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解説 

 

多人数質問調査法の現在（8） 

― Google フォームによるオンライン調査 ― 
 
 

李 在鎬（早稲田大学） 
 

 
要旨 

本稿では Google フォームを利用した WEB アンケート調査の方法について説明する．

まず，Google フォームの長所として，8項目について述べる．次に，フォームの作成手順

をステップ・バイ・ステップで紹介する．最後に，著者がよく利用する Google の便利な

機能と留意点について紹介する． 
 

キーワード：オンライン調査，Google ドキュメント，クラウドサービス  
  
 
１．はじめに 

WEB システム上で，アンケートデータを収集する方法について述べる．現在，WEB 上

で，アンケートが実施できるシステムとしては，SurveyMonkey，methinQs，DIPSurvey-
Free，formrun，Questant など，数多くのシステムが存在する．おそらくすべてのWEB
サービスを網羅するのが不可能なくらい多くのシステムが出てきてはなくなるというのが

現状であろう．従って，すべてのシステムを取り上げ，1 つ 1 つの機能を比較・検証する

ことはせず，Google フォームを取り上げ，説明するが，研究利用においてGoogle フォー

ムが特に優れている点として，以下の 8 つが挙げられる．なお，質問紙作成に関する手続

きは小林・篠崎（編）（2007），小塩・西口（編）（2007），宮本・宇井（編）（2014）など，

優れた入門書があるため，本稿では割愛する． 
 
1） 回答結果の出力と分析が楽であること． 
2） データの共有が楽であること． 
3） アカウントの管理が楽であること． 
4） 持続的なサービスが期待できること． 
5） 多様なコンテンツを利用したアンケートが作れること． 
6） 無料ですべてのサービスが利用できること． 
7） セキュリティが担保できること． 
8） 多様なユーザー環境に対応していること． 
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まず，1）として，Google フォームで質問を作成すると，回答結果を画面上で見ること

もできるが，Google スプレッドシートに出力することができる．Google スプレッドシー

トは，表形式でデータが管理できるため，CSV やXLSX，ODS，PDF，HTML などの形

式に変換およびダウンロードできる．ダウンロードしたデータをマイクロソフト社の

「EXCEL」や IBM 社の「SPSS」などで読み込み，計量的な分析をすることもできる． 
次に，2）として，Google フォームは，Google ドキュメントの 1 セクションとして公開

されているサービスである．Google ドキュメントはクラウド上でデータを共有するための

様々なオプション（データの公開範囲の決定，共同編集者の招待，複数の権限を柔軟に設

定）が用意されている．そのため，複数の研究者が相談しながら，オンライン調査を行う

場合，パワフルなツールであると言える． 
次に，3）として，Google フォームは，Google のアカウントさえ取得すれば，ログイン

などの操作を改めて行う必要がなく，フォームの作成から結果の出力までがシームレスに

行える．つまり，1 つのアカウントですべての作業ができる点で，アカウントの管理・運

用が楽である．なお，筆者がもっとも良いと考える Google のアカウント管理の方法は，

Gmail のアカウントを取得し，Google Chrome を利用することである．ブラウザの立ち上

げと同時に，Google のシステムへのログインがなされ，メールチェックからGoogle ドキ

ュメントを利用した文章作成，共同研究者とのデータ共有がシームレスに行える． 
次に，4）として，近年，IT や IoT をめぐる産業界は日進月歩に進化をしており，新た

に生まれるサービスがある反面，気がついたらなくなっていたというサービスも少なくな

い．いわゆる単発で行う調査の場合，調査で使用したWEB サービスがなくなっていたと

しても大きな問題はないが，経年で行う調査の場合，昨年度に行った調査を再度，行うと

いったことが考えられよう．このように長いスパンで研究を行う場合，サービスの持続性

も，選択の要件の 1 つになると思われる．Google フォームは，Google 社が長年において

運営してきたサービスであり，（絶対とは言わないが）なくなる心配はほぼなく，持続的な

サービスが期待できる． 
次に，5）として，Google フォームでは，文字による調査のほかに，動画や写真など，

多様なコンテンツが利用できる．例えば，イラストやYouTube などの動画を見てもらい，

その反応を集めるといった調査もGoogle フォームでは簡単に行える． 
次に，6）として，Google フォームでは，全サービスが無料で提供される．Google は，

