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マウスの軌跡を用いた WEB アンケートの高情報化
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multi-selectable query. In the second experiment, diﬀerent models using the acceleration, the velocity and other properties of mouse track were applied to the
multi-selectable query. Consequently, the acceleration-model and the average
velocity model well estimated the ranked answers from the mouse track again.

1. は じ め に
日本で初めてのアンケートは昭和 21 年に時事通信により実施された「世論調査」である

Ajax を用いることでマウスの軌跡を時系列座標データとして記録できる．マーケ
ティングや社会調査に多用されつつある WEB アンケートにおいても，回答時のマ
ウスの動きを記録し，これまでの紙面アンケートや単なる CGI ベースのアンケート
では得ることのできなかった付加情報を得ることができる．119 名を対象としたエネ
ルギー技術に関する調査にこの手法を適用し，複数選択型問題の回答から順位付け問
題の回答を予測することや，順位付け問題に対する回答の順位間の差の評価，被験者
の判断基準を推察できることを示した．また，本手法の適応可能性を調べるため，30
名の被験者を対象として実験を行い，複数のモデルを用いて複数選択型問題に対する
回答を分析した．その結果，ある程度小さな加速度でマウスが動きながら選択肢近辺
に滞在している時間を基にした加速度評価モデル，マウスの移動速度に着目した平均
速度モデルでは，質問の内容や選択肢の被選択率にかかわらず，複数選択型問題の回
答から順位付け問題の回答を予測できることを示した．このアンケート方法は導入が
容易であり，簡単な質問，少ない質問数で付加的な詳細情報を得ることができるため，
回答回収率や調査可能設問数など多くの制約をかかえる現在の WEB アンケートに
とって効果的な手法である．

といわれ，その後，高度成長が進むにつれ多様かつ詳細な消費者ニーズを把握するために普
及してきた．現在ではマーケティング，社会調査，心理テストなど，多方面の分野できわめ
て重要な調査手段となっている．アンケートが普及して以降，訪問法，電話調査や郵送法な
どについて研究されてきた．これらのアンケート手法はそれぞれ異なる特徴を持ち，利点
と問題点が存在するため，用途・目的に応じて使い分けられてきた．たとえば訪問法では，
住民票や選挙人名簿を基にした正確なサンプリングが可能であるため信頼のおける調査が
可能となるという利点や，対象者から直接意見を聞くことにより，詳細な意識調査が可能に
なるという利点がある．その反面，多大な時間とコスト，労力が必要になるという問題点も
ある．また，住民台帳のない欧米諸国では母集団の代表性が低下するため，世界規模で同
様の調査を行うことが難しい．最近では日本でもセキュリティの問題や拒否率の高さから訪
問法の適用が困難になりつつあり，電話調査も電話帳掲載率の低下や携帯電話の普及によっ
て状況が変化してきた．

The Development of an Advanced WEB Query
Using a Mouse Movement
Satoshi

Someya,†1,†2

Sakamaki†2

Ryuji
and Koji Okamoto†2

An advanced web-questionnaire method was proposed and evaluated applying it to a social survey and to a marketing research. The method analyzes
answers and time-sequential data of tracks of PC-mouse movement. Data of
mouse track may include additional information, which can’t be obtained in
the case with the traditional paper or CGI-based questionnaire. In the ﬁrst
experiment, the questionnaire about energy technologies was asked to 119 inexpert respondents after showing web-contents as a public outreach. It was
assumed that a rest time of the mouse movement implied a thinking process
as a hesitation of the respondent. Ranked answers were successfully predicted
from the track of mouse and multiple selected answers for the question. The
track of mouse was applicable to detecting the indecision in a ﬁnal reply to a
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一方，近年の IT インフラ・ネットワーク環境の急速な整備にともない，WEB アンケー
トが多用されるようになった．当初はインターネット人口が少なかったことなどから，母
集団の偏りなどが問題になっていたが，インターネット白書 2007 1) ，2008 2) によるとイン
ターネット世帯浸透率 83.3%，インターネット世帯普及率 64.0%，ブロードバンド世帯普
及率 50.9%と報告されるなど，当初問題とされていたインターネット人口の偏り3) が解消
されつつある．WEB 調査会社も増え，大量のデータ収集・処理が容易になったため分析技
術の研究・開発も著しい．調査対象や目的が適切であれば WEB アンケートは既存手法に
比べ，迅速かつ比較的安価でできる効率的なアンケート手法といえる．また，世界同時調査
の実現可能性や集計の簡便さといった利点や，既存手法の調査環境の悪化もあり，WEB ア
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いる．社会の縮図としての母集団を対象とした社会調査に対し，マーケティングは目的がや

