
フォームの使い方(アンケート、申し込み、日程調整)
CryptDriveの左上端のアイコンをクリック

トップページの「新し
いドキュメント」のな
かの「フォーム」のア
イコンをクリックしま
す。(左図)

左図のような画面になるの
で「作成」をクリックしま
す。フォームの有効期限やア
クセスにパスワードの設定
をしたい場合は左のチェッ
クボックスにチェックを入れ
て設定できます。(次ページ)
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有効期限とパスワードにチェッ
クを入れると左図のように、そ
れぞれ設定が表示されます。
有効期限は時間、日、ヶ月で数
字を入力して設定できます。
以下の解説では、「ドキュメン
トを所有」だけにチェックを入
れた状態で説明します。

アンケート、申し込み
フォームなどで使います。
現在はこの「空のドキュメ
ント」が選択されていま
す。

スケジュール調整専用のテ
ンプレート(後述)

多くの項目があり戸惑うかもしれません。最初に下図の赤枠の
中をまず設定していきます。ここでは、アンケートを作成する
ことにします。
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前ページの赤枠を拡大したのが下図です。
下図の赤枠は、右上端に「説明文」とあるように、このフォーム
についての説明を書く箇所です。説明文は「編集」をクリックし
て記入します。

「編集」をクリックすると下図のように文字を入力できるボッ
クスが表示されます。よくあるワープロのように、太字、リン
ク、箇条書き、画像貼り付けなどが可能です。できあがりを確
かめたいときは左下の「プレビュー」ボタンで確認できます。
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質問項目の作成
説明文の下に質問項目を作成するための枠が表示されています。

「ここに質問を入力」をク
リックすると質問の文章を
入力できるようになります。「編集」をクリックする

と回答の選択肢を編集で
きる下図のようなボック
スが開きます。ここで、
選択肢を設定します。
下図は質問と回答の選択肢を入力したところです。選択肢を追
加したいときは「オプションを追加」のボタンで追加します。
また、回答を「任意」「必須」から選択できるようになってい
ます。「必須」の回答が空欄だとエラーになります。
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更に質問を追加する場合
「+」のアイコンの下に下図のような質問スタイルの選択肢があ
ります。このなかから適したもの選択して質問項目を設定しま
す。

右上の「選択肢」をクリックすると
下図のように、回答のスタイルを選
択できます。

回答方法が以下のようにそれぞれ特徴があります
● 選択肢：選択項目から一つだけ選択してもらう場合
● チェックボックス：複数選択できます
● 番号付きリスト：項目をマウスで選択して上下させること
で、選択肢に順位をつけられます。
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質問のスタイルのうち、直感的にわかりにくいものだけ説明しま
す。
「選択式グリッド」を選ぶと下図のように、タテとヨコで質問と
回答を組合せる表が表示されます。「編集」でこの表のタテとヨ
コの項目を設定します。

下図は、「編集」をクリックし、質問項目と各回答項目を設定
したところです。
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実際のアンケートは下記のように表示されます。◯をクリック
して選択してもらいます。

各質問項目の間に「+」のアイコンがあります。これをクリック
すると下図のように追加の質問項目を作成するための設定アイ
コンが表示されるので、適宜選択して質問を作成します。
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最終確認
左欄にある確認と設定項目を説明
します。
● 「フォームをプレビュー」で実際のアン
ケートの状態を確認できます。

● 「リンクをコピー」このアンケートを
メールなどで告知するときにこの「リン
クをコピー」でリンクをコピーしてメー
ルなどに貼りつけて、送信します。不特
定多数に回答してもらいたければブログ
やSNSにリンクを貼りつけてもいいで
しょう。

● 締切日を設定をクリックするとカンレン
ダーが表示されるので、締め切り日をク
リックして設定します。

● チェックを入れていない場合、アンケー
ト送信に際して、名前を記入するか匿名
のまま送信するかの選択ボタンが表示さ
れます。匿名でよいばあいは、ここに
チェックを入れてください。

注意!!
画面中央上にも「共有」ボタン
があります。これはアンケート編
集の共有ボタンなので、回答者宛
にはこのリンクを用いないでく
ださい。必ず「リンクをコ
ピー」を使ってください。8

回答の訂正を許可す
るか、一度回答した
ら訂正できないこと
にするのかを選択で
きます。(次ページ参
照)