サービスの利用者から料金を徴収するのではなく，グーグル広告やアドセンス広告という

仕組みを導入しており，広告主から金銭を徴収し，自らのビジネスを展開している．従っ

て，Google フォームを利用したからといって，調査者がGoogle 社に利用料を払う必要は

ない．なお，利用者によって作られたコンテンツの一部は Google 社が構築したビッグデ

ータの一部になっている点を考えれば，純粋な意味で無料ではないという捉え方もできよ

う． 
次に，7）として，個人情報の収集に関わるセキュリティの問題がある．一般的には個人

を特定するような情報収集は避けたほうが良いが，事後のフォローアップやフィードバッ

クのため，個人情報に類する情報を収集することもあろう．悪意をもったものがサーバや

プログラムの脆弱性につけこみ，データを盗もうとする犯罪行為も多く発生している現状

を考えた場合，個人情報の収集に伴う問題として，セキュリティに関する対策が必要にな
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る．このセキュリティ対応には，膨大なコストがかかるわけであり，個人単位で対策をと

るのは，難しい．Google フォームの場合，Google 社が何段階かの暗号化を行うなどして，

一定のセキュリティを担保しており，調査者が情報セキュリティに関しては気にすること

なく，調査が実施できる． 
最後に，8）として，Google フォームは多様な利用環境に対応している点が挙げられる．

多様な利用環境とは，Safari やFirefox やGoogle Chrome などのブラウザ環境，PC，ス

マートフォン，タブレットなどの端末環境，Windows，iOS，Android，MacOS などのOS
環境を指す．さらには，利用者の言語環境の多様性にも対応している．こうした多様なユ

ーザー環境に対応しているため，アンケート作成者は，アンケート項目のみに集中すれば

良い． 
 
２．フォームの作成と結果の確認 

本節では，Google フォームの作成から実施に関わる具体的な流れについて説明する． 
 

2.1 準備と操作の流れ 

Google フォームを利用するためには，まず，Google アカウントを作成しておく必要が

ある．アカウントの作成方法は極めて簡単で，氏名とGmail のための ID とパスワードを

入力するだけで完了する．詳細は，「https://support.google.com/」の「アカウント」で検索

してほしい． 
以下では，Google のアカウントを取得したという前提で説明する．操作の手順について

は，2 つに分けて説明する．1 つ目はフォームの作成に関する手順で，2 つ目は回答結果の

出力と分析に関する手順である． 
 
1）フォーム作成の手順 
 ステップ 1-1）フォーム用サイト「https://docs.google.com/forms/」に移動する． 
 ステップ 1-2）「新しいフォームを作成」ボタンで空フォームを呼び出す． 
 ステップ 1-3）アンケート項目を入れていく． 
 ステップ 1-4）フォームを送付する． 
 
2）回答結果の出力と分析の手順 
 ステップ 2-1）回答ボタンをクリックし，結果を確認する． 
 ステップ 2-2）「スプレッドシートの作成」ボタンをクリックし，結果を出力する． 
 ステップ 2-3）必要に応じてCSV やXLSX 形式でダウンロード 
 
以下では，まず，ステップ 1-1～1-3 を 2.2 節で述べ，ステップ 1-4 を 2.3 節で述べる．次

に，ステップ 2-1～2-3 については，2.4 節で述べる．次に，2.5 節では，フォームの停止方

法について述べる．最後に，2.6 節で，Google フォームの便利な使い方を紹介する．なお，

本稿で説明する手順およびスクリーンショットは，2020 年 2 月を基準に行うもので，バ

ージョンアップにより，操作手順が変更される可能性もゼロではないことに留意してほし

い． 
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2.2 フォーム作成 

Google フォームのトップページ「https://docs.google.com/forms/」に進むと図 1 のペー

ジが表示される．点線で囲んだところのプラスマークをクリックすると，図 2 のような空

のフォームが表示される． 
 

 
図1：Googleフォームのトップ画面 

 

 
図2：空フォーム 
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図 2 の空フォームの点線のところに質問を入れていくことになるが，①～⑨の順で情報を

