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匿名性を考慮したリアルタイムなWebアンケート
システムの実現

井上 良太　片山 真也　白松 俊　大囿 忠親　新谷 虎松

Web アンケートシステムは，紙媒体を用いたアンケートに比べ，質問票の配布，回収，集計作業のコストが少ない
というメリットがある反面，デメリットとして，多重回答などの不正の監視や匿名性の確保が困難となる．本研究で
は従来のWeb アンケートシステムの課題である，不正の防止や匿名性の確保のための装置や処理の高コスト化を解
決することが可能な，新たなWeb アンケートシステムを開発している．本システムで特筆すべき点は，不正監視の
ためのインタフェースや回答に使用する端末の管理を導入したことである．本論文では，低コストなWeb アンケー
トシステムの課題解決の実現方法について提案する．本研究では，結果の集計と表示が即時に行われるアンケートを
リアルタイムアンケートと呼び，リアルタイムアンケート実施のためのシステムの設計と構築について扱う．Web

アンケートシステムでは，多重回答を防止して回答者の公平性を保つことや，回答者の匿名性を確保することが重要
となる．既存のアンケートシステムでは，高コストな暗号化通信や認証機構，匿名通信路を構築することでこれらを
可能にしている．本研究では，特別な装置や処理を必要とせず，低コストで公平性と匿名性を確保することを目的と
する．本システムにおけるリアルタイムアンケートは，回答の投票状況をリアルタイムに監視可能とすることで，多
重回答の発見を支援する．また，回答に使用する端末の配布するリアルタイムアンケートの実施モデルとダミートラ
フィックにより匿名性を確保する．本システムでは，Web 上での質問票の生成と配信，結果の集計を実行するイン
タフェースを提供し，スレート型端末や計算機を利用した回答方式を実現する．

1 はじめに
Webを利用したアンケートシステムは，紙媒体で

のアンケートに比べて，リアルタイム性，集計の自動
化，回答者の負担の軽減などの利点を持ち，広く普及
している [7] [8]．例えば，Google Docsでは，フォー
ムという形式でWebアンケートの作成から実施，集
計までをサポートしている．
本研究では，結果の集計と表示が即時に行われるア

ンケートをリアルタイムアンケートと呼び，リアルタ
イムアンケートシステムの設計と構築について扱う．
リアルタイムアンケートは，意思決定支援や評価に基
づく学習支援などに利用することができる．リアルタ
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イムアンケートにおけるリアルタイム性には 2 つの
意味がある．1つ目は，アンケート回答時にリアルタ
イムに投票状況の確認を可能にすることである．投
票状況を監視することで多重回答を防止する．2つ目
は，アンケートにおける質問の一覧である質問票を，
アンケート実施時にリアルタイムに変更可能にする
ことである．回答者による回答が開始された後でも，
質問票を更新することが可能である．
本研究が目指すリアルタイムアンケートシステム

は，Webアンケートシステムとして以下の 3つの目
標を満たす．1つ目は，多重回答を防ぐことで，投票
に関して回答者全員が納得し，公平性を保つものと
することである．2つ目は，回答内容を集計するサー
バにおいて，回答内容と回答者を紐付けられないよ
うにし，匿名性を保つことである．3つ目は，上記の
2つの目標の解決において，低コストかつ高速に動作
するように，シンプルなアンケートシステムの設計を
行うことである．
本稿の構成について述べる．2節で，多重回答など



の不正による回答者の公平性の確保や，匿名性を考慮
したアンケートシステムについて説明する．3節で，
本システムの構成と実装について述べる．4節で，本
システムの利用についてインタフェースを示す．5節
で，本システムを実際に利用した事例について報告す
る．6節で本稿をまとめる．

