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果受信
ステップと、
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前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第
１回答者端末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その



　を含むアンケート方法。
【請求項２】
　少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者群とネットワークを介して
接続されるアンケート装置であって、
　所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問手段と、
　前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答手段と
、
　

判断する判断手段と、
　前記判断手段が、

自由回答を、前記質問に対
応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加手段と、
　前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問手段と、
　いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果受信
手段と、
　を含むアンケート装置。
【請求項３】
　少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者端末群とネットワークを介
して接続されるアンケート処理装置が実行するアンケートプログラムであって、
　所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶手段、
　質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問手段、
　前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答手段、
　

判断する判断手段、
　前記判断手段が、

自由回答を、前記質問に対
応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加手段、
　前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問手段、及び
　いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果手段
、
　としてコンピュータを機能させるアンケートプログラム。
【請求項４】
　少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者端末群とネットワークを介
して接続されるアンケート処理装置が実行するアンケートプログラムを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体であって、
　所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問手段、
　前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答手段、
　

判断する判断手段、
　前記判断手段が、

自由回答を、前記質問に対
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前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第１回答者端
末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その

前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第１回答者端
末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その

前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第１回答者端
末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その



応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加手段、
　前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問手段、及び
　いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果手段
、
　としてコンピュータを機能させるアンケートプログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体。
【請求項５】
　請求項２に記載のアンケート処理装置とネットワークを介して接続される回答者端末群
であって、
　前記アンケート処理装置から送信されてきた質問及び質問に対する回答の選択肢を表示
する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける画面を、前記
アンケート処理装置から受信し、前記画面を表示する質問手段と、
　前記画面上で、いずれかの回答の選択肢の選択または自由回答の入力を受け付ける回答
手段と、
　前記画面上で前記自由回答が入力中か否かを判断する第１判断手段と、
　前記自由回答が入力中である場合、前記表示されている回答の選択肢のうち、

判断する第２判断手段と、
　前記第２判断手段が、

と判断した場合、その回答の選択肢を自由回答の入力フ
ィールドに表示する支援手段と、
　を有する回答者端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、アンケート方法、アンケート装置、アンケートプログラム、アンケートプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体及び回答者端末に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　アンケートの回収をコンピュータで行いアンケート集計の負担を軽減するアンケート収
集分析システムが知られている。このシステムでは、例えば、ディスプレイなどに提示さ
れた質問に対しアンケート回答者が自由に回答を記述できる自由回答と、予めデータベー
スなどに蓄積された選択肢を質問と共に提示し、その選択肢のいずれかを回答として選択
する選択回答とを入力可能である。入力された自由回答及び自由回答はデータベースに蓄
積される。選択回答は数値化可能であるため、集計が容易である。一方、自由回答は自由
な内容で記述できるため、個々の回答者の自由な意見を得ることができる（例えば、特許
文献１を参照）。
【０００３】
　上述のように、自由回答は自由な内容で記述されるため、回答内容の集計や分析が容易
でない。従って、自由回答を分類したうえで新たな質問を作成し、その分類を回答選択肢
として提示するシステムが提案されている。このようなシステムを用いれば、既に行われ
た自由回答を分類したものを選択肢として選択でき、正確な集計結果を得ることが可能で
ある（例えば、特許文献２を参照）。
【０００４】
【特許文献１】
　特開平８－２７２７７２号公報
【０００５】
【特許文献２】
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ある回答
の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記画面上で入力された自由回答が含んでいる
か否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記画面上で
入力された自由回答が含んでいる



　特開平８－２７２７７３号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　上述の特許文献２に開示されるシステムによれば、既に行われた自由回答を分類したも
のを選択肢として選択できるため、正確な集計結果を得ることが可能である。しかし、作
成された選択肢は分類されたものであるため、自由回答の分類が不適切な場合、選択肢も
自由な意見を反映しないものとなる。この場合、作成された選択肢を選択して回答を行う
者が主体的かつ自由な意見としてこの選択肢を選択することを困難にしてしまう。
【０００７】
　本発明は、回答者の自由な意見回答を促進し、多様な回答を幅広く収集できるアンケー
ト方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明１は、少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者端末群とネッ
トワークを介して接続されるアンケート処理装置が実行するアンケート方法であって、
・所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶ステップと、
・質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問ステップと、
・前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答ステッ
プと、
・

判断する判断ステップと、
・前記判断ステップにおいて、

自由回答を、前
記質問に対応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加ステ
ップと、
・前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問ステップと、
・いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果受信
ステップと、
　を含むアンケート方法を提供する。
【０００９】
　ここでは、質問が第１回答者に提示される。質問の提示は、例えば質問を記載したＷｅ
ｂページのＵＲＬがハイパーリンクされた電子メールを第１回答者に送信した上、上記Ｗ
ｅｂページをインターネット上に公開して第１回答者による上記Ｗｅｂページへのアクセ
スを可能にすることで行われる。あるいは、例えば質問の音声データを第１回答者に送信
することで行われる。第１回答者による自由回答の入力が受け付けられる。ここで、自由
回答とは、テキストや音声などを任意に入力して質問に回答することである。第１回答者
により入力された自由回答は、質問への回答の選択肢として記憶される。選択肢としての
記憶は、操作性の観点からは、例えばリストボックスやチェックボックスなどのＧＵＩ（
Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を定義するプログラム、データベ
ースその他の情報を例えばＤＲＡＭ、ＦＲＯＭ、ハードディスクなどの記憶媒体に記憶さ
せることにより行うことが好ましい。第１回答者による自由回答の入力の後に第２回答者
に質問が提示される。そして、第２回答者に対し、記憶ステップで記憶した回答の選択肢
が提示される。
【００１０】
　このように、ここでは第１回答者が入力した自由回答が第２回答者の回答の選択肢とし
て提示される。従って、アンケート実施者がアンケートの開始に際し質問に対する回答と
なる選択肢を全く用意しなくても、既存の自由回答をそのまま第２回答者の回答の指針と
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前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第
１回答者端末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その



して提示できる。一方、第２回答者は自分の意見に合うような既存の自由回答を選択肢と
して参照でき、他人の自由な意見を参考にしながらも自由かつ主体的な意見を選択回答ま
たは自由回答により回答しやすくなる。そして、アンケート実施者は、多様な回答を幅広
く集めることが可能である。
【００１１】
　本発明２は、少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者群とネットワ
ークを介して接続されるアンケート装置であって、
・所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
・質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問手段と、
・前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答手段と
、
・

判断する判断手段と、
・前記判断手段が、

自由回答を、前記質問に対
応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加手段と、
・前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問手段と、
・いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果受信
手段と、
　を含むアンケート装置を提供する。
【００１２】
　本発明３は、少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者端末群とネッ
トワークを介して接続されるアンケート処理装置が実行するアンケートプログラムであっ
て、
・所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶手段、
・質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問手段、
・前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答手段、
・