入れていくと良い． 
 
① 「無題のフォーム」の文字をクリックし，フォームのタイトルを入れる． 
② 「フォームの説明」をクリックし，調査の趣旨や調査者の連絡先などの基本情報を入

れる． 
③ 「無題の質問」をクリックし，質問を入れる． 
④ 「ラジオボタン」をクリックすると，図 3 のプルダウンメニューが表示され，回答形

式が選択できる． 
⑤ 回答形式が記述式以外の場合は，選択肢を入れていく． 
⑥ 質問を必須項目（回答しなければ次に進められない項目）にする場合は，「必須」ボタ

ンをオンにする． 
⑦ 質問に対する補足説明がある場合は，「」をクリックすると，図 4 のメニューが表示

されるので，そこから「説明」を選択し，記入する． 

⑧ 質問を追加する場合， のアイコンをクリックし，コピーを作る方法と，プラスマー

クをクリックし，空の質問フォームを追加する方法のいずれかで操作する． 
⑨ 必要に応じて，不要になった質問はゴミ箱アイコンをクリックし，削除する． 
 

  
図3：回答形式 図4：説明の追加 

 
 
2.3 フォームの仕上げと送付 

2.2 節の方法で一通り，質問項目の入力ができたら，いよいよフォームのデザインなど
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の見え方を確認したあと，回答者に送付する．これらの操作には，フォームの右上にある

図 5 のリンク集を使う． 
 
 

 
図5：フォームの仕上げのためのリンク集 

 
まず，図 5 の一番左のアイコン[1] は，フォームのデザイン（トップの画像やサイトの

配色）を調整するためのアイコンである．左から二番目のアイコン[2]は，プレビューのア

イコンで，このアイコンをクリックすると，回答者が実際に該当する画面が表示される．

デザインを調整するのであれば，アイコン[1]と[2]を交互に押しながら，修正をする． 
次に，右から二番目のアイコン[3]は，フォームの動作の設定するためのものである．こ

のアイコンをクリックすると，3 つのオプションが表示される（図 6） 
 

 
図6：フォームの動作設定 

 
図 6 のオプション 1 の「全般」タブでは，回答者のメールアドレスを収集したり，回答内

容のコピーを（回答者が指定したメールアドレスに）送信したり，回答を 1 回限りに制限

したりすることができる．無記名で行う調査の場合は，この設定は使ってはいけない．次

に，オプション 2 の「プレゼンテーション」タブでは，回答送信後のメッセージなどが設

定できる．デフォルトでは「回答を記録しました．」という文言が入っているが，調査者が

編集することができる．オプション 3 の「テスト」タブでは，Google フォームを使って試

験問題を作る場合に使うものである．本稿の趣旨ではないため，この点についての詳述は

しないが，非常に便利な機能であり，興味がある人は，Google のサポートページ

「https://support.google.com/」 で「フォーム テスト」で検索してみてほしい． 
最後に，図 5 の一番右のアイコン[4]「送信」は，フォームを回答者に送信するためのア

イコンである．このアイコンをクリックすると，4 つのオプションが表示される（図 7）． 
 

[1] [2] [3] [4] 
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図7：フォームの送信方法のオプション 

 
図 7 で，回答フォームを調査協力者に送信する方法を選択する．4 つの方法がある．【1】
は，回答者のメールにフォームを直接送信する方法である．【2】はフォームが置かれてい

る Google ドライブのリンクを発行し，それを（メール本文に貼り付けるなどして）送る

方法である．【3】はフォームを外部のWEB サイトに埋め込むためのコードを使う方法で

ある．回答者が少数である場合は，【1】の方法がよく，メーリングリストやSNS などで不

特定多数の人に回答してもらう場合は，【2】のリンクを送る方法が良い．【3】は自身のWEB
サイトなどのコンテンツの一部として組み込む方法で，Html の編集ができる人に限られ

る方法である．なお，右端の【4】はフェイスブックとツイッターの自身のアカウントに投

稿するオプションである． 
 
2.4 回答結果の確認とファイル出力 

回答結果を確認する方法について述べる．前節で述べた項目の入力ページの上段に「回

答」というタブがある．それをクリックすると，図 8 の画面になる． 
 

 

図8：回答結果の出力 
 
調査協力者から回答があった場合，図8の画面に，回答結果がリアルタイムで表示される．

記入式の質問であれば，送信された文字列がそのまま羅列されるし，選択式の質問であれ

ば，数に関する情報がグラフで表示される． 
研究調査の場合，より深い考察をするために，データ形式で回答内容を取得したいとい

うニーズも考えられる．こうしたニーズがある場合は，図 8 の点線で囲んだアイコンをク

【1】 【2】 【3】 【4】 
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リックすると良い．このリンクをクリックすることで，スプレッドシートに回答結果が出