2 公平性と匿名性を考慮したアンケートシス
テム

本システムの 3つの目標における，Webアンケー
トシステムでの回答者の公平性と匿名性の確保につ
いては長年研究されている．公平性とは，多重回答を
防ぐことで回答者全員が納得する投票が実現されて
いるかどうかを指す．匿名性とは，回答から回答者が
特定できるかどうかを指す．文献 [1]では，未回答者
リストを持つ認証エージェントにより多重回答を防い
でいる．回答者が回答を行うと，認証エージェントへ
回答の要約が送られて，回答者が未回答であるかど
うかを確認する．認証を通過した回答は，匿名通信路
を介して集計エージェントへ送られる．匿名通信路は
Mix-netを利用して構築されており，匿名性を確保し
ている．また，認証エージェントと集計エージェント
の結託により匿名性が失われることを防ぐ目的で，ブ
ラインド署名により認証エージェント上で回答を確認
不可能な状態としている．文献 [2] では，Basic 認証
により多重回答を防止し，準同型暗号とゼロ知識証明
により回答を収集することで安全性を確保している．

Gotoらは，場所に関係なく誰でもアンケートを実
施可能，かつ，回答可能なユビキタスアンケートシス
テムを提案している [3]．ユビキタスアンケートシステ
ムが解決すべきセキュリティ上の課題として，中間者
攻撃といった盗聴，なりすまし，匿名性，DoS攻撃な
どを挙げ，セキュアなWebアンケートシステムにお
けるサーバサイドの設計指針を示している．Emura

らは，ユーザの属性値の関係を表す属性木を，動的に
変更することが可能な属性ベースグループ署名の方
式を提案している [4]．匿名統計調査への提案方式の
応用を示しており，調査毎にユーザの属性が変わる匿
名統計調査に対する有効性を述べている．
一般に，多重回答などの不正防止や匿名性の確保

のための，認証機構や匿名通信路の実現には，大きな
コストが必要となる．本システムのアプローチでは，
アンケート実施者による端末の配布やリアルタイム
な投票状況の監視インタフェースにより，回答者の公
平性と匿名性の確保を低コストで実現する．回答者
に対してランダムに端末を配布することで，端末情
報と回答者を紐付けられないようにする．この結果
として，匿名通信路を使用しない場合でも，サーバは
受信した回答から回答者を特定できない．投票状況
の監視インタフェースでは，端末に割り振られる端末
番号により投票済みの端末を監視することができる．
本インタフェースを投票中に公開し，投票が行われた
端末数をリアルタイムに確認することで，多重回答の
発見を支援する．人間とシステムが協調して不正を監
視し，さらに回答に使用する端末を配布することで，
高コストな暗号化通信や匿名通信路，認証機構などの
実現を必要とせず，安全な回答の収集を行う．
アンケートシステムにおける匿名性では，回答に対

する回答者を同定できないことが重要となる．同定
できないとは，回答者集合中の他の回答者から区別
できないことをいう．本研究では，匿名性には 2つの
段階があるものとしている．連結不可能性を満たす
段階と仮名性を満たす段階である [6]．連結不可能性
(unlinkability)を満たすとは，回答に対する回答者を
完全に同定できない状態を示し，強い匿名性を持つ．
仮名性 (pseudonymity)を満たすとは，回答に対する
回答者を IDで同定できるが，IDと回答者が紐付け
できない状態を示し，比較的弱い匿名性を持つ．強い
匿名性を持つ場合には，回答者が多重回答やなりすま
しなどのアンケートシステムにおける不正を行うこ
とが容易になる可能性がある．そこで，本システムで
は，仮名性を満たす段階のアンケートシステムを構築
する．Web上で提供される質問票にアクセスすると
トークンが発行される．トークンとは，各回答者に対
して割り振られる一意なランダム文字列であり，回答
送信時に回答とともにサーバへ送信される．トークン
と端末は紐付けられるが，端末と回答者は紐付けられ
ないため，トークンから回答者は同定できない．この
結果として，匿名性を一定のレベルで確保できる．
サーバでの回答の受信タイミングを確認可能な状