アンケートに回答した人は送信すると下記のように表示されま
す。「回答を表示」をクリックすると自分の回答の控えが表示さ
れます。

再度回答しようとすると、左図の
ように表示されて回答できませ
ん。ただし、ブラウザのクッ
キーを削除したりブラウザを再
起動すると回答可能になるので、
完璧な機能ではありません。
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ただし、作成の設定で
「送信後の編集」を「許
可」にした場合は左図の
ように「回答を編集」が
表示されて、訂正が可能
です。しかし、ブラウザ
を閉じたりクッキーを削
除するなどをすると訂正
ができなくなります。



サンプルで作成したアンケートは下記からアクセスできます。
自由に回答などしてみてください。
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/
MVPiGfW8lP0WA0mHc6pQgrya9CORTFxDHnsW4A-r0Xw/

アンケートの回答はどうやって確認するのか
アンケート作成サイトの左上に
「回答」というボタンがありま
す。ここの回答者の数字がリアル
タイムで表示されます。この「回
答」をクリックすると各質問項目
ごとの回答者の数が表示されま
す。(次ページ参照)

アンケートは表計算ソフトなどにダウンロードして集計などの作
業が可能です。
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フォーム作成画面左欄上に
「回答」という欄がありま
す。ここをクリックしま
す。



ここに、質問項目ごとの回答者数と棒グラフが表示されます

ここで表計算などのソフトとの連携ができます。
CSVエクスポート：データを自分のパソコンにダウンロードし、
表計算ソフトなどに読み込ませます
シートにエクスポート：Cryptpadの表計算シートにエクスポート
します(問題点あります。後述)

(問題点)Cryptpadの表計算シートにエクスポートした場合、下図
のように、日本語ば文字化けします。次ページのようにSVCをダ
ウンロードしてご自分の使用している表計算ソフトに読み込んで
ください。



日程調整の方法
トップページから「フォーム」を選択します。

下図はCSVファイルをダウンロードして、LibreCalcで読み込ま
せたものです。日本語での表示ができています。

アンケートの集計で統計解析などを利用したいときは、質問項目
なども工夫する必要があるでしょう。他方で、署名運動などで、
単純に、名前だけのリストを取得したいという場合は十分便利に
利用できると思います。
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日程調整の方法
CryptDriveの左上端のアイコンをクリック

トップページの「新し
いドキュメント」のな
かの「フォーム」のア
イコンをクリックしま
す。(左図)

左図のような画面になるの
で「スケジュールの投票のテ
ンプレ...」をクリックし、
「作成」をクリックします。

131313



アンケート作成と似た画面が表示されますが、赤枠の箇所に、日
程調整に便利なスタイルがあらかじめ設定されています。

上記赤枠以外の箇所はほぼ前述の「アンケート」作成の解説と重
複しますので、以下では赤枠内のみ説明します。
上図左下赤丸内の「編集」をクリックすると日時の選択を変更で
きます。(下図)
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日時の箇所をクリックす
るとカレンダーが表示さ
れるので候補の日と時間
を選択します。(下図)

カレンダーの下の時刻を
選択し、キーボードの
Returnキー(Enterキー)を
押すと確定します。
複数の日をまとめて選択
したいときは、「複数の
日時を追加」を選択しま
す。
選択は、日付が前後した
りすると編集画面では日
付が時系列で並びません
が、「プレビュー」で表
示させるときちんと日付
順に並べかえられていま
す。
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出来上がりは下記のようになります。

日程調整の回答は、先のアンケート作成で書いたように、作成者
のCryptpadにログインして確認します。
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p.8の左欄の解説
にある「回答を
匿名化」に
チェックが入っ
ていない場合は
回答者に匿名に
するか名前を入
れるかの選択肢
が表示されま
す。



結果の確認方法
CryptDriveにアクセスします。ログインすると最初に表示される
場所で、左上にCryptDriveと表示されます。ここに下記のように
過去に作成されたファイルなどが表示されます

右上隅の矢印の箇所にあるアイ
コンをクリックすると下図のよ
うな一覧表示になります。ファ
イルを探しやすい方を使ってく
ださい。
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以下は、7月31日に申し込みを締め切りとしたJCA-NET8月セ
ミナーの申し込みフォームです。

ここに締切日が表示されま
す

ここに申し込み者の数が表
示されます。詳細を見るに
はここをクリックします
(次ページ参照)
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データの詳細です。このフォームでは、申込者の名前やメールア
ドレスを記入してもらっていますので、それらのデータが表示さ
れます。

棒グラフの下にはデータを外部に出力するためのボタンがあり
ます。外部の表計算などを使いたい場合は「CSVにエクスポー
ト」を選択してデータを自分のパソコンにダウンロードしま
す。
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注意点
データへの外部からのアクセスやデータ内容の共有については、
二箇所のリンクを使い分ける必要があります。

上