ンケートの重要性が高まっている．
アンケートでは，詳細な調査を行うには数多くの詳細な質問が必要であるため回答者の負

や異なり，限られた条件のもとで何らかのデータを得たいという意味合いが強い．そのため

担が増大し，詳細な調査をすることとデータ回収率を向上させることがトレードオフの関係

特定の集団を対象とした確率的データを得るマーケティングには特に有用であり，その研究

になるという問題がある．WEB アンケートでも同様の問題があり，また，WEB の気軽さ

には意義がある．

や秘匿性の高さから，率直な回答を得やすい反面，見かけ上の回収率は高くてもいい加減な

一方，本研究のようにアンケートから少しでも多くの付加的な情報を得ようという研究は

回答が増えるなど，データの信頼性が低下する．回答パターンや論理矛盾などの確認によっ

あまりない．既往の WEB アンケートに関する研究としては，選択肢項目の表示順が回答

て，不正回答を判別する努力が続けられているが，負担の少ない質問票・量でできるだけ多

に与える影響7)–9) や協力対価による影響10),11) ，WEB デザインによる影響12)–14) ，設問文

くの情報を収集することが重要な課題となっている．

や選択肢の長さの影響15)–17) などに関する調査が多い．これらの点についてこれまでのと

一方，Ajax を用いることでマウスの軌跡を時系列座標データとして記録することができ

ころ統一した見解や標準化を目指した提案などは示されておらず，研究が続けられている．

る．これにより，マーケティングや社会調査に多用されつつある WEB アンケートにおいて

多くの研究は社会調査を目的とした WEB アンケートと，従来の紙ベースの手法との違い

も，回答時のマウスの動きを記録し，これまでの紙面アンケートや単なる CGI ベースのア

に着目したものであり，過去の紙ベースのアンケートデータと経時的な比較検討が可能な同

ンケートでは得ることのできなかった付加情報を得ることができる．

等の質の回答を WEB アンケートから得ることを目的とした研究7),18),19) である．

本研究では，簡易的な設問の WEB アンケートに回答する際のマウス軌跡と回答確信度

アンケートにおいて回答者側に起因して生じる誤差には誤回答，虚偽回答，回答の揺れが

の関係を検討し，従来のアンケート結果に加えて，アンケート回答時の迷いといった心理状

ある20) ．前二者は論理矛盾や短すぎる回答時間などから判別することが考えられる．回答

態を加味した付加情報を取得できる詳細アンケート法を提案することを目的とする．また，

の揺れとは，回答時期に影響を受けないと考えられる質問を同じ回答者に 2 回行った場合

2 回の被験者テストによって，提案するアンケート分析モデルの持つ特徴を明らかにする．

に，その回答がしばしば変動して 40%ほどの回答者しか同じ回答をしないことをいう．こ

具体的には後述するように，複数選択型アンケートの回答集計値と順位付け型アンケートの

れは明確な意見が形成されていないことに起因するといわれており，回答の揺れは回避・排

回答集計値は大きく異なるため，前者の回答および回答時のマウスの挙動を利用して，後者

除が難しい．また，回答の揺れがあるにもかかわらず，集団としての意見構造はほぼ変化し

を推定することを試みる．ここで WEB アンケートは個々人に対するケーススタディとは

ないことが分かっている．個々人の回答の揺れは選択肢数にも依存し，選択肢 5 つの単回答

異なり母集団の意見の集計値として利用するものであるため，本研究においても個人の複数

型設問で 30〜50%，複数回答型設問では 40%ほどしか同じ回答をしない20) ．

選択型アンケート回答から個人の順位付けアンケート結果を予測するのではなく，集計値と

そのため本研究においても，個人の回答ではなく，集計値としてのアンケート結果に着目
して検討を行う．

してこれらの評価を行う．
本論文ではまず関連する研究について述べ，その後，WEB アンケートに関する予備実験
の集計結果を述べる．次に，予備実験結果を基に検討したプロトタイプアンケート分析モデ
ル，本実験，修正アンケート分析モデルおよびその結果について述べる．

2.2 マウスの動作に着目した研究
視線は迷いや関心の強さ・部位などと関連があるといわれている21),22) ．また，クイズ形
式の問題に対する回答確信度に着目した例もある23) ．一方，WEB ページで関心のあるリ
ンクをクリックして情報を探すなど PC 画面の閲覧・操作において，状況に依存して視線と

2. 関 連 研 究

マウスの動きとの間に何らかの関係があり24)–27) ，マウスの挙動を利用して閲覧者の興味を

2.1 WEB アンケートに関する研究

分析する試みが行われている28)–30) ．

WEB アンケートは公募型と非公募型に分けられるが，本研究では母集団を明確にしやす

たとえば Byrne ら24) は縦に並んだメニュー項目を見るときの視線とマウスの動きを分析

い非公募型を考える．従来の社会調査法と比べるとベネフィットとデメリットがあり，同じ

し，状況に依存してマウスと視線が一致することがあるとしている．Chen ら25) は WEB

ものではない

3)–6)

．しかし，簡便さや即時性など多くの特徴を持つため，すでに実用されて
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エリアの 84%を視線も訪れ，視線が訪れない領域には 88%の確率でマウスも訪れないこと，
ある領域にマウスが停留している際に 76%の確率で視線も同じエリアにあったこと，そのと
きの視線とマウス間の距離が全体平均で 92 pixel，全体の 40%以上のケースでは 35 pixel 以
内の距離しか離れていなかったとしている．また，総閲覧ページ数 595 ページのうち 50%以
上のページで，マウスと視線の滞在領域に関する時系列データに 0.8 以上の相関があった
としている．Smith ら26) は所定の位置に出現するターゲットをクリックする際の視線と
カーソルの動作は，1) 視線がカーソルに追随してターゲットに向かう，2) 視線がターゲッ
トに向かうマウスより先行する，3) 視線がカーソル位置とターゲット位置を往復する，と
いう 3 パターンに分けられること，特に 1)，2) の動作はほとんどの被験者の応答に見られ
るとしている．Rodden ら27) はグーグル検索ページ閲覧時のマウスと視線の動きを 25 名

175 例について調べ，1) なぞり読み（43/175），2) 読んでいる行にマウスを置く（88/175），
3) マーキング，の 3 つの動作に集約されたとしている．視線が一瞬のみマウス位置から離
れて全項目を上下方向に素早く走査する例や，動作を決めた後でマウスを動かす例も報告し
図 1 アウトリーチ用 WEB ページの例
Fig. 1 Example of the contents and WEB page.