態にあるアンケート実施者が，同時に回答者の回答の
送信タイミングを観測可能な状態にある場合に，回答
者と回答内容を紐付けできる可能性がある．本研究で
は，回答の受信タイミングと送信タイミングが紐付
け不可能であることを，観測不可能性と呼ぶ．観測不
可能性を満たす手法としては，Mix-netを使用する手
法 [1]が考えられる．Mix-netでは，回答を簡易なプ
ロキシサーバを介して送信する．プロキシサーバが，
受信した回答をランダムな順序で集計サーバへ送信
することで観測不可能性を満たす．本システムではダ
ミートラフィックを利用する．回答者側からランダム
な間隔で自動的にダミーの回答を送信することで，観
測不可能性を一定のレベルで満たす．

3 リアルタイムアンケートシステムの設計と
構築

3. 1 システムの要件
本システムは，アンケートシステムにおける必要な

機能として，柔軟な設問設定，アンケートの配信と回
答，回答内容の集計のための機能を持つ．また，これ
らの基本的な機能に加えて，リアルタイムアンケート
システムとしての機能を持つ．リアルタイムアンケー
トシステムでは，安全で不正のない回答収集のため
に，回答者の公平性と匿名性の保持を低コストで実
現することを目標としている．本システムでは，投票
状況の監視インタフェースにより公平性を確保する．
また，アンケート実施者による回答用の端末の配布で
匿名性を確保する．よって，目標を達成するリアルタ
イムアンケートシステムにおける要件は以下のよう
になる．
• 投票状況のリアルタイムな表示が可能
• 質問票のリアルタイムな変更が可能
• Webブラウザのみで回答が可能
• 暗号化通信路や匿名性を確保するための特殊な
通信路に非依存

以降は，要件を満たすための本システムの構成につい
て述べる．
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図 1 システム構成図

3. 2 システム構成
図 1にシステム構成図を示す．本システムは，(1)

質問票管理サーバ，(2)端末番号配信サーバ，(3)投
票状況表示サーバ，(4)回答用端末の 4つのサブシス
テムから構成されている．(1)の質問票管理サーバと
は，質問票のデータを保持して質問票の配信を行い，
さらに回答の集計を行うサーバである．(2)の端末番
号配信サーバとは，端末番号の配信により回答用の端
末を管理するサーバである．(3)の投票状況表示サー
バとは，回答の投票時に投票状況をリアルタイムに表
示するための情報収集サーバである．(4)の回答用端
末は，各回答者にアンケート実施者からランダムに配
布される端末で，回答者は端末上でたちあげたブラウ
ザから回答を行う．
アンケート実施者によって作成された質問票は，

サーバのDB上に保存される．サーバは各質問票に対
して URLを発行し，リクエストを受け取って質問票
のデータを返す．回答者がブラウザで質問票の URL

にアクセスすると，受信したデータから質問票が構成
されて表示される．このとき，回答を行う端末に対し
て，端末番号配信サーバから一意な端末番号とトーク
ンが割り振られる．端末番号は質問票上で公開され，
投票状況の監視に利用する．トークンとは，ランダム
な文字列であり，回答と紐付けられて仮名性を満たす



段階での回答の管理に利用する．回答者が質問票画面
で回答を作成して投票を実行することで，回答内容
がサーバへ送信される．同時に，端末番号が投票状況
監視画面に送られて，投票が完了したことが通知さ
れる．各回答者の回答内容はサーバの DB に保存さ
れる．投票状況監視画面で，全ての回答者の投票が終
わったことを確認した時点で集計を行い，結果表示画
面上に表示することができる．

3. 3 公平性と匿名性の確保
本システムにおいて公平性および匿名性を高める

ための手法について説明する．本システムでは，投
票時に投票済みの端末をリアルタイムに確認可能と
することによって公平性を保つ．また，回答者が使用
する端末をアンケート実施者からランダムに配布し，
端末を管理することで，匿名性を高めることを目指し
ている．以降，具体的な手法を示す．
回答者 u が使用する端末 du には，端末番号配信

