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小特集　クラウドソーシング

オンラインで研究を完結できるこ
とは，たとえばカップルなど，比
較的集めにくい参加者を数多く確
保したい場合に役立ちます。
　「ネット調査」の際によく用い
られるオンライン調査会社では，
研究者が独自に作成したアプリや
実験用ソフトウェアのインストー
ルを参加者に求めることは制限さ
れている場合が多く，単純なアン
ケート以外の研究をオンラインで
実施したい場合に，クラウドソー
シングの自由度は大きな魅力とい
えるでしょう。たとえば，反応時
間を測定する心理学的な実験課題
を実施したいならば，プログラミ
ング知識がそれほどなくてもオン
ライン実験を実施可能なおそら
く唯一の無料プラットフォーム
であるPsyToolKitが存在します。
ストループ課題，メンタルロー
テーション課題，視覚探索課題，
N-back 課題，IAT，Navon 課題
などさまざまな心理学実験のスク
リプトがあらかじめ用意されてい
るので，少し手を加えることに
よってオンライン実験を比較的容
易に実施することができるでしょ
う。一方で，複雑なオンライン実
験を実施したいならば，Inquisit 
Web等の有料のプラットフォー
ムを利用したり，Python等プロ
グラミング言語を用いて心理学実
験を構築したほうがよいでしょ
う。また，反応時間を測定する実

験課題と，アンケート調査など他
の研究課題を組み合わせた研究を
デザインするのもよいでしょう。
たとえば著者らは，クラウドソー
シングで募集した参加者に，1週
間にわたる経験サンプリング法を
用いた調査への参加を求めた後
に，Stop Signal課題等の実験課
題をオンラインで実施することで
彼（女）らの実行機能を測定し，
関連を検討しています。
　アンケート調査や質問紙実験を
実施する場合は，Googleフォー
ムに代表される無料で利用可能
な調査環境構築システムを利用
するか，もし大学などの研究機
関が包括的なライセンス契約を
行 っ て い る な ら ばQualtricsや
SurveyMonkeyのような有償の調
査環境構築システムを利用すると
よいでしょう。調査環境構築シス
テムの側で一度アンケート項目を
作り込めば，ある研究と別の研究
で異なったクラウドソーシング・
サービスを用いる場合でも，調
査票を使い回すことができます。
もっとも，アンケート調査や質問
紙実験を実施するだけならば，ク
ラウドソーシングのみならず，セ
ルフ型ネットリサーチ会社（調査
票の作成やデータの集計を依頼者
が行うことで価格を引き下げたオ
ンライン調査会社）の利用も含め
て検討すると選択の幅が広がるで
しょう。たとえばFastAskやア