ている．後者はまれであったため例外として分析対象から除外している．

Mueller ら

28)

，土方ら

29)

，Liu ら

30)

はそれぞれ嗜好品購入，自由閲覧，課題の回答検索

というタスク中のマウスの動きを分析し，1) なぞり読み，2) 水平方向にはマウスを動かさ
ずに文字を読む，3) マーキング，4) ドラッグによるテキスト選択（ハイライト），5) スク
ロール，6) リンク選択といった動きを報告している．土方ら

29)

は単に動作を分析するだけ

でなく，マウスの挙動分析を高度な情報推薦に活用している．

「知識のための科学技術」から「社会のための科学技術」31) という変化の中で，既存の科
学技術普及啓蒙活動ではなく，科学者，一般市民などステークホルダが対等な立場で科学
技術についての理解を深める双方向コミュニケーション（パブリックアウトリーチ（以下

WEB アンケートとこれらのタスクは異なる点が多く，また，タスクによってマウスの挙

PO））活動の必要性が高まってきた．PO は特定技術導入のための説得ではなく，双方向的

動や視線とマウスの関係は異なると考えられる．しかし，これらの先行研究から，余白など

なコミュニケーションによって，一般市民が利用する科学技術を選ぶ手助けをすることなど

ではなく意味のある選択肢エリアにマウスが置かれる場合，ある程度高い確率で思考や視線

を目的としている．広範なステークホルダに対して調査を行い，様々な意見を技術開発・導

と強い関係があるものと考えられる．一方，WEB アンケートとマウス動作の関連を調査し

入に反映する必要があるが，WEB は秘匿性が高いため，サイレントマジョリティを対象と

た例，マウスの動作を用いてアンケート回答結果からより詳細な付加情報を取得しようとい

した情報提供や意見回収にも適している．

う試みは例がないため本研究ではこの点に着目した．

3. パブリックアウトリーチにおける WEB アンケート〜予備実験

3.2 予備実験概要
本研究ではまず，WEB を利用してエネルギー技術に関する PO 活動を行い，同時に WEB
アンケートを行った．双方向コミュニケーションシステムの詳細については本論文では省略

3.1 パブリックアウトリーチ

するが，WEB ページの様子を図 1 に示す．風力発電や太陽光発電といった技術について，

本研究ではまず WEB アンケートを実施し，いくつかの異なる設問形式によってどのよ

中学生以上であれば十分に理解できる技術レベルとなるよう，分かりやすい動画と長所短所

うな付加情報を得られる可能性があるか検討した．その一部を本研究の予備実験として利用
するため，以下に概略を述べる．
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図 3 順位付けアンケート回答時の選択履歴例
Fig. 3 Selection time in a ranking query.
図 2 複数選択型アンケート画面の例および回答時のマウスの動き
Fig. 2 Design of the multi-selectable query and tracks of the PC-mouse in replying to the query.

3.3 順位付けアンケートについて

度などに関して，コンテンツ閲覧前に 34 問の質問に答えてもらった．その後，総ページ数

初めに，どのような発電方式の組合せによるエネルギー供給が望ましいかについて，7 つ

41，動画 31 からなる WEB の任意のコンテンツを自由に閲覧してもらい，閲覧後にほぼ同

の選択肢に対する順位付けアンケートを行った例を図 3 に示す．図 3 はある被験者が最終

じ質問 29 問に回答してもらった．閲覧前は属性に関する質問のほか，主に複数選択型のア

的な回答に至るまでの時間と順位の関係を示している．この設問では各エネルギー技術の

ンケートとし，閲覧後は複数選択型アンケートと同じ内容について順位付け回答をしても

組合せについて，電気代，大気中の二酸化炭素濃度，海洋での二酸化炭素濃度，核廃棄物の

らった．

生成量といった項目を列記し，技術オプションの優先順位を尋ねた．このようなコンジョイ

被験者数は主に主婦と高等専門学校生（授業時間を利用）の計 119 名で，10 名はヒアリ

ント分析は主にマーケティング分野において，商品やサービスの持つ複数の要素について，

ングも行い，残り 109 名は WEB のみでの実験とした．この被験者テストでは 30 名からす

顧客はどの点を重視しているのか，また顧客に最も好まれるような要素の組合せはどれかを

べての質問について有効な解答を得た．閲覧時間の長さなどはリクエストしていないが，1

探るために利用されている．

人あたりのテスト時間は約 60 分であった．1 ページあたりの平均アンケート回答時間は 7.5

図 3 の被験者の場合，1〜3 位の項目間で迷っている．この被験者にとって 1 位から 3 位
まではあまり差がなく，3 位と 4 位の間の差が大きな意味を持つと考えられる．4 位以下は

秒であった．
ページデザインの例として，複数選択型アンケートページの画面を図 2 に示した．図中

すべて火力発電を含む選択肢であり，この被験者の技術選択時の判断に与える火力発電の影

のドット線については次章で述べる．アンケートページは解像度 1024 × 768 pixel の画面に

響が大きいことが分かる．また，再生可能エネルギー，原子力，CCS（二酸化炭素回収貯留

最大化して表示させ，ブラウザは Internet Exploler 6 とした．選択肢位置は絶対座標を指

技術）をともなう火力発電の順に好むが，価格が高騰するために再生可能エネルギーのみの

定して固定し，複数選択型アンケートの選択肢間の距離は 52 pixel で一定とした．ページ遷

システムより比較的安価な原子力を優先していると考えられる．

移後のマウスの初期位置はつねに画面下部の「次へ」の位置とし，すべてのアンケートペー
ジでこの位置は同一座標位置に固定した．
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ずしも大半の被験者が 1 位をエアコンとしているわけではないことが分かる．この例では

34 名が選択回答でエアコンを選び，そのうち 20 名が順位付け回答でエアコンを 1 位とし
た．また，PC は選択回答では自動車や CD/DVD，テレビと差があるが，順位付けデータ
ではあまり差がない．すなわち，PC を選ぶ人はやや少なめだが，その中には他の家電機器
よりも優先的に PC 利用を節約するという人がいる．

WEB アンケートでは被験者の負担を下げ，複数選択型アンケートのように比較的回答し
やすい問題形式を採用することが多い．また，回答の質を維持するため経験的に質問数を

30 問以下にすることが多く，質問数の低減のため今回のように同内容の質問を異なる形式
図 4 選択回答と順位回答の差
Fig. 4 Diﬀerences between answers of multi-selectable and prioritized query.