判断する判断手段、
・前記判断手段が、

自由回答を、前記質問に対
応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加手段、
・前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問手段、及び
・いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果手段
、
　としてコンピュータを機能させるアンケートプログラムを提供する。
【００１３】
　本発明４は、少なくとも第１回答者端末及び第２回答者端末を含む回答者端末群とネッ
トワークを介して接続されるアンケート処理装置が実行するアンケートプログラムを記録
したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　所定の質問と、質問に対する回答の選択肢と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　質問を表示する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける
画面を、前記第１回答者端末に送信する第１質問手段、
　前記画面上で入力された自由回答を、前記第１回答者端末から受信する自由回答手段、
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前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第１回答者端
末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その

前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第１回答者端
末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その



　
判断する判断手段、

　前記判断手段が、
自由回答を、前記質問に対

応付けられた回答の選択肢に新たな回答の選択肢として追加登録する追加手段、
　前記第１回答者端末から前記自由回答を受信した後に、前記質問及び前記質問に対応付
けられた回答の選択肢を表示する、かついずれかの回答の選択肢の選択を受け付ける画面
を、前記第２回答者端末に送信する第２質問手段、及び
　いずれかの回答の選択肢の選択結果を、前記第２回答者端末から受信する選択結果手段
、
　としてコンピュータを機能させるアンケートプログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体を提供する。
【００１４】
　ここで記録媒体としては、コンピュータが読み取り可能なフレキシブルディスク、ハー
ドディスク、半導体メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＭＯ、その他のものが挙げられる。
　本発明５は、前記本発明２に記載のアンケート処理装置とネットワークを介して接続さ
れる回答者端末群であって、
・前記アンケート処理装置から送信されてきた質問及び質問に対する回答の選択肢を表示
する、かつ前記質問に対する任意の回答である自由回答の入力を受け付ける画面を、前記
アンケート処理装置から受信し、前記画面を表示する質問手段と、
・前記画面上で、いずれかの回答の選択肢の選択または自由回答の入力を受け付ける回答
手段と、
・前記画面上で前記自由回答が入力中か否かを判断する第１判断手段と、
・前記自由回答が入力中である場合、前記表示されている回答の選択肢のうち、

判断する第２判断手段と、
・前記第２判断手段が、

と判断した場合、その回答の選択肢を自由回答の入力フ
ィールドに表示する支援手段と、
　を有する回答者端末を提供する。
【００１５】
　ここでは、入力中の自由回答と選択肢とが実質的に同一か否かが判断される。そして、
同一と判断された場合、自由回答または選択回答の入力が支援される。ここで、自由回答
の入力を支援するとは、例えば、質問に対する自由回答を入力するテキストボックスなど
にこの自由回答として選択肢の内容を示す文書をコピーして表示したり、オートコンプリ
ートをすることである。また、選択回答の入力を支援するとは、例えば、自由回答の内容
が選択肢と同じ場合はその選択肢を強調表示するなどしてその選択肢を選ぶよう回答者に
促すことである。
【００１６】
　このように、ここでは自由回答の入力が簡略化できる。また、既存の選択肢と同じよう
な自由回答が入力されることを防ぐことができる。さらに、請求項１に係るアンケート方
法の実行により、既存の選択肢と同じような自由回答が選択肢として記憶されることを防
ぐことができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　＜第１実施形態＞
　（１）構成
　図１は、第１実施形態に係るアンケート処理システムの全体構成図である。このシステ
ムは、アンケート処理サーバ１と、回答者端末２ａ、ｂ、ｃ・・（以下、回答者端末２と
いう）とがＬＡＮやインターネットなどのネットワーク１２で接続されたものである。
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前記質問に対応付けられている回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記受信
した自由回答が含んでいるか否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記第１回答者端
末から受信した自由回答が含んでいないと判断した場合、その

ある回答
の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記画面上で入力された自由回答が含んでいる
か否かを