サーバ sd から一意な端末番号 nu が割り振られる．
クライアントは，トークン tu を発行し，乱数 r を掛
けてブラインド化されたトークン t′u を端末番号配信
サーバ sd へ送信する．端末番号配信サーバ sd は，ブ
ラインド化されたトークン t′u に対して署名を行う．
端末番号配信サーバ sd 上では，< du, nu, t′u >の組
を保持する．
クライアント上では < u, du, nu, tu > の組が保持

される．端末番号 nu は，投票状況を監視するために
使われる IDで，公開される．トークン tu は回答 au

と紐付けられ，< tu, au >のペアが集計サーバ sc に
送られる．各回答に紐付けられたトークンが一致する
かどうかを確認することで，回答者が同一であるか
どうかの判定が可能になる．端末番号 nu は公開され
るため，回答者 uと端末番号 nu は紐付けられる．ま
た，集計サーバ sc 上で < du, tu, au >の組を保持し
ているため，端末番号 nu とトークン tu が紐付けら
れると，回答者 uと回答 au が紐付けられる．トーク
ンを管理している端末番号配信サーバ sd と集計サー
バ sc が結託することにより，端末番号 nu とトーク
ン tu が紐付けられる可能性がある．しかし，本シス
テムでは端末番号配信サーバ sd が保持するのは，ブ

開始・終了
ボタン

投票済みの
端末数

端末の
投票状況

投票済みの
端末番号

アンケートの
タイトル

図 2 投票状況監視画面

ラインド化されたトークン t′u としており，結託の問
題を回避している．
回答者 uが使用する端末 du は，アンケート実施者

からランダムに配布されたものであるため，回答者 u

と端末 du は紐付け不可能である．よって，集計サー
バ sc が端末の情報を含んだ < du, tu, au >の組を保
持している場合でも，回答者 uと回答 au の紐付けを
不可能としている．
本システムでは，投票状況監視画面で投票済みの端

末数を公開することで，多重投票や未回答者の発見を
支援し，回答者の公平性を確保する．投票状況監視画
面を図 2に示す．画面上部にはアンケートのタイトル
が表示される．左上の開始ボタンを押すことで，投票
を受け付ける状態にすることができる．画面中央の端
末番号の一覧により，端末の投票状況を監視すること
ができる．受け付け状態のときに，回答者が投票を行
うと，投票に使用された端末の端末番号の色が変化す
る．投票済みの端末数をリアルタイムに画面左上に
表示する．終了ボタンを押すことで投票を締め切り，
結果確認画面へ遷移する．
回答の受信タイミングと回答者の行動が観測可能

である状態では，回答と回答者の紐付けが可能とな
る可能性がある．本システムにおいては，観測不可
能性を一定のレベルで満たすように，回答者側から
ランダムな間隔でダミートラフィックを送信する．ダ
ミートラフィックは，入力済みの回答を自動送信する
ことで実現する．自動送信は JavaScriptによって行
われる．質問票画面において，回答者の回答状況を



図 3 テンプレートベースでの質問票の作成
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図 4 自由な形式での質問票の作成

監視し，一定数の設問に回答したことを確認すると，
ランダムな間隔での入力済みの回答データの自動送
信を開始する．本システムの質問票では，回答者によ
る回答内容の一時保存を可能としている．このため，
集計サーバ側では，受信した回答が自動送信によるも
のなのか回答者の一時保存によるものなのかを確認
することができず，自動送信による回答を判別するこ
とは困難である．しかし，ダミートラフィックを送信
する手法では，回答者が回答の一時保存を行ったかど
うかを観測できる状況では機能しない．本研究では，
完全ではなく，一定のレベルで低コストに安全性を満
たすことを目標としており，ダミートラフィックを送
信する手法を採用している．

3. 4 リアルタイムな質問票の更新
リアルタイムに質問票を更新する機能について説

明する．本システムでは，回答者が回答中でもアン
ケート実施者が質問票を更新することが可能である．
以降は，リアルタイムな質問票の更新手法を示す．
アンケート実施時には，質問票を事前に準備する．