で聞くことはあまりない．つまり，複数選択型の質問のみを行うことが多い．その場合は，
図 4 の「エアコン」の例のように多くの人にとってある程度あてはまり，多くの票を獲得
する選択肢ばかりが目立ち，選ばれないこともあるが選ばれる場合には優先度が高い「PC」

報ではなく，単純なアクション履歴しか考慮していない．また，本論文では以下に述べる複
数選択型アンケートに特に着目するため，順位付けアンケートについてはモデル化などを行

など，一部の人の強い意見を勘案することが難しい．
そこで本研究では複数選択型アンケートの集計結果に対する付加情報として，複数選択型

わず，順位間の差は均一であると見なして，全被験者の回答集計値を計算し，以下の議論を

アンケート回答時のマウスの挙動を利用して順位付けアンケートデータを予測し，1 度の質

すすめる．

問でより多くの情報を得ることを試みる．

3.4 複数選択型アンケートと順位付けアンケートの集計結果に見られる相違点
次に，本論文で特に着目する複数選択型アンケートの単純な集計結果について述べ，本論
文で取り組む問題を改めて明確にする．ここでは WEB コンテンツ閲覧によって被験者の
意見があまり変化しないと予想される問題を例にあげる．
設問内容は温暖化抑制のために使用を節約することができる家電製品を選ぶものであり，

4. 複数選択型アンケートの高情報化
4.1 回答時のマウスの動き
複数選択型アンケート回答時のマウスの動きの分析には，まず，WEB アンケートの特徴
や回答時のマウスの動きの特徴を検討することが必要である．ヒアリング結果および予備実

選択肢は自動車，テレビなど映像機器，CD など音楽機器，エアコン，PC，携帯電話の 6

験で見られた複数選択型アンケート回答時の様子を観察した結果，今回の WEB アンケー

つとした．この設問についてコンテンツ閲覧前に複数回答型アンケートに回答してもらい，

トの特徴としては以下のことが考えられた．

閲覧後に同じ選択肢に対する順位付けアンケートに回答してもらった．この設問の有効回答

(1)

数は 42 である．

マウス動作のターゲットである選択肢およびチェックボックスの位置が既知，かつ，
一定である．

このアンケートの単純集計結果を図 4 に示した．選択回答結果は単純加算により，順位

(2)

各ページでの滞在時間が自由閲覧などに比べて比較的短い．

付回答結果は 1 位から 6 位を 0〜1 の値に換算して得点を決定した．図 4 の各選択肢に対す

(3)

選択肢数および文字数が比較的少ない．

る棒グラフの左が複数選択型アンケート，右が順位付けアンケートの集計結果であり，アン

(4)

質問に対して与えられた類似のオプションの中で主観的に優先度を検討し，複数の選

ケート方式ごとの各選択肢の得点比率を示している．なお，各選択肢の棒グラフ中央の分析

択肢を選ぶ．

( 1 ) については図 2 のようにマウスの初期位置，画面デザインとも一定で，ターゲット

データについては後述する．
図 4 から，複数選択型アンケートによる選択回答点の分布では多くの人が選択するエア

を発見してクリックするという心理学実験やポインティングデバイス開発のための実験とは

コンが突出するものの，順位付けデータではエアコンが 1 位とはいえ，さほど突出せず，必

異なり，Byrne ら24) や Smith ら26) の実験と比較的似た状況である．( 2 ) についてはあま

情報処理学会論文誌

Vol. 50

No. 12

3284–3296 (Dec. 2009)

c 2009 Information Processing Society of Japan


3289

マウスの軌跡を用いた WEB アンケートの高情報化

り時間をかけずに回答を終える意識が働くことがヒアリングからも分かっており，予備実験

Chen ら25) は 40%以上のケースで視線–マウス間距離が 35 pixel 以内と報告しているが，

における 1 問あたりの平均回答時間は 7.5 秒と比較的短かった．( 3 ) について，検索タスク

これは本研究のアンケートにおける選択肢間距離（52 pixel）より小さい．Smith ら26) は

や自由閲覧，e-learning ではページいっぱいに情報が示されるが，今回のアンケートでは選

視線がマウスに追随あるいは先行するケースがほとんどの被験者に見られると述べている．

択肢数 6 個以下，文字数は約 10 文字以下であり，読むべき文字数が非常に少ない．( 4 ) に

この時間遅れは今回の場合もありうるが判断がつかない．検索タスクや自由閲覧時のマウス

25),27)–30)

では，最適と思われ

の挙動に関する報告27)–30) では，(a) なぞり読み，(b) マーキング，(c) ハイライト，(d) ス

る 1 つのリンクをクリックして別のページを閲覧するのに対し，複数選択型アンケートで

クロール，(e) 高さ位置のみマウスと視線が一致する，といったケースを報告している．本

は複数の選択肢をチェックするのみである．

WEB アンケートでは選択肢数・選択肢文字数が少なく，(a) を示唆する水平方向の移動は

ついて，検索タスクや自由閲覧におけるページ遷移のケース

回答時のマウスの挙動については主に以下の 3 つのパターンが見られた．図 2 には濃淡

ほとんど見られなかった．自由閲覧と複数選択型アンケートの違いを考えると (b) や (c) も

を変化させたドットでこれらのパターンにあてはまるマウスの動きの例を描画した．図中の

ほとんど生じないと考えられ，1 秒以上の間 1 カ所にマウスが停留し続けることはなかっ

ドットは 100 ミリ秒ごとのマウスの位置を示している．

た．本アンケートは選択肢数が少ないためスクロールバーは表示されず (d) は生じえない．

(i)

(a) と (e) は視線がその項目を見ているという点で共通で，マウスの高さ座標のみを考える

（黒）すぐに初期位置から上に移動し，該当する項目を選択しながら，チェックボッ
クスと選択肢の文字部のみを上から下に向かって下降する．

(ii) （薄いグレー）少しの間，初期位置にとどまってから (i) と同様の動きを示す．
(iii) （濃いグレー）すぐに右上方へ移動しつつ，一番上の選択肢位置を訪れ，その後，(i)，
(ii) 同様にチェックボックス近傍を下に向かって移動する．
(i) ではマウスが問題文の位置まで移動するケースもあったが，問題文を読んですぐにマ