前記回答の選択肢に含まれるキーワードの一部を、前記画面上で
入力された自由回答が含んでいる



【００１８】
　回答者端末２は、Ｗｅｂブラウザ２１と、回答支援モジュール２２とを有している。Ｗ
ｅｂブラウザ２１は、Ｗｅｂページの送信をＷｅｂサーバ３に要求してこれを受信し表示
させる。回答支援モジュール２２は、回答の入力を受け付け、後述する回答データを作成
してアンケート処理サーバ１に送信する。回答者端末２は、アンケートに答える回答者に
よって操作される。回答者端末２は、パソコン、ＰＤＡ、移動体携帯端末などにより構成
可能である。
【００１９】
　アンケート処理サーバ１は、Ｗｅｂサーバ３と、データベース（ＤＢ）群４と、モジュ
ール群５と、送信メールサーバ１１とを有し、アンケートに対する回答の収集と集計を行
う。Ｗｅｂサーバ３は、Ｗｅｂブラウザ２１の要求に応じて後述する調査票ページを回答
者端末２に送信する。また、Ｗｅｂサーバ３は、回答者端末２から送信された後述する回
答データを受信してモジュール群５に供給し、処理を依頼する。送信メールサーバ１１は
、例えば公知のＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）であり、電子メールを送信する。Ｗｅｂサーバ３及び送信メールサーバ１１は、ネッ
トワーク１２及びモジュール群５と接続されている。Ｗｅｂサーバ３及び送信メールサー
バ１１をアンケート処理サーバ１の外部に設け、ネットワーク３を介してモジュール群５
と接続してもよい。モジュール群５は、調査票作成モジュール６と、調査実行モジュール
７と、調査結果表示モジュール８と、自由回答処理モジュール９と、認証モジュール１０
とを有している。ＤＢ群４は、調査票ＤＢ４１と、回答者ＤＢ４２と、回答ＤＢ４３と、
集計ＤＢ４４とを有している。
【００２０】
　調査票作成モジュール６は、調査票ＤＢ４１に蓄積されるデータに基づき、図１２に例
示するＷｅｂページである調査票ページをＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕ
ｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ファイル形式などにより作成する。そして、Ｗｅｂサーバ３に予
め記憶されている調査票ページ（以下、デフォルト調査票ページという）に代えて、この
作成した調査票ページ（以下、新調査票ページ）を記憶する。図１２に例示するように、
デフォルト調査票ページには質問の内容が表示されている。デフォルト調査票ページには
、「（１）独特の色」、「（２）独特の匂い」といったチェックボックスで示される選択
肢を選択することで回答する選択回答と、「（３）その他」のチェックボックスを選択し
テキストボックスに任意の文章を入力して回答を行う自由回答のいずれかの入力を受け付
ける。例えば、「送信ボタン」がクリックされることにより、入力された選択回答または
自由回答を含む回答データが作成され、回答者端末２からアンケート処理サーバ１に送信
される。尚、選択肢の選択に付随してコメントを入力できるようにしてもよい。例えば、
図１３（ａ）に示すように、「コメントする」ハイパーリンクを調査票ページに埋め込み
、ここがクリックされると、図１３（ｂ）のコメント入力画面を表示してもよい。このコ
メント入力画面のテキストボックスは、選択肢の選択に付随するコメントの入力を受け付
ける。このようにすれば、選択回答を促進しつつ幅広い意見を収集できる上に集計が容易
である。同様に、図１６（ａ）に例示する新調査票ページにおいても、自由回答または選
択回答を入力でき、「送信ボタン」のクリックにより回答データが回答者端末２からアン
ケート処理サーバ１に送信される。新調査票ページの作成については後述のメイン処理で
詳細に説明する。
【００２１】
　アンケート処理サーバ１に送信される回答データには、図６に例示するように、回答者
を回答者ＤＢ４２でそれぞれ特定する回答者ＩＤ、回答者が回答した調査、質問、その質
問に対して選択可能な選択肢及び選択した選択肢を調査票ＤＢ４１で特定する調査ＩＤ、
質問ＩＤ及び選択肢ＩＤ、入力された自由回答の内容、その他の情報が含まれている。回
答データは、図６に例示するように、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌ
ａｎｇｕａｇｅ）により記述することができる。上述のコメントや後述のサブ自由回答、
サブ選択肢ＩＤなどを回答データに含めてもよい。
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【００２２】
　調査実行モジュール７は、アンケート処理サーバ１が受信した回答データを回答ＤＢ４
３に蓄積する。また、調査実行モジュール７は、回答を集計して集計ＤＢ４４に蓄積する
。また、調査実行モジュール８は、後述の優先調査処理に従い、アンケート処理サーバ１
の図示しないＤＲＡＭなどに記憶される初期モードフラグをオンまたはオフに更新する。
ここで、初期モードフラグは、「オン」の場合全ての回答者端末２にデフォルト調査票が
送信されるようにし、「オフ」の場合新調査票が送信されるようにするためのフラグであ
る。初期モードフラグは、デフォルトで「オフ」が記憶されているものとする。さらに、
調査実行モジュール７は、図２０、図２１（ａ）及び（ｂ）に例示する調査計画設定画面
における優先調査条件などの入力を受け付け、アンケート処理サーバ１の図示しないＤＲ
ＡＭなどに記憶する。ここで、優先調査条件とは、例えば図２０に示す調査計画設定画面
において、「調査票の配布を均一とせず、順序をつける」にチェックをつけて回答者ＤＢ
４２の「優先順序」フィールドに順序を設定したり、「詳細条件」ラジオボタンを選択し
て過去の調査回数及び自由回答の回数をリストボックスで選択したり、「支店長に優先的
に調査票を配布する」にチェックをしたり、「特定の調査者に優先的に調査票を配布する
」をチェックして特定の回答者の氏名をリストボックスで選択したりすることである。尚
、これらの調査計画設定画面は、機密性保護の観点から、特定の者がアクセス可能とする
ことが好ましい。
【００２３】
　調査結果表示モジュール８は、集計ＤＢ４４に蓄積されるデータに基づき、図１４及び
１６（ｂ）に例示するアンケート集計結果を例えばアンケート処理サーバ１の図示しない
ディスプレイに表示する。自由回答処理モジュール９は、回答データに含まれる自由回答
を調査票ＤＢ４１に蓄積するなどの処理を行う。認証モジュール１０は、図１１に例示す
る、回答者端末２のＷｅｂブラウザ２１に表示されるログイン画面から入力される「回答
者ＩＤ」及び「パスワード」の組み合わせが回答者ＤＢ４２のレコードのいずれかに一致
する（以下、回答者端末２がログインしたという）場合、その回答者ＩＤ及びパスワード
の入力のあったＷｅｂブラウザ２１にＷｅｂサーバ３が調査票ページを送信することを許
可する。
【００２４】
　図２は、調査票ＤＢ４１に蓄積されるデータをテーブル形式で例示した説明図である。
調査票ＤＢ４１は、フィールドとして「調査ＩＤ」、「調査目的」、「モード」、「質問
ＩＤ」、「質問内容」、「選択肢ＩＤ」、「選択肢内容」及び「サブ選択肢」を有する。
「調査ＩＤ」は、アンケート調査を行う目的を達成するために必要な１以上の調査票ペー
ジからなる集合（以下、アンケートという）の識別子である。「調査目的」は、アンケー
ト調査を行う目的を示す。ここでは、「新発売のシックスパラについて」が調査目的とし
て蓄積されている。「モード」には、「初期」または「通常」が蓄積され、後述のモード
調査処理で参照される。「質問ＩＤ」は、アンケートに含まれる質問の識別子である。「