力される．スプレッドシートとは，Google ドキュメントが持っている表計算ソフトの仕様

で，エクセル形式のデータが生成されるのである．このスプレッドシートにおいて「ファ

イル ＞ ダウンロード」をクリックすれば，様々なファイル形式でダウンロードでき，

集計や統計的分析ができる． 
 
2.5 フォームの受付停止 

調査を終了したい場合，フォームを停止する操作が必要になる．停止の操作も，前節で

述べた「回答」タブでできる（図 9）． 
 

 
図9：フォームの受付停止 

 
回答タブの右上に「回答を受付中」というボタンがあり，このボタンをクリックすると，

図 9 のように「回答を受け付けていません」という表示になり，フォームが停止する．ま

た，図 9 の画面で，フォーム停止後の表示メッセージを編集することもできる．デフォル

トの設定では「このフォームは回答の受け付けを終了しました」という表示になっている

が，必要であれば，受け付けを停止した理由，停止した日付，さらには，停止にともなう

問い合わせ先などを記載しておくと，良い． 
 
2.6 Googleフォームの便利な使い方 

Google フォームの便利な使い方として，3 つ紹介する．1 つ目は，短縮リンクについて，

2 つ目はQR コードの活用について，3 つ目は，回答があった際の通知についてである． 
1 つ目の短縮リンクについて説明する．前節の図 7 で【2】のボタンで回答用のリンクを

生成する方法を説明した．しかし，この方法では，100 文字前後の非常に長いリンクが生

成される．長いリンクでは，メールの設定次第で改行が入るなどして，エラーになること

がある．そこで，リンクの短縮という機能を使うと良い（図 10）． 
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図10：リンクの短縮 

 
図 10 のリンクの短縮にチェックを入れると，30 文字前後のリンクが発行される． 

2 つ目は，QR コードを活用する方法について説明する．スマートフォンなどの携帯端

末を利用し，WEB アンケートに答えることも一般的になってきたことを踏まえ，QR コー

ドを送る方法が考えられる．QR コードを生成する無料サイトの 1 つとして，

「https://qr.quel.jp/」を利用し，回答用のリンクから QR コードを作ることができる（図

11）． 
 

 
図11：QR コードの生成 

 
図 11 のボックスにリンクを貼り付け，OK ボタンをクリックすると，図 12 のようなQR

コードが生成される．この QR コードを WEB サイトや SNS などに貼り付ければ，ユー

ザーにとって，アドレスを入力する手間が省ける． 

 
図12：https://qr.quel.jp/で作成したQRコードの例 
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3 つ目は，通知設定の方法について説明する．アンケートの回答者から入力があった場

合，WEB アンケートの作成者にメールで通知する機能がある．前節の図 8 の右上にある

アイコン「」をクリックすると図 13 が表示される． 
 

 
図13：回答通知設定 

 
図 13 の点線部をマウスでクリックするだけで，回答があるたびにアンケート作成者に

図 14 のような通知が（Google アカウントに紐付いているアドレスに）届く． 
 

 

 
図14：回答通知設定をした場合のメール 

 
３．最後に（留意点など） 

本稿では，Google フォームを利用した WEB アンケートの方法について説明した．

Google フォームは，無料であるため，初期費用がかからないことと，Google ドキュメン

ト内のほかのアプリケーションとの接続がスムーズであるため，研究調査用として好都合
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である．しかし，注意すべき点として，以下の 2 点を述べておきたい． 
 

1．Google のサービスがブロックされている国ではフォームにアクセスできない． 
2．ブラウザのバックボタンを使うとエラーになる． 

 
1 として，Google フォームは，Google のサービスの一部として提供されているもので

あるため，Google のサービスがブロックされている国では，回答用のリンクをもらっても

フォームにアクセスできない．特に海外の人に向け，アンケートを行うのであれば，この

点についても配慮する必要がある． 
2 として，Google フォームで，複数のページを作ってアンケートを実施する場合，注意

が必要である．それは，WEB ブラウザについているバックボタンが使用できないことで

ある．調査協力者が回答の途中にバックボタンをクリックすると，すでに入力したデータ

が消えることがある．そのため，複数のページでアンケートを作った場合は，調査協力者

にバックボタンをクリックしないように注意喚起する必要がある． 
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Abstract:  
In this paper, I explain the method of online survey using Google form. First, eight items are described 
as advantages of Google forms. Next, the procedure for creating a form is introduced step by step. 
Finally, here are some useful Google features that authors frequently use and points to keep in mind. 
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