場合は (a)，(e) を区別する必要がない．
図 2 および本節で述べた特徴から，本 WEB アンケート回答時の選択肢付近でのマウス
の挙動は被験者の視線の動き，あるいは被験者の思考状態と関連を持ち，視線や思考状態を
表す指標になりうると考えられる．

4.2 複数選択型アンケートモデルの概念

ウスを動かし始めている．(ii) では問題を読みつつ選択肢を確認し，少し考えてからマウス

複数選択型アンケートに対し，被験者がどのように回答するのかについて，次のようにモ

動作を開始している．ヒアリングをともなう対面式の被験者では，この (i)，(ii) の違いを明

デル化する．まず，被験者にとって，アンケートの各項目に対する回答は 0 か 1 という二

確に確認できたが，WEB のみの被験者の場合，(i)，(ii) の区別は明確ではない．約 1 秒以

値データによって表されるのではなく，0 と 1 の範囲内の連続的な数値（潜在得点）によっ

内にマウスが動き出す被験者と，2〜3 秒してからマウスが動き始めるケースが見られたた

て表されるものとする．また，被験者はある一定の判断基準（閾値）を持っており，潜在得

め，前者が (i)，後者が (ii) に該当すると思われる．(iii) は問題文や選択肢を読みつつ，マウ

点がその閾値を上回ると選択され，逆に下回ると非選択とされるとする．つまり，一般的な

スを上へ移動させている，と考えられる．なお，回答時間が 30 秒以上と長く，途中で会話

アンケート結果は，被験者それぞれが持っている潜在得点を二値化した結果であるというこ

などにより回答を中断したと思われるケースが若干みられたが，これらは回答時間 30 秒以

とができる．逆にアンケート回答時の詳細データから，二値化される前の潜在得点を評価す

内を基準に例外として排除した．その他のマウス挙動はすべて (i)〜(iii) に該当し，81%が

ることができれば，被験者の意見をより深く反映したアンケート結果を得ることが可能と

(i)，12%が (ii)，残りが (iii) であった．

なる．

Byrne ら24) のメニュー項目選択実験では，視線とマウス動作が一致する，または，視線

図 2 の黒いドットの例では，「次へ」の文字位置を始点とし，まず初めに一番上の選択肢

のみが動いてターゲットを発見しマウスはクリック動作のためだけに動くという結果であっ

位置にマウスが到達し，徐々に下へ降りながら CD/DVD のチェックボックスに接近した後，

た．(i) は前者に相当し，視線とマウスが一致していると考えられる．今回は後者に類する

その下のエアコンのチェックボックスに移動している．そして再度上にあがり，自動車とテ

(ii) の動きは少数であり，また，マウスが初期位置にとどまる時間も回答時間の 1/3 以下と

レビの間を往復した後，自動車を選択し，そのまま下降してエアコンを選んでから「次へ」

短かった．マウスが選択肢上を下がってくる段階では (i)〜(iii) の挙動が類似しており，い

に戻っている．自動車とエアコンはある程度迷ったうえで選択し，テレビや CD/DVD につ

ずれのケースでも視線とマウスが一致している可能性がある．

いては迷ったが選択せず，PC と携帯のエリアは通過しただけである．
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時間は様々である．この個人差を打ち消すため，各被験者が複数選択型アンケート全体に要
した回答時間をアンケート項目数で除し，この平均回答時間を用いた特性時間 τ で規格化
する．なお，図 5 は平均回答時間を 5 とした場合の例である．

4.3 プロトタイプ分析モデルと予備評価
前節で述べたモデルの考え方に基づき，まず，プロトタイプモデルでは，選択肢付近に停
留としていると見なすための条件を，マウスの上下方向速度が 0 であることとした．図 2 に
黒い点線の枠で示したエリアを選択肢付近のエリアとした．上下方向には 1 選択肢あたりの
幅を 52 pixel とした．たとえば「次へ」の位置は対象外である．水平方向はチェックボック
スの左 30 pixel まで，および最も外側の選択肢文字の右 70 pixel までとした．ただし 4.1 節
ケース (iii)，図 2 中の濃いグレーのように水平方向にエリアをはずれるケースは稀だった．
なお，マウスと視線の位置が上下方向に若干ずれている可能性もあり，この誤差は排除で

図 5 潜在得点決定関数 F (tn )
Fig. 5 A function for estimating implicit answers, F (tn ).

きない．ただし WEB アンケートでは選択肢並べ順をランダムに入れ替えることが多いた
め，このエラーによるアンケート集計値への影響は大きくないと考えられる．さらに，ある

注視が選択肢に対する迷いを表すと仮定すると，本アンケートでは選択肢付近にマウスが

選択肢を選択した後，マウスをその選択肢位置に停留させたまま他の選択肢について検討す

停留する場合に視線も同じエリアを見ている可能性が高いことから，選択肢付近におけるマ

るというケースも生じうる．これについてもマウスの動きのみから状況を判断して完全に排

ウスの軌跡の密集の度合いが，そのアンケート項目についてどの程度迷ったのかということ

除することは難しい．ある選択肢を選んだ後，そのまま停留している場合の滞在時間を除外

を示していると仮定すると，二値化されたアンケート結果から，被験者の潜在得点により近

するなどによりある程度影響を小さくできると考えられる．今回のアンケートでは淡々と回

い回答を導き出すことができる．つまり，マウスが各選択肢の近辺に停滞している時間 tn

答を続け，チェック後に限らず 1 カ所に長時間停留することがほとんどなかったため，特に

が長ければ，判断に迷ったことになり，その質問項目に対する潜在得点は判断基準（今回の

対策していない．

場合 0.5）に近い値をとることになる．逆に tn が短い場合，被験者は迷うことなく即決し

このプロトタイプモデルを用いて図 4 の複数型選択データを分析した．複数選択型アン

たことになり，その質問項目に対する潜在得点は二値データ，すなわち 0 もしくは 1 に近づ

ケート回答時のマウスの動きから意見の強弱を評価できればモデルによって算出した潜在得

くとする．

点の大きさが順位付けアンケート結果に近づくと仮定し，これを検討する．

ここでは被験者の潜在得点決定関数 F (tn ) を以下の式 (1) により図 5 のように定めた．



Tn = F (tn ) =

複数選択型アンケート分析モデルで評価した潜在得点を図 4 中の各選択肢の中央の棒グ
ラフで示した．図から，順位付けデータと被選択率を示す選択データとの間に大きな差異

exp(atn + b) + c
− exp(atn + b) + c

exp(aτ ) = exp(b) = c = 0.5

(1)