質問内容」は、調査票ページに表示される質問の内容である。「選択肢ＩＤ」は、回答の
選択肢の識別子である。「選択肢内容」は、調査票ページに表示される回答の選択肢の内
容である。
【００２５】
　図３は、回答者ＤＢ４２に蓄積されるデータをテーブル形式で例示した説明図である。
回答者ＤＢ４２は、フィールドとして「回答者ＩＤ」、「回答者」、「パスワード」、「
回答済調査ＩＤ」、「自由回答数」及び「優先順位」を有している。「回答者ＩＤ」は、
回答データを送信した回答者の識別子である。「回答者」は、対応する回答者ＩＤで識別
される回答者の氏名である。「パスワード」は、回答者の認証情報であり、後述のメイン
処理で使用される。「回答済調査ＩＤ」は、アンケート処理サーバ１が回答者から既に回
答データを受信したアンケートの調査ＩＤであり、調査実行モジュール７により更新され
る。「自由回答数」は、回答者が今まで送信した回答データに含まれる自由回答の数であ
る。「自由回答数」は、回答者が作成した自由回答の数を示し、自由回答処理モジュール
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９により更新される。「優先順位」は、調査実行モジュール７が調査票ページを回答者に
送信する順序である。
【００２６】
　図４は、回答ＤＢ４３に蓄積されるデータを例示した説明図である。このＤＢには、各
回答者に表示された回答の選択肢及び選択結果が、質問ごとに記憶されている。回答ＤＢ
４３に蓄積されるデータは、回答データに基づいて作成される。
　図５は、集計ＤＢ４４に蓄積されるデータをテーブル形式で例示した説明図である。こ
のテーブルは、フィールドとして「調査ＩＤ」、「質問ＩＤ」、「選択肢ＩＤ」及び「回
答者数」を有している。「調査ＩＤ」、「質問ＩＤ」及び「選択肢ＩＤ」は前述と同様で
ある。「回答者数」は、ある選択肢を選択した回答者の総数である。集計ＤＢ４４に蓄積
されるデータに基づき、図１４に例示する集計結果ページが作成される。
【００２７】
　（２）処理の流れ
　（２－１）アンケート処理サーバで行われる処理
　アンケート処理サーバ１は、メイン処理と、優先調査処理と、再調査処理とを実行する
。以下、これらの処理について詳細に説明する。
　（２－１－１）メイン処理
　図７は、メイン処理の流れを示すフローチャートである。この処理では、自由回答が既
存の選択肢と同一でない場合、自由回答が調査票ＤＢ４１の「選択肢内容」に新しい選択
肢ＩＤと共に登録される。この処理は、図２０に例示する調査計画画面の「開始時期」に
現在の日時が到達したときに開始する。
【００２８】
　ステップＳ１：認証モジュールは１０、回答者端末２がログインした上で調査票ページ
の送信を要求したか否かを判断する。要求した場合、ステップＳ２へ移行する。要求しな
かった場合、回答者端末２がログインした上で調査票ページの送信を要求するまで上記判
断を繰り返す。
　ステップＳ２：調査実行モジュール７は、後述する初期モードフラグがオンであるか否
かを判断する。初期モードフラグがオンの場合、ステップＳ４へ移行する。初期モードフ
ラグがオフの場合、ステップＳ３へ移行する。
【００２９】
　ステップＳ３：調査票作成モジュール６は、調査票ＤＢ４１のデータに基いて調査票ペ
ージをＨＴＭＬファイルなどにより作成し、Ｗｅｂサーバ３に記憶する。
　ステップＳ４：Ｗｅｂサーバ３は、記憶されている調査票ページ、即ちデフォルト調査
票ページまたは新調査票ページを調査票ページの送信を要求した回答者端末２に送信する
。
【００３０】
　ステップＳ５：調査実行モジュール７は、回答者端末２から回答データを受信したか否
かを判断する。受信した場合、ステップＳ５へ移行する。受信していない場合、ステップ
Ｓ４を繰り返し、受信を待機する。
　ステップＳ６：自由回答処理モジュール９は、回答データが自由回答を含んでいるか否
かを判断する。自由回答を含んでいる場合、ステップＳ６へ移行する。自由回答を含んで
いない場合、ステップＳ１１へ移行する。
【００３１】
　ステップＳ７：自由回答処理モジュール９は、調査票ＤＢ４１を参照し、その自由回答
のされた調査及び質問と対応する選択肢内容（以下、既存選択肢という）のいずれかと、
自由回答の内容とが同一か否かを判断する。同一の場合、ステップＳ８へ移行する。同一
でない場合、ステップＳ１２へ移行する。ここで、自由回答の内容が既存選択肢と同一か
否かの判断は、次のようにして行われる。例えば、既存選択肢に含まれるキーワードの一
部を自由回答が含んでいる場合、同一であると判断する。あるいは、既存選択肢とその既
存選択肢と部分的に同一の内容である文章とを対応づけて別途データベースに登録してお
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く。そして、自由回答が登録された文章を含む場合、その文章に対応する既存選択肢と同
一であると判断する。
【００３２】
　ステップＳ８：調査実行モジュール７は、図１９（ｂ）に例示する確認画面をＷｅｂブ
ラウザ２１に提供して表示させる。図１９（ｂ）に例示する確認画面には、既存選択肢「
独特の匂い」と、図１９（ａ）に例示される自由回答「刺激臭がする」の内容とが同一で
あるか否かを尋ねる内容が表示されている。
　ステップＳ９：調査実行モジュール７は、確認画面において入力された自由回答が既存
選択肢と同一であることを確認した旨の入力があったか否かを判断する。例えば、図１９
（ｂ）に例示する確認画面で、「はい」がクリックされた場合、入力があったと判断する
。同一であることを確認しない旨の入力があった場合、例えば、図１９（ｂ）に例示する
確認画面で、「いいえ」ボタンがクリックされた場合、同一であることを確認した旨の入
力がなかったと判断する。入力があった場合、ステップＳ１０へ移行する。入力がなかっ
た場合、ステップＳ１２へ移行する。
【００３３】
　ステップＳ１０：調査実行モジュール７は、集計ＤＢ４４において、ステップＳ７で同
一と判断された既存選択肢の回答者数に１を加算して更新する。
　ステップＳ１１：調査実行モジュール７は、集計ＤＢ４４において、選択回答に対応す
る回答者数に１を加算する。
　ステップＳ１２：自由回答処理モジュール９は、回答データに含まれる自由回答に選択
肢ＩＤを付与し、この自由回答を調査ＩＤ及び質問ＩＤに対応づけて調査票ＤＢ４１に登
録する。
【００３４】
　以上の処理により、自由回答があった場合で自由回答の内容が既存選択肢と実質的に同
一でないとき、自由回答が選択肢として調査票ＤＢ４１に記憶される。そして、調査票Ｄ
Ｂ４１に基づいて新調査票ページが作成され回答者端末に送信される。例えば、図１５（
ａ）に示すようにある調査ＩＤ及び質問ＩＤで特定されるデフォルト調査票ページに入力
された自由回答は、同図（ｂ）に例示するように、そのままその調査ＩＤ及び質問ＩＤに
対応する回答の選択肢として新調査票ページに表示されている。即ち、ある回答者の自由
回答「苦味がある」の内容は、既存選択肢「独特の色」及び「独特の匂い」のいずれとも
実質的に同一でないため調査票ＤＢ４１に記憶される。そして、デフォルト調査票ページ
において、自由回答「苦味がある」が選択肢に追加された新調査票ページが作成される。
従って、回答者が既に行われた自由回答を回答の指針となる選択肢として参照できる。ま
た、この既に行われた自由回答を自分の意見として選択できるため、わざわざ自由回答を
入力しなくても自分の意見に合う回答を選択しやすくなり、回答者の多彩な意見を吸い上
げやすい。加えて、本来自由回答として処理すべき回答を選択回答として集計でき、アン
ケート集計の省力化ができる。また、前の回答者が入力した自由回答が次の回答者の選択
回答の選択肢となるため、アンケート実施者がアンケートに際し選択肢を用意しなくても
