小特集
タブレット PC と心理学
タブレット PC やスマートフォンは，人間が情報行動をとるときのハブとしての地位を確立し
つつあるようにみえます。心理学の分野においても，このガジェットが一つの発展の可能性を
与えるのではないでしょうか。手軽に自動集計できるネット調査，感覚知覚実験のデモ装置，
読み困難の支援，見る意欲と能力の開発等，タブレット PC を用いた先駆的な取り組みを紹介
（小田浩一）
します。
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急激に大衆化するネット調査
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を選択します。後は調査項目を一
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図 2 試しに回答した内容が即座
にグラフ化されている画面

図 3 試しに回答した内容が即座
に表計算シートに集計されている
画面