のあったエアコンでは，モデルによる分析データが順位付けデータに非常に近くなってい
る．また，自動車，PC やテレビなど，選択データ間に差があり，順位付けデータの差が小

(2)

式 (1) 上が結果的に選択した場合，式 (1) 下は結果的に選択しなかった場合で，定数 a，

さかった項目についても，潜在罪得点は順位付けデータと近い値を示している．全選択肢に
ついて，選択データよりもモデルによる潜在得点が順位付けデータと近い値となった．

b，c は式 (2) を満たすものとした．図 5 は横軸が時間，縦軸が潜在得点である．実線が結

表 1 は図 4 を求める際に算出したデータの一部で，例として 3 名の被験者の順位付け回

果的に選択した場合を，破線が選択しなかった場合を示している．ある選択肢周辺に停留し

答と潜在得点を示している．これら 3 名は潜在得点の大小関係と順位付回答順位に一致して

ている時間の総和をその選択肢の滞在時間 tn とする．ここで，被験者個々の回答に要する

いない点が見られた例である．下段の平均値（100 分率）は図 4 中の値を示している．順位
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付回答値の横に（MA）と記してある選択肢は複数選択型アンケートで選択された選択肢を
示す．A 氏の場合，PC と CD/DVD で不整合が見られる．これは 1 位のエアコンと 2 位の

5. WEB アンケート実験と修正分析モデル

テレビの間に CD/DVD があったため，CD/DVD のエリアをマウスが訪れる率が高くなっ

5.1 実 験 方 法

た結果と考えられる．B 氏は自動車と PC で順位の不整合があるが 1 位および 4 位以下の

前述の予備実験はアウトリーチコンテンツの閲覧プロセスを含み，総テスト時間が 1 時

選択肢とは明確な差がでている．プロトタイプモデルでは選択肢付近で Y 方向速度が 0 の

間にも及んでいた．そこで WEB アンケートのみに着目した被験者テストを行った．

場合をマウスの滞在時間としており，PC の選択肢付近で必ずしも速度が 0 にならなかった

実験では同じ質問内容に対する一対の複数選択型アンケートおよび順位付けアンケート

ためである．C 氏の自動車，携帯電話の不整合については，下位の 4〜6 位の選択肢間に差

を行った．最初のページで複数選択型アンケート，次ページで同質問に対しての順位付けア

がほとんどないためと考えられ，順位は一致していないが傾向は潜在得点に現れている．
なお，プロトタイプモデルによる潜在得点の大きさ順と，順位付回答順位のスピアマン順

ンケートの順とした．被験者は大学生 30 名とし，対面式で実施した．内容は被験者の嗜好
を聞く質問として就職問題に関する質問を 4 問，判断をともなう質問として社会問題に関

位相関係数を求めたところ，66%の被験者について相関係数が 0.5 を超えていた．相関係数

する質問を 5 問，計 9 問 18 ページとした．問題および選択肢を表 2 にまとめた．選択肢

が負またはゼロに近い被験者が 20%いたが，これらの被験者の場合，複数選択回答では選

数は 5〜6 個とし，選択肢の配置やページ遷移後のマウス初期位置は予備実験と同条件であ

ばなかった選択肢を順位付けアンケートで 1 位にするなどしており，誤回答またはアウト

る．画面サイズは 1024 × 768 pixel の最大表示とし，PC，マウス，ブラウザは筆者らの用

リーチコンテンツの閲覧が回答に影響した可能性がある．
回答者個々について的確に予測するには至っていないが，42 名の小規模集団について，
図 4 のように複数選択型の回答から順位付け回答を予測できると，WEB アンケートにおい

表 2 本実験アンケート項目
Table 2 Contents of a questionnaire.

て被験者に比較的大きな負荷のかかる順位付けアンケートを減らすことができる．これは限
られた質問量や時間の中で調査をしている現状のアンケートにとって非常に有用である．

表 1 予備実験結果例
Table 1 Example of the preliminary experiment’ s results.
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動作が何らかの条件を満たすような時間の合計を，すなわち，マウス軌跡を解析して得られ
る条件付経過時間 tn を回答者がその選択肢について迷った時間」と考えている．前述のプ
ロトタイプモデルではマウスの上下方向の移動速度が 0 の場合を被験者が迷っている時間
と仮定した．
しかし，ほぼ停留しているが 0 にはならないことも十分に発生しうる．そこでプロトタイ
プモデル（以後，Y 成分速度 0 モデルと呼ぶ）に加え，以下の加速度評価モデルを検討し
た．このモデルでの条件付き経過時間 tn は，n 番目の選択肢上において，マウスの加速度
が 500 [px/sec2 ] 以下である時間の合計とし，tn を選択肢ごとに測定，選択肢ごとに潜在得
点を算出する．なお，ここでいう加速度とは，速度の差分のことである．厳密には加速度と
はいえないが，簡単化のために速度の差分を用いる．このモデルでは単にマウスが選択肢付
近に存在した時間から，回答開始直後の上向きの移動や回答終了時に次ページへ移動する
場合などあるターゲットに向かってマウスが “素通り” する影響を排除することを想定して
図 6 文字強調をともなう WEB アンケートデザイン
Fig. 6 A design of WEB query highlighted with mouseover.