調査を開始して回答の指針を提示することができる。一方、上述の通り既存選択肢「独特
の色」及び「独特の匂い」と実質的に同一の内容でない自由回答「苦味がある」が選択肢
として追加されるため、内容の重複した選択肢の追加を防ぐことができる。この際、図１
９（ａ）に例示するような自由回答が入力された場合、この自由回答の内容と既存選択肢
との同一の判断が正しいか否かを図１９（ｂ）に例示する確認画面で回答者に確認するた
め、同一の信憑性も担保できる。
【００３５】
　また、以上の処理により、自由回答の内容が既存選択肢と実質的に同一の場合、選択肢
の選択として集計される。例えば、図１６（ａ）に示すように、自由回答として「苦い味
がする」が入力されたとする。自由回答処理モジュール８は、この自由回答が選択肢「苦
味がある」と同一の内容であると判断する。そして、この自由回答は図１６（ｂ）に例示
するように「苦味がある」の選択肢を選択したものとして集計される。このように、自由
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回答が既存選択肢の選択回答として集計され、アンケート実施者が自由回答を集計する手
間を省くことができる。この際、自由回答の内容と既存選択肢との同一性の判断が正しい
か否かを回答者に確認するため、集計結果の信憑性も担保できる。
【００３６】
　（２－１－２）優先調査処理
　図８は、優先調査処理の流れを示すフローチャートである。この処理は、特定の回答者
端末２からの回答を優先的に収集する。この処理は、図２０に例示する調査計画画面の「
開始時期」に現在の日時が到達したときに開始する。また、この処理は、メイン処理とは
独立して実行される。
【００３７】
　ステップＳ３１：調査実行モジュール７は、優先調査条件の設定がアンケート処理サー
バ１の図示しないＤＲＡＭなどに記憶されているか否かを判断する。条件の設定が記憶さ
れている場合、ステップＳ３２へ移行する。条件の設定が記憶されていない場合、処理を
終了する。
　ステップＳ３２：調査実行モジュール７は、優先調査条件に合致するレコードの回答者
ＩＤを回答者ＤＢ４２から抽出する。抽出は、例えば、優先調査条件をキーに回答者ＤＢ
４２の「回答者」、「回答済調査ＩＤ」、「自由回答数」、「優先順序」フィールドを検
索することで行われる。
【００３８】
　ステップＳ３３：調査実行モジュール７は、初期モードフラグを「オン」に更新し、送
信メールサーバ１１に対し、抽出された回答者ＩＤで特定される回答者（以下、優先回答
者という）のログインしている回答者端末２に調査票ページのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）をハイパーリンクした電子メールを送信することを
依頼する。
【００３９】
　ステップＳ３４：調査実行モジュール７は、優先回答者のログインした回答者端末２の
全てから回答データを受信したか否かを判断する。全ての回答データを受信した場合、ス
テップＳ３５へ移行する。全ての回答データを受信していない場合、本ステップを繰り返
して全ての回答データの受信を待機する。
　ステップＳ３５：調査実行モジュール７は、回答者ＤＢ４２の「回答済調査ＩＤ」フィ
ールドを参照し、ステップＳ３３で調査票ページＵＲＬを送信していない回答者（以下、
非優先回答者という）のログインした回答者端末２を特定する。そして、送信メールサー
バ１１に対し、非優先回答者のログインした回答者端末２に調査票ページのＵＲＬをハイ
パーリンクした電子メールを送信することを依頼する。そして、調査実行モジュール７は
、初期モードフラグをオフに更新する。
【００４０】
　以上の処理により、オピニオンリーダー的な存在の回答者や、特定の役職にある回答者
や、自由回答の多い回答者などを優先調査条件設定で指定しておき、このような回答者か
らの自由回答を先に収集しておき、後から一括して選択肢に加えることができる。従って
、非優先回答者は優先回答者の自由な意見が反映された選択肢を選択できるようになり、
アンケート実施者は多様かつ自由な意見の集計を容易に行うことができる。
【００４１】
　尚、前述のメイン処理において、優先回答者の回答者端末２にはデフォルト調査票ペー
ジが、非優先回答者の回答者端末２には新調査票ページがそれぞれ送信される。従って、
優先回答者は他の優先回答者の自由回答を参照できないため、自由な発想に基づく意見の
入力が促進される。一方、非優先回答者には、オピニオンリーダー的な存在の回答者や、
特定の役職にある回答者や、自由回答の多い回答者などの優先回答者の自由な発想に基づ
く意見を一括して選択肢に追加した新調査票ページが送信される。従って、非優先回答者
は、優先回答者の自由な発想に基づく意見をまとめて選択肢として参照、選択できる。
【００４２】
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　（２－１－３）再調査処理
　図９は、再調査処理の流れを示すフローチャートである。この処理では、一旦回答をし
た回答者に対し自由回答が選択肢に追加された新調査票ページのＵＲＬを送信し再回答を
依頼する。
　ステップＳ４１：調査実行モジュール７は、調査票ＤＢ４１を参照し、（ある質問Ｑの
選択肢の総数ｎ）≧（所定の上限値ｎｍａｘ）となったか否かを判断する。ｎ≧ｎｍａｘ
の場合、ステップＳ４２へ移行する。ｎ＜ｎｍａｘの場合、処理を終了する。
【００４３】
　ステップＳ４２：調査実行モジュール７は、回答ＤＢ４３を参照し、質問Ｑに回答した
時に選択可能であった選択肢の総数が所定の下限値ｎｍｉｎ以下の回答者（以下、再調査
対象回答者）の回答者ＩＤを抽出する。なお、ｎｍａｘ及びｎｍｉｎの値は、図２１（ａ
）に例示する調査計画設定画面で設定できる。この図では、一例としてｎｍａｘ＝８及び
ｎｍｉｎ＝３が設定されている。
【００４４】
　ステップＳ４３：調査実行モジュール７は、送信メールサーバ１１に対し、再調査対象
回答者の回答者ＩＤでログインされた回答者端末２へ調査票ページのＵＲＬがハイパーリ
ンクされた電子メールの送信を依頼する。図２１（ｂ）は、このＵＲＬで特定される調査
票ページの表示例である。
　以上の処理により、一旦回答が行われた後自由回答が選択肢に追加された場合、図２１
（ｂ）に例示するように既に回答を行った者に追加された選択肢を伴う質問を再び提示す
ることで、全ての回答者に均等な回答条件を与えることができる。
【００４５】
　（２－２）回答者端末で行われる処理
　回答者端末２では、回答支援処理が行われる。図１０は、回答支援処理の流れを示すフ
ローチャートである。この処理は、回答者端末２での自由回答の入力の際、回答者が適切
に回答できるような表示を行った上、入力された選択回答または自由回答を回答データと
してアンケート処理サーバ１に送信する。
【００４６】
　ステップＳ２１：回答支援モジュール２２は、現在自由回答が入力されているか否かを
判断する。自由回答が入力されている場合、ステップＳ２２へ移行する。自由回答が入力
されていない場合、上記判断を繰り返して入力を待機する。
　ステップＳ２２：回答支援モジュール２２は、入力されている自由回答の内容が調査票
ページの選択肢のいずれかと同一であるか否かを判断する。同一の場合、ステップＳ２３
へ移行する。同一でない場合、ステップＳ２１へ戻る。ここで、同一か否かの判断は、次
のようにして行われる。例えば、ある選択肢に含まれるキーワードの一部を入力中の自由
回答が含んでいる場合、同一であると判断する。あるいは、選択肢と、その選択肢と部分
的に同一の内容である単語や文章とを対応づけて別途図示しない回答者端末２のデータベ
ースに登録しておく。そして、入力中の自由回答が登録された単語や文章を含む場合、そ