しかし，アンケートを実際に実施した際に，回答者か
らのフィードバックなどにより，質問票の不備が見つ
かることがある．従来のWebアンケートシステムで
は，このような場合に質問票の修正を行うが，更新を
必要とするため，それまでの回答内容が喪失してし
まうという課題があった．本システムでは，アンケー
ト実施中にリアルタイムに質問票を更新することを
可能にしている．質問票はWeb上で提供される．ブ
ラウザ上でWebコンテンツをリアルタイムに更新し
て共有する，Webページリアルタイム協調編集機構
をこれまでに提案してきた [5]．Webページリアルタ
イム協調編集機構は，Webコンテンツをブラウザ上
で編集することを可能にし，編集したコンテンツの
HTMLをサーバから全クライアントへプッシュ配信
することで，編集コンテンツをリアルタイムに共有す
る．リアルタイムな質問票の更新には，Webページ
リアルタイム協調編集機構のメカニズムを利用して
いる．本システムでは，HTMLではなくアンケート
における設問のデータをやり取りすることで，質問票
の変更をリアルタイムに共有する．アンケート実施者
が，質問票の編集画面から設問の追加を行うと，追加
された設問のデータがサーバへ送られて，質問票に
アクセスしている全クライアントへデータがプッシュ
配信される．データを受け取ったクライアントは，動
的に設問を構築して追加する．また，編集画面で設問
が削除された場合には，削除された設問のシーケンス
番号がサーバへ送られてプッシュ配信される．クライ
アントサイドでは，受け取った番号に該当する設問を
削除する．以上のように，リアルタイムな質問票の更
新を実現している．

4 リアルタイムアンケートシステムの利用
アンケート実施者は，テンプレートベースの形式

と自由に設問の設定が可能な形式の 2 種類のインタ



フェースから質問票を作成できる．テンプレートベー
スの形式では，本システムが想定する利用環境に適し
た質問票のテンプレートを提供することで質問票の
作成を支援する．図 3 に，テンプレートベースで質
問票を作成するインタフェースと作成された質問票
を示す．この例では，コンテストの評価を行う状況を
想定したテンプレートを使用しており，任意の数の評
価対象や評価項目，基準点が設定可能である．自由に
設問の設定が可能な形式による，質問票作成のため
のインタフェースを図 4 に示す．自由な形式のイン
タフェースでは，任意の数の設問を作成することがで
き，各設問について設問内容と回答方式，回答項目が
設定可能である．
作成したアンケートは，アンケート一覧ページから

アクセスすることができる．アンケート一覧ページで
は，作成済みのアンケートが表示され，アンケートご
との質問票画面への遷移とアンケートの編集，削除を
行うことができる．質問票画面では，アンケート実施
者が作成した質問票が表示され，回答の入力を行うこ
とができる．質問票画面は，テンプレートを使用して
作成されたアンケートの場合，テンプレートごとに表
示や機能が異なる．例えば，コンテスト評価のテンプ
レートでは，回答の入力のみではなく，回答途中での
一時保存や自分の評価結果を一覧で表示する機能を
持っている．
結果確認画面について説明する．テンプレートに

従ったアンケートを利用した場合には，テンプレート
に合わせた結果表示を行う．図 3のように，コンテス
トでの評価を想定したテンプレートを使用した場合
には，評価項目ごとの点と総合点を集計して，評価対
象のランキングを表示する．自由な形式のアンケート
の場合には，設問ごとの回答方式に従った結果表示を
行う．例えば，ラジオボタンやチェックボックスの場
合には，選択肢ごとに選ばれた数を集計して，集計数
を表示する．また，テキストボックスなどの任意の入
力欄を回答方式とした場合には，入力された内容が表
示される．