いる．
さらに，選択肢付近でのマウスの速度に注目すると，ある選択肢付近での速度が遅くなる

意した 1 台のデスクトップ PC 環境で全員同一条件である．複数選択型アンケート 1 ペー

場合にその選択肢について悩んでいると考えることもできる．マウスの速度が遅くなる場合

ジあたりの被験者別平均回答時間は約 7 秒であった．

に，回答者は判断に迷ったことになり，その選択肢に対する潜在得点は判断基準，すなわち

また，意思決定と関連を持つとされる視線21)–23) に影響を与え，マウスの動きを誘発でき

閾値に近い値をとることになる．また逆に，マウスの速度が速くなる場合，回答者は迷うこ

るようにデザインを工夫した．具体的には複数選択型アンケートに対し，ページ遷移直後，

となく即決したことになり，その選択肢に対する潜在得点は二値データ，すなわち 0 もしく

問題文以外の選択肢部分の文字色を背景色とほぼ等しくしておき，マウスが通過した文字お

は 1 に近づくことになる．この仮定は条件付き経過時間のモデルでの仮定と同様のもので

よびマウスオーバしている文字の色を濃くするという文字強調を施した（図 6）．このデザ

あり，潜在得点決定関数の変数に，時間でなく速度を用いているだけの違いである．そこで

インは複数選択型アンケートの選択肢部分にのみ適用しており，順位付けアンケートは通常

式 (1)，(2) 同様に，式 (3)，(4) のように定める．式 (3) 上式が結果的に選択した場合，下

の表示とした．視線と回答確信度23) や戸惑い22) との関係については，高橋ら23) が眼球運

式が結果的に選択しなかった場合であり，図 7 のようになる．λ はある被験者の複数選択

動の特徴

21)

と回答確信度の高低について報告するなど，研究例が多い．また，WEB 閲覧

時の視線に関する報告も多い．本研究では注視するときには迷いがあり，確信度が比較的低

型アンケート全質問におけるマウスの平均速度を示す．アンケート回答時のマウスの平均速
度の個人差が大きいため λ で規格化した．以下，これを平均速度モデルと呼ぶ．



い，意見が弱いと仮定し，注視行動とマウスの動きの関連を強める意図で，マウスの動きに
よって文字を強調するデザインとした．また，これによりマウスが初期位置に停留すること

Tn = G(vn ) =

が（4.1 節ケース (ii)）なくなったことを確認した．余白部に大きく移動する（4.1 節ケース

(iii)）と文字が読めないため，マウスの初動が右上方向の場合でも画面右の余白へは行かず
観察されたマウスの動作は 4.1 節のケース (i) のみであった．

− exp(avn + b) + d
exp(avn + b) + d

exp(aλ) = exp(b) = d = 0.5

(3)
(4)

また，Y 成分速度 0 モデル，加速度評価モデル，平均速度モデルに加え，単純に選択肢

5.2 複数選択型アンケート分析モデルの改善

エリアに存在した時間から滞在時間モデル（式 (5)）を用いて，複数選択型アンケートの分

本研究のアンケート分析モデル（4.3 節）では「n 番目の選択肢付近において，マウスの

析を行った．
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図 7 潜在得点決定関数 G(vn )
Fig. 7 A function for estimating implicit answers, G(vn ).

Tn = Sn /Sall

図 8 分析結果の比較（Q1）
Fig. 8 Comparison of analyzed and answered ranking (Q1).

(5)

5.3 実 験 結 果

表 3 各選択肢の順位付けデータに対する各モデルのずれ平均（Q1）
Table 3 Diﬀerences between analyzed implicit answer and ranking points (Q1).

4 つの解析モデルにより，ある質問に対して個々の回答者が持つ選択肢ごとの潜在得点を
算出した．結果の比較・集計の際，各設問における潜在得点の合計を 1 として，各選択肢が
持つ潜在得点を規格化した．また，比較対象となる順位付けデータの結果，および選択され
たか否かのみによる選択回答も予備実験同様に算出し，合計が 1 となるように規格化した．
ここで，各分析モデルで算出される選択肢ごとの潜在得点が，順位付けデータすなわち仮
正解とどれだけ乖離しているかという「ずれ」の値およびそれらの平均である「ずれ平均」
の値を式 (6)，(7) で定義する．ここで Jn は n 番目の選択肢の順位付けデータ，N は選択
肢の数である．

dn =

D=

Jn − Tn
Jn

N
1 
dn
N

: n 番目の選択肢のずれ

(6)

質問 1 の場合の結果を示した．また，このときのずれおよびずれ平均の値を表 3 にまとめ
た．図 8 および表 3 では横方向に選択肢番号を示した．これは表 2 の選択肢項目に対応し
ている．表の縦列は順位データ（A），選択回答（B），滞在時間モデル（C），加速度評価モ

: 各質問に対するずれ平均

(7)

n=1

デル（D），平均速度モデル（E），Y 成分速度 0 モデル（F）を示している．
質問 1 は各選択肢の選択回答の値差が比較的小さかったケースである．選択肢 1，6 が比

選択肢ごとのずれおよびずれ平均の値が小さいほど，モデルのあてはまりがよく，詳細

較的多くの被験者に選択されているが，順位データでは他選択肢との差がさらに小さくなっ

な意識調査が実現できているとして評価する．4 種類の潜在得点，単純集計による選択回答

ている．表 3 からこの問題では加速度評価モデル（D）と平均速度モデル（E）のずれ平均

点，順位付けアンケートによる順位データを選択肢ごとに比較・集計した例として図 8 に

が小さく，順位データに近い結果となった．同様に質問 4 の場合の結果について，図 9 お
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表 5 選択頻度の高い選択肢での各モデルのずれ平均
Table 5 Averaged diﬀerences for high scored options.

表 6 選択頻度の低い選択肢での各モデルのずれ平均
Table 6 Averaged diﬀerences for low scored options.

図 9 分析結果の比較（Q4）
Fig. 9 Comparison of analyzed and answered ranking (Q4).