れに対応する選択肢と同一であると判断する。
【００４７】
　ステップＳ２３：回答支援モジュール２２は、Ｗｅｂブラウザ２１に回答支援表示をさ
せる。回答支援表示は、例えば次のようにして行われる。例えば、図１７（ａ）に示すよ
うに、自由回答として「苦い味」が入力されているとする。回答支援モジュール２２は、
この自由回答が選択肢「苦味がある」と同一の内容であると判断した場合、この自由回答
は図１７（ｂ）に例示するように「苦味がある」の選択肢を強調表示させる。あるいは、
例えば、図１８（ａ）に示すように、自由回答として「苦」が入力されたとする。回答支
援モジュール２２は、この自由回答が選択肢「苦味がある」と同一の内容であると判断し
た場合、図１８（ｂ）に例示するように選択肢と同一の内容である文書「苦味がある」を
自由回答を入力するテキストボックスに表示させる。
【００４８】
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　ステップＳ２４：回答支援モジュール２２は、図１７または１８に例示する調査票ペー
ジの「送信する」ボタンがクリックされたか否かを判断する。クリックされた場合、ステ
ップＳ２５へ移行する。クリックされていない場合、上記判断を繰り返してクリックを待
機する。
　ステップＳ２５：回答支援モジュール２２は、調査票ページに入力された選択回答また
は自由回答を含む回答データをアンケート処理サーバ１に送信する。
【００４９】
　以上の処理により、自由回答の内容が選択肢と同じ内容の場合、その選択肢と同様の内
容の自由回答が表示されたり、その選択肢が強調表示されるなどの回答支援表示が行われ
る。従って、既存の選択肢と同じような自由回答が入力する無駄を防ぐことができ、自由
回答の入力が簡略化できる。加えて、前述のメイン処理で、既存の選択肢と同じような自
由回答が選択肢として調査票ＤＢ４１に登録されることを防ぐこともできる。
【００５０】
　＜第２実施形態＞
　前記第１実施形態では、選択回答は選択肢の選択で行われ、それに付随してコメントな
どの自由な意見を入力できないが、選択肢の選択に付随するコメントをさらに入力できる
ようにしてもよい。そして、そのコメントをさらに選択肢として記憶してもよい。例えば
、アンケート処理システムを第１実施形態と同様にアンケート処理サーバ１及び回答者端
末２により構成する。ここで、図２２に例示するように、アンケート処理サーバ１の調査
票ＤＢ４１は、第１実施形態の調査票ＤＢ４１において、フィールドとして「サブ選択肢
ＩＤ」、及び「サブ選択肢」をさらに有する。「サブ選択肢ＩＤ」は、図２３（ｃ）及び
（ｄ）に例示する、選択肢に付随して表示される選択肢であるサブ選択肢の識別子である
。「サブ選択肢」は、調査票ページに表示されるサブ選択肢の内容である。図２２に例示
するように、１つの選択肢ＩＤに対し、１または複数のサブ選択肢ＩＤを対応づけること
が可能である。
【００５１】
　一方、図２３（ａ）、（ｃ）及び（ｄ）に例示する調査票ページには、「サブ自由回答
」ボタンを設けておく。このボタンには、図２３（ｂ）に例示するサブページがリンクさ
れており、このボタンをクリックするとＷｅｂサーバ３からＷｅｂブラウザ２１へサブペ
ージが送信される。サブページは、各選択肢ごとに設けられており、例えば図２３（ｂ）
のサブページは、選択肢「独特の匂い」に対応している。
【００５２】
　このサブページで、任意のテキストが入力（以下、サブ自由回答という）されて「送信
」ボタンが押されると、回答支援モジュール２２は、サブ自由回答を図示しないＤＲＡＭ
などに記憶する。そして、図２３（ａ）に例示する調査票ページにおいて「送信ボタン」
が押されると、回答支援モジュール２２は、記憶されたサブ自由回答を含む回答データを
第１実施形態と同様に作成しアンケート処理サーバ１に送信する。
【００５３】
　アンケート処理サーバ１は、回答データを受信すると、第１実施形態の自由回答と同様
、回答データに含まれるサブ自由回答にサブ選択肢ＩＤをさらに付与し、このサブ自由回
答を調査ＩＤ及び質問ＩＤと対応づけて調査票ＤＢ４１にさらに登録する。そして、アン
ケート処理サーバ１は、第１実施形態と同様、調査票ＤＢ４１に基づいて新調査ページを
作成して送信する。この新調査票ページは、図２３（ｃ）に例示するように、サブ選択肢
が対応する選択肢と関連づけられて表示されている。そして、このサブ選択肢は、対応す
る選択肢の選択に付随して選択できる。そして、サブ選択肢を選択すると、第１実施形態
と同様、回答支援モジュール２２は選択されたサブ選択肢のサブ選択肢ＩＤをさらに含む
回答データを作成して送信する。この回答データに基づき、アンケート処理サーバ１は、
サブ選択肢の選択（以下、サブ選択回答）を第１実施形態と同様集計できる。
【００５４】
　例えば、図２３（ｂ）に示すように、選択肢「独特の匂い」に対しサブ自由回答「２０
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代に匂いの評判が悪い」が入力され、「送信ボタン」がクリックされると、図２３（ｃ）
に例示するように、入力された自由回答が選択肢「独特の匂い」に関連づけられて表示さ
れる新調査票ページが作成される。新調査票ページには、図２３（ｃ）に例示するように
選択肢「独特の匂い」に付随するサブ選択肢として「２０代に匂いの評判が悪い」が表示
される。このサブ選択肢は、選択肢「独特の匂い」の選択に付随して選択可能である。
【００５５】
　尚、図２３（ｃ）及び（ｄ）に例示するように、サブ選択肢に対してさらに「サブ自由
回答」ボタンを設け、このボタンがクリックされると図２３（ｂ）と同様にしてサブペー
ジを表示させてさらにサブ自由回答を入力できるようにしてもよい。そして、調査票ＤＢ
４１に対応するサブ選択肢ＩＤフィールド及びサブ選択肢フィールドをさらに設けてさら
に入力されたサブ自由回答をサブ選択肢として登録できるようにしてもよい。また、同一
の選択肢に付随する複数のサブ自由回答があった場合、図２３（ｄ）に例示するように同
一の選択肢に付随する複数のサブ選択肢を表示してもよい。
【００５６】
　以上により、既存の選択肢をさらに細かく記述するサブ自由回答を入力できる。従って
、単なる自由回答の入力のように回答内容が不必要に発散することを防ぎ、自由回答の文
字数も減らすことができる。一方、サブ自由回答はサブ選択肢として新調査票に追加され
、サブ選択肢は選択肢の選択に付随して入力できるため、既存の選択肢についてさらに細
かい意見が述べられるサブ選択回答を容易に集計できる。
【００５７】
　＜その他の実施形態＞
　（Ａ）前記第１実施形態において、選択肢として記憶された自由回答を、アンケート実
施者が事前に用意した選択肢と区別したり、どの優先回答者の回答に由来するかを区別す
るため、この自由回答に識別子を付与して記憶したり、回答者の識別子と対応づけて記憶
してもよい。そして、選択肢には、アンケート実施者が事前に用意したものである旨の表
示や、どの優先回答者の自由回答に由来するものかを表示する。このようにすれば、上記
第１実施形態の非優先回答者は、オピニオンリーダー的存在の回答者や特定の役職にある
回答者などによる自由回答をさらに参照しやすくなる。
【００５８】
　（Ｂ）前記第１実施形態のメイン処理のステップＳ３において新調査票ページが作成さ
れた場合、まだ回答データを送信していない回答者端末２にこの旨を通知してもよい。例
えば、調査実行モジュール７が、回答者ＤＢ４２の「回答済調査ＩＤ」を参照して回答デ
ータを送信していない回答者端末２を特定する。そして、調査票ページの選択肢が増加し
たためＷｅｂブラウザ２１の更新（リロード）ボタンの押下が必要である旨の電子メール