評価対象

評価基準 評価値

図 5 使用した質問票

5 運用事例と考察
本システムの運用を想定し，研究室でのコンテス

ト形式のイベントにおいて，22人の参加者に本シス
テムを利用してもらった．回答のための端末としてス
レート型端末を各回答者に 1 台ずつ配布した．質問
票は，コンテスト評価用テンプレートを使用して作
成した．図 5 に実際に運用において使用した質問票
を示す．ただし，評価対象の名前などは伏せてある．
コンテスト評価用テンプレートでは，評価対象と評価
基準，各評価基準に対する評価値をそれぞれ任意の数
登録することができる．本運用では，評価対象として
15個，評価基準として 5つの基準を登録した．また，
各基準において 5 段階の評価値を設定した．質問票
の配信と回答の集計を行うサーバは，回答用のスレー
ト型端末と同じローカルネットワーク上に設置した．
回答者は質問票上部の評価対象一覧から対象を選

択し，ラジオボタンにより評価値を入力する．入力し
た評価値は，評価対象ごとに質問票下部の保存ボタ
ンでサーバ上に保存する必要がある．入力された回
答は，クライアント上で保持され，ダミートラフィッ
クとしてランダムな間隔での自動送信に使用される．
回答者が全ての評価対象の評価を完了すると，評価の
投票を実行することができる状態になる．投票によ
り，サーバ上で一時保存されていた回答が，集計時に
有効な回答として扱われるようになる．投票時には，
投票状況監視画面上で回答者の投票状況をリアルタ
イムに確認する．



本運用における質問票のインタフェースでは，評価
対象の選択から評価値の入力，一時保存，投票までを
全て同じ操作で実行できるようにした．さらに，入力
済みの回答を用いたランダム間隔の自動送信により，
観測不可能性を高めている．本運用においても，回答
者を観測可能な状況において，回答を送信したタイミ
ングを確認することが困難であることを確認した．
本システムでは，投票状況監視画面を利用し，人間

による監視で多重回答を防止している．本手法は多重
回答を事前に防ぐことはできない．端末上で複数立ち
上げたブラウザを，クライアントとすることで多重回
答が可能である．しかし，投票状況監視画面上で投票
済みの端末の端末番号を確認することにより，本運用
のようなユースケースにおいては多重回答を発見す
ることが可能であり，不正が行われたアンケートのや
り直しの判断を支援している．本システムにおいて，
端末番号とトークンのペアを保持している機構が存
在しないため，多重回答に使用されたクライアント
を確認し，不正な回答者を発見することができない．
よって，不正な回答者によって多重回答が繰り返され
た場合には，アンケートが終了しない可能性がある．
本課題を解決するためには，パスワード発行による認
証機構を導入することなどが考えられるが，本システ
ムにおける認証機構の検討は今後の課題とする．

6 まとめ
本研究では，回答者の公平性と匿名性を考慮したリ

アルタイムアンケートシステムを提案した．本システ
ムにおけるリアルタイム性とは，結果の集計と表示が
即時に行われるアンケートモデルにおいて，リアルタ
イムな投票状況の確認と質問票の更新を可能にする
ことを指す．回答に使用する端末に対して端末番号を
割り振り，投票済みの端末の端末番号を表示するイン
タフェースを実現した．また，提案済みのWebコン
テンツのためのリアルタイム協調編集機構に基づき，
Web上で提供される質問票のリアルタイムな更新を
実現した．
アンケートシステムが満たすべき要件として，公平

性と匿名性を挙げ，これらを低コストに一定のレベル
で満たすことを本システムの目標とした．投票状況を
リアルタイムに確認するインタフェースを提供し，多
重回答の発見を支援することで，回答者の公平性を一
定のレベルで確保した．また，アンケート実施者が端
末を配布するというアンケートモデルと，ダミートラ
フィックで観測不可能性を満たすことで，匿名性につ
いても一定のレベルで実現した．高コストな装置や処
理を必要とせず，シンプルにアンケートシステムの要
件を満たす本方式は，今後のリアルタイムアンケート
というモデルの実用化に貢献するものと考えられる．
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