　日本の研究者がクラウドソーシ
ングを活用するために必要な戦略
や道具など，実践的な内容を紹介
することが本稿の目的です。
　まず，日本の研究者として，日
本語を使って研究データを取りた
いと思うかもしれません。この場
合，世界最大のクラウドソーシン
グ・サービスであるMTurkは日
本語を理解できる参加者がほぼお
らずあまり役立ちません。日本人
を研究対象とする場合，ランサー
ズやクラウドワークスなど日本の
サービスを利用する必要があるで
しょう。個人としてタスクを発注
するよりも，大学など研究機関の
名前を利用してタスクを発注した
ほうが，質の良い参加者が用意さ
れる場合もあるようです。
　1回きりの実験や調査ではな
く，一定期間継続する研究への参
加を求める場合にもクラウドソー
シングは役立ちます。たとえば著
者らは，経験サンプリング法と呼
ばれる，スマートフォンにアプリ
をインストールして1週間程度に
わたるライフログを取る研究への
日本人参加者をランサーズで募集
しました。PacoというGoogleの
エンジニアが作成したフリーの経
験サンプリング用のアプリを利用
し，報酬の支払いもオンラインで
済ませれば，直接対面しない参加
者プールを対象に経験サンプリン
グ法を実施することが可能です。
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を使いこなすには
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シングする」ことに付随する倫理
的問題は真剣に考慮すべきでしょ
う（五十嵐論文と三浦論文を参
照）。産業界の通例と同等の金銭
的報酬ではなく，倫理的配慮を
伴った報酬体系を学術研究で採
用する場合，参加者の労働に質
を求めることは当然の成り行きと
いえるかもしれません。実際に，
MTurkなどよりも労働報酬を高
く設定する代わりに労働の質が高
い参加者を確保していることを売
りとする学術用クラウドソーシン
グが欧米には存在し，代表例は眞
嶋論文で紹介されているProlific
です。日本にはこのような学術目
的の「報酬は高いが労働の質も高
い」ことを謳うクラウドソーシン
グ・サービスが存在しません。著
者が現在所属する株式会社イデ
アラボは心理学研究者によって
成り立つ研究コンサルティング
企業なのですが，いわば日本版
Prolificを立ち上げることを，著者
を中心に現在検討している段階で
す。また，クラウドソーシングを
用いる際の研究倫理については，
Waterloo大学など海外の大学の倫
理ガイドラインが参考になります。
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ンとケイトであれば， 1人が1問
に回答して約10円が相場です。
　次に，日本人を対象としてデー
タを取る必要がない場合を考えて
みましょう。心理学者は多くの場
合，心の通文化的普遍性の仮定を
置くことができる対象を研究して
います。すなわち，社会・文化・
環境によらず，ヒトである限り共
通して認められる心の働きを研究
対象としています。たとえば，もし
日本人とアメリカ人の視覚系・注
意・ワーキングメモリの働きや仕
組みに研究上有意味な差があると
いう文化心理学的な仮定（Nisbett, 
et al., 2001）を置かないならば，日
本人を対象としてデータを取る必
然性は存在しないでしょう。この
場合，MTurkに代表される海外
のクラウドソーシング・サービス
を利用して研究を実施することが
可能です。実験や調査の刺激や材
料を英語で作成することにハード
ルの高さを感じるかもしれません。
しかし，逆の見方をすれば，日本
語圏の研究よりも圧倒的に数が多
い英語圏の研究で用いられている
刺激や材料をそのまま流用して研
究を実施できるメリットは計り知
れません。たとえば，邦訳版の尺
度を作成し，信頼性・妥当性を検
討して……といった一連のプロセ
スを経ずに，英語圏でvalidatedさ
れた尺度をそのまま利用してアメ
リカ人を対象にパーソナリティ研
究を行うことも可能でしょう。
　他方で，日本人とアメリカ人で
心の働きが異なるという文化心
理学的仮定を置いた場合はどう
でしょうか？　この場合，一つの
研究内で日米のクラウドソーシ
ング・サービスを同時に利用する
ことで，海外の研究者の協力がな
くても比較文化的なデータを取る
ことができる点がメリットとなる
でしょう。ローコストで比較文化

的なデータを取ることができるの
で，卒業論文でも日米の参加者を
対象にした実験や調査を行うこと
が容易になり，日本人が特異的に
持つ心的特性を従来よりも早い
ペースで解明できるでしょう。実
際に，北海道大学の卒業研究で
は，ランサーズとMTurkを同時
利用して日米比較的な心理学研究
を実施しています（沼田・結城, 
2017）。日本人以外を対象とした
心理学調査や実験が容易に実施可
能になったことで，心の通文化的
普遍性に対して日本の心理学研究
者が暗黙裏に持つ仮定や前提が改
めて問い直され，各々が明確に意
識化・言語化する必要性が生じて
いるのかもしれません。
　かつては，日本からMTurkを
直接利用できず，CrowdFlower
等のサービスを間に挟む必要が
あったのですが，現在はMTurk
に直接タスクを発注することが
できます。しかし，MTurkにつ
いて包括的なレビューを行った
Keith ら（2017）が指摘するよう
に，MTurkはそもそも学術的な
目的で作られたサービスではな
いため，心理学研究者にとって
数多くの困難が存在します。し
かし，MTurkはAPIを提供して
おり，このAPIを利用すること
で，MTurkを学術研究フレンド
リーな存在にするサービスが提供
されています。たとえば，過去の
自分の研究に参加した参加者を排
除する，同一の参加者から縦断
的なデータを得る，仕事の承認
プロセスを自動化する，参加状
況のリアルタイム把握などです。
現状TurkPrimeが最も優れてい
ると著者は考えます。2セント＋
MTruk報酬の5％という費用は
追加でかかりますが利用を検討す
る価値はあります。
　最後に，「安いからクラウドソー