を示す傾向が見られ，選択回答点の分布が大きい場合は他のモデルよりずれ平均が大きかっ
た．Y 成分速度 0 モデルは予備実験と異なり，あまり良い結果を得られなかった．本実験

Table 4

表 4 各選択肢の順位付けデータに対する各モデルのずれ平均（Q4）
Diﬀerences between analyzed implicit answer and ranking points (Q4).

ではマウスが上下方向に静止すること自体があまりなかった．これは視覚効果によって視線
とマウスの動きを促す工夫をしたためと考えられる．一方で Y 成分速度 0 と同様の発想に
基づきながらも，マウスが少し動いている場合も考慮に入れた加速度評価モデルは良い結果
を示している．加速度評価モデルは Y 方向にマウスがじわじわと動いている場合を含めた
ロバストな Y 成分速度 0 モデルともいえるため，図 4 同様の結果になったと考えられる．
全 9 問の質問における各モデルのずれ平均について，選択回答点の大きさごと，つまり，
選択頻度が高い選択肢，選択頻度の低い選択肢に分けて比較した結果を表 5，表 6 にまと
めた．表中でモデルの種類を表す B〜F の意味は表 3，表 4 と同じである．ここで，選択回
答点が 1/(選択肢数 −1) 以上であり，かつ，その質問の中で選択回答点が最も高い選択肢を
選択頻度の高い選択肢とし，選択回答点が 0.05 以下である選択肢すべてを選択頻度の低い

よび表 4 にまとめた．この場合，順位データ（A）と選択回答（B）の間に 45%ものずれが

選択肢と見なしてまとめた．

ある．また，各選択肢の選択回答値に比較的大きな差があり，選択肢 2，3 が多くの被験者

図 8，図 9 の潜在得点分布から，選択頻度が比較的高いすべての選択肢において，選択得

に選択され，5，6 は選択されていない．加速度評価モデルと平均速度モデルは順位データ

点は順位データよりもかなり大きく算出されることが分かる．すなわち，本研究における課

との差が小さく，単純な滞在時間や Y 成分速度 0 モデルでは比較的ずれが大きい．

題として 3.4 節で指摘した選択回答点と順位データ間の乖離が今回の実験においても明確に

各選択肢の選択回答点にあまり差がない場合（図 8）も，特定の選択肢の選択回答点が大

表れている．一方，表 5 より，選択頻度が高い選択肢では加速度評価モデル（D），平均速

きい場合（図 9）も加速度評価モデルと平均速度モデルのずれ平均が小さい．この点につい

度モデル（E）のずれ平均が，既存統計手法である選択回答点のそれに比べて小さく，選択

て，他の 7 問の質問についても同様の傾向が見られた．滞在時間モデルは図 8 のように選

回答点と順位データの乖離を修正することができたといえる．なお，選択頻度が高い選択肢

択肢ごとの選択回答点の差が小さい場合，順位データと選択データとの差よりも大きな差

については，質問内容が嗜好を表す就職関連問題か，思考を要する社会問題かという違いに
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だいた女子美術大学内山博子教授，野間洋子先生に謹んで感謝の意を表する．本研究の議論

よる影響はほとんど見られなかった．
表 6 より，選択頻度が低い選択肢でも加速度評価モデルおよび平均速度モデルによるず
れ平均が選択回答点や他のモデルでのずれ平均よりも非常に小さかった．なお，今回の実験
における社会問題に関する質問では，選択データ得点が 0.05 の選択肢について，すべての
被験者が順位も 6 位にした，つまり，ずれを計算できないものや，選択データ得点が 0 で
順位データもほぼ 0 というものばかりであったため，評価しなかった．
以上のことから，複数選択型アンケート回答の集計から得られる選択回答点と順位付けア
ンケート回答から得られる順位データには大きな乖離があり，加速度評価モデルおよび平均
速度モデルではこれを補う補足情報を得られることが分かった．これはある条件におけるマ
ウスの動きが視線の停留と強い関係を持っていることによる結果と考えられるが，画面デザ
インの影響や WEB アンケート回答時のマウスの動きと視線の関係性などについて，今後
さらに検討を続けることが重要である．

6. お わ り に
本研究ではアンケート回答時のマウスの動き，特にマウスの加速度を考慮した滞在時間や
平均速度に基づく分析方法を用いて，比較的簡単な複数選択型アンケート集計結果から順位
付けアンケートの集計結果を推測できる付加情報を取得できることを示した．被験者の負担
が少ない質問と比較的単純な分析によって詳細情報を推定できることは，近年多用されてい
る WEB アンケートにとって非常に有用である．
なお，視覚効果の影響や，視覚効果を与えない場合の全モデルの評価については，今後，
視線計測実験や，視線効果を与えずにリサーチ会社を利用して行った実証実験結果とあわせ
て別報で報告する予定である．本研究では各モデルにおいて本来は個人差があると考えられ
る潜在得点の閾値を 0.5 と仮定しており，確信度の推定にはさらなる研究が必要である．ま
た，加速度評価モデルで閾値として用いた 500 pixel/s2 の値についても検討が必要である．
また，パブリックアウトリーチの際に実施したアンケート予備実験では，順位付け問題に
回答する際のマウスの動きから順位間の差を評価できる可能性があることを示した．本論文
では複数選択型アンケートの分析モデルを検討するため，比較対象となる順位データ算出の
際にはマウスの動きを考慮せず，順位間の差は均一であると仮定したが，今後，確信度と順
位付けアンケート回答時の選択履歴やマウスの挙動との関係を研究し，本研究で提案した分
析方法と併用すれば，より詳細な情報を取得できると考えられる．
謝辞 パブリックアウトリーチ用 WEB サイトのフラッシュムービー作成にご協力いた
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に参加し，有意義なコメントを多くいただいた東京大学大学院人間環境学専攻緒方明子氏，
飯塚勝哉氏に謹んで感謝の意を表する．
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