を特定された回答者端末２に送信するよう送信メールサーバ１１に依頼する。あるいは、
回答支援モジュール２２がこの通知を受信した場合、調査票ページを更新（リロード）す
るようＷｅｂブラウザ２１に指示するようにしてもよい。このようにすれば、既に調査票
ページの送信を受けたがまだ回答していない回答者に対し、その後に新たに作成された新
調査票ページを確実に使用させることができる。
【００５９】
　（Ｃ）前述した本発明の方法を実行するプログラムを記録した記録媒体は、本発明に含
まれる。ここで記録媒体としては、コンピュータが読み取り可能なフレキシブルディスク
、ハードディスク、半導体メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＭＯ、その他のものが挙げら
れる。
　＜付記＞
　（付記１）
　少なくとも第１回答者及び第２回答者を含む回答者群に対してアンケートを実行するた
めのアンケート方法であって、
　質問を前記第１回答者に提示する第１質問ステップと、
　前記第１回答者による前記質問に対する任意の回答（以下、自由回答という）の入力を
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受け付ける自由回答ステップと、
　前記第１回答者により入力された自由回答を、前記質問への回答の選択肢として記憶す
る第１記憶ステップと、
　前記第１回答者による自由回答の入力の後に前記第２回答者に前記質問を提示する第２
質問ステップと、
　前記第２回答者に対し、前記第１記憶ステップで記憶した回答の選択肢を提示する提示
ステップと、
　を含むアンケート方法。
【００６０】
　（付記２）
　前記提示ステップで提示された選択肢の選択（以下、選択回答という）を前記第２回答
者から受け付ける選択回答ステップと、
　前記第２回答者による選択回答を記憶する第２記憶ステップと、
　前記第１質問ステップと、前記自由回答ステップと、前記第１記憶ステップと、前記第
２質問ステップと、前記提示ステップと、前記選択回答ステップと、前記第２記憶ステッ
プとを繰り返し、前記選択回答及び前記自由回答を前記回答者群から収集して集計する集
計ステップと、
　をさらに含む、付記１に記載のアンケート方法。
【００６１】
　ここでは、提示ステップで提示された選択肢の第２回答者による選択が受け付けられる
。第２回答者による選択回答が記憶される。そして、第１質問ステップと、自由回答ステ
ップと、記憶ステップと、第２質問ステップと、提示ステップと、選択回答ステップとが
繰り返され、選択回答または自由回答が回答者群から収集されて集計される。
【００６２】
　このように、ここではアンケート回答者に対し既に回答をした回答者の自由回答が選択
肢として提示され、その提示された選択肢を回答として選択することができる。従って、
回答者が自分の意見に近い自由回答を選択でき、わざわざ自由回答を入力しなくても自由
度の高い回答を行うことができる。また、アンケート実施者は、本来自由回答として処理
すべき回答を選択回答として集計でき、アンケート集計の省力化ができる。即ち、アンケ
ート実施者は、多彩な意見を吸い上げつつ意見の収束を期待でき、集計を容易にできるこ
とが期待できる。
【００６３】
　（付記３）
　前記第１回答者により入力された自由回答と前記選択肢とが実質的に同一であるか否か
を判断する第１判断ステップをさらに含む、付記１または２に記載のアンケート方法。
　ここでは、第１回答者により入力された自由回答と選択肢とが同一であるか否かが判断
される。実質的に同一とは、内容の完全な同一及び部分的な同一を含む。
【００６４】
　このように、ここでは第１回答者により入力された自由回答と既存の選択肢との内容の
同一性が判断できる。
　（付記４）
　前記第１記憶ステップは、前記第１回答者により入力された自由回答と前記選択肢とが
実質的に同一でないと判断された場合、前記自由回答を前記質問に対する回答の選択肢と
して記憶する、付記３に記載のアンケート方法。
【００６５】
　ここでは、第１回答者により入力された自由回答と選択肢とが実質的に同一でないと判
断された場合、自由回答が質問の回答の選択肢として記憶される。
　このように、ここでは、自由回答の内容が既存の選択肢と実質的に同一であれば選択肢
として記憶されないため、同じ内容の自由回答が重複して選択肢として記憶されることを
防ぐことができる。
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【００６６】
　（付記５）
　前記第１回答者により入力された自由回答と前記選択肢とが実質的に同一であるか否か
を判断する第１判断ステップをさらに含み、
　前記集計ステップは、前記第１回答者により入力された自由回答が選択肢と実質的に同
一と判断された場合、前記自由回答を前記選択肢の選択による選択回答として集計する、
付記２に記載のアンケート方法。
【００６７】
　ここでは、第１回答者により入力された自由回答が選択肢と実質的に同一と判断された
場合、自由回答が選択肢の選択による選択回答として集計される。
　このように、ここでは、自由回答の内容が選択肢と同じ場合は選択肢の選択として集計
することで、アンケート実施者が自由回答を集計する手間を省くことができる。
【００６８】
　（付記６）
　前記第１回答者により入力された自由回答と前記選択肢とが実質的に同一と判断された
場合、前記判断が正しいか否かの確認を前記第１回答者から受け付ける確認ステップをさ
らに含み、
　前記判断が正しいと確認された場合前記集計を行う、付記４または５に記載のアンケー
ト方法。
【００６９】
　ここでは、第１回答者により入力された自由回答と選択肢とが実質的に同一と判断され
た場合、判断が正しいか否かの確認が第１回答者から受け付けられる。同一の判断が正し
いと確認された場合、集計が行われる。
　このように、ここでは、同一の判断が正しいか否かを確認してから集計することができ
、同一性及び集計結果の信憑性が確保できる。
【００７０】
　（付記７）
　前記第１回答者を指定するための条件の設定を受け付ける条件設定ステップをさらに含
み、
　前記第１質問ステップは、前記条件に基づいて抽出した第１回答者に前記質問を提示す
る、付記１、２、４、５または６に記載のアンケート方法。
【００７１】
　ここでは、第１回答者を指定するための条件の設定が受け付けられる。第１回答者を指
定するための条件の入力とは、例えばある役職にある回答者、過去に自由回答を１回以上
行った回答者、特定の年齢・性別の回答者など、回答者群に含まれる少なくとも１人の回
答者を抽出し、これを第１回答者とすることができるような条件を指定することである。
入力された条件により抽出される少なくとも一人の第１回答者に対し上記第１質問ステッ
プ、自由回答ステップ及び第１記憶ステップが実行される。その後、第２回答者に対し、
上記第２質問ステップ及び提示ステップが実行される。第２回答者に対し、選択回答ステ
ップが実行され、その後集計ステップがさらに実行されることも可能である。
【００７２】
　このように、ここでは、条件を設定すれば、その条件により抽出される少なくとも一人
の第１回答者から自由回答を得ることができる。即ち、例えば複数の自由回答を過去にし
た回答者や、特定の役職者などのオピニオンリーダー的存在の回答者などを第１回答者に
指定して先に第１回答者から自由回答を収集できる。そして、第２回答者には、第１回答
者からの自由回答が選択肢として提示されるため、第２回答者は、例えば過去に自由回答
を多くした第１回答者による多様で豊富な自由回答や、特定の役職者からの参考になりや
すい自由回答を選択肢として参照できる。よって、第２回答者は多様で参考になりやすい
自由回答を選択肢として参照でき、自由な意見をさらに回答しやすくなる。また、第２回
答者がこの選択肢を選択すれば、アンケート実施者は、第１回答者の多彩な意見を吸い上
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げつつ第２回答者の意見の収束や第２回答者による自由回答の減少を期待でき、集計をさ
らに容易にできることが期待できる。
【００７３】
　（付記８）
　前記第１記憶ステップで自由回答を選択肢として記憶することにより前記質問に対応す
る選択肢の数が所定の上限値に達したか否かを判断する第２判断ステップと、
　前記第２回答者に提示した選択肢を前記質問と対応づけて記憶する第３記憶ステップと
、
　前記選択肢の数が上限値に達したと判断した場合、所定の下限値以下の数の選択肢から
選択回答した第２回答者を前記第３記憶ステップで記憶したデータに基づいて抽出し、抽
出した第２回答者に前記質問を提示する再質問ステップと、
　をさらに含む、付記２、４、５または６に記載のアンケート方法。
【００７４】
　ここでは、一旦回答が行われた後自由回答が選択肢に追加された場合、既に回答を行っ
た者に追加された選択肢を伴う質問を再び提示することで、全ての回答者に均等な回答条
件を与えることができる。
　（付記９）
　前記第１質問ステップと、前記自由回答ステップと、前記第１記憶ステップとを繰り返
す繰り返しステップと、
　前記繰り返しステップを終了させ、前記提示ステップと、前記第２質問ステップとを行
う制御ステップと、
　をさらに含む、付記１または２に記載のアンケート方法。
【００７５】
　ここでは、第１質問ステップと、自由回答ステップと、記憶ステップとが繰り返される
。この繰り返しを終了させ、終了は、例えば繰り返し回数の設定、繰り返す時間の設定、
記憶された自由回答の数の設定や、リアルタイムでの繰り返し終了コマンドの実行などに
より行われる。
　このように、ここでは、繰り返しの終了を指定できるため、アンケート実施者は有用な
自由回答が第１回答者から幅広く集まるまで第１回答者へのアンケートを続行できる。ま
た、自由回答の第２回答者への提示は繰り返しの終了後となるため、第２回答者は、既に
回答された自由な意見を一括して参照でき、回答をさらに参照しやすくなり、回答の幅が
広がる。
【００７６】
　（付記１０）
　少なくとも第１回答者及び第２回答者を含む回答者群に対してアンケートを実行するた
めのアンケート装置であって、
　質問を前記第１回答者に提示する第１質問手段と、
　前記第１回答者による前記質問に対する任意の回答（以下、自由回答という）の入力を
受け付ける自由回答手段と、
　前記第１回答者により入力された自由回答を、前記質問への回答の選択肢として記憶す
る第１記憶手段と、
　前記第１回答者による自由回答の入力の後に前記第２回答者に前記質問を提示する第２
質問手段と、
　前記第２回答者に対し、前記第１記憶手段で記憶した回答の選択肢を提示する提示手段
と、
　を含むアンケート装置。
【００７７】
　（付記１１）
　少なくとも第１回答者及び第２回答者を含む回答者群に対してアンケートを実行するた
めのアンケートプログラムであって、
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　質問を前記第１回答者に提示する第１質問手段、
　前記第１回答者による前記質問に対する任意の回答（以下、自由回答という）の入力を
受け付ける自由回答手段、
　前記第１回答者により入力された自由回答を、前記質問への回答の選択肢として記憶す
る第１記憶手段、
　前記第１回答者による自由回答の入力の後に前記第２回答者に前記質問を提示する第２
質問手段、及び
　前記第２回答者に対し、前記第１記憶手段で記憶した回答の選択肢を提示する提示手段
、
　としてコンピュータを機能させるアンケートプログラム。
【００７８】
　（付記１２）
　少なくとも第１回答者及び第２回答者を含む回答者群に対してアンケートを実行するた
めのアンケートプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　質問を前記第１回答者に提示する第１質問手段、
　前記第１回答者による前記質問に対する任意の回答（以下、自由回答という）の入力を
受け付ける自由回答手段、
　前記第１回答者により入力された自由回答を、前記質問への回答の選択肢として記憶す
る第１記憶手段、
　前記第１回答者による自由回答の入力の後に前記第２回答者に前記質問を提示する第２
質問手段、及び
　前記第２回答者に対し、前記第１記憶手段で記憶した回答の選択肢を提示する提示手段
、
　としてコンピュータを機能させるアンケートプログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体。
【００７９】
　（付記１３）
　質問を表示する質問ステップと、
　表示された質問に対する回答の選択肢を表示し、いずれかの選択肢の選択または前記質
問に対する任意の回答（以下、自由回答という）の入力を受け付ける回答ステップと、
　前記自由回答が入力中か否かを判断する第１判断ステップと、
　前記自由回答が入力中である場合、入力されようとしている自由回答と前記選択肢のい
ずれかとが実質的に同一か否かを判断する第２判断ステップと、
　前記第２判断ステップで同一と判断された場合、自由回答または選択回答の入力を支援
する支援ステップと、
　を含むアンケート回答方法。
【００８０】
【発明の効果】
本発明を用いれば、回答者の自由な意見回答を促進し、多様な回答を幅広く収集できるア
ンケートを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係るアンケート処理システムの全体構成図。
【図２】第１実施形態に係る調査票ＤＢに蓄積されるデータの概念説明図。
【図３】回答者ＤＢに蓄積されるデータの概念説明図。
【図４】回答ＤＢに蓄積されるデータの概念説明図。
【図５】集計ＤＢに蓄積されるデータの概念説明図。
【図６】回答データの一例。
【図７】メイン処理のフローチャート。
【図８】優先調査処理のフローチャート。
【図９】再調査処理のフローチャート。
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【図１０】回答支援処理のフローチャート。
【図１１】ログイン画面の一例。
【図１２】調査票ページの一例。
【図１３】（ａ）調査票ページの一例。
（ｂ）コメント入力画面の一例。
【図１４】集計結果ページの一例。
【図１５】（ａ）自由回答の入力例。
（ｂ）メイン処理により作成された調査票ページの一例。
【図１６】（ａ）自由回答の入力例。
（ｂ）集計結果ページの一例。
【図１７】（ａ）自由回答の入力例。
（ｂ）回答支援処理により強調表示された選択肢の一例。
【図１８】（ａ）自由回答の入力例。
（ｂ）回答支援処理により表示された自由回答の一例。
【図１９】（ａ）自由回答の入力例。
（ｂ）メイン処理により提供された確認画面の一例。
【図２０】調査計画設定画面の一例。
【図２１】（ａ）調査計画設定画面の一例。
（ｂ）再調査処理で送信されたＵＲＬにより表示される調査票ページの一例。
【図２２】第２実施形態に係る調査票ＤＢに蓄積されるデータの概念説明図。
【図２３】（ａ）調査票ページの一例。
（ｂ）サブページの一例。
（ｃ）サブ選択肢の表示された調査票ページの一例。
（ｄ）サブ選択肢の表示された調査票ページの一例。
【符号の説明】
１：アンケート処理サーバ
２：回答者端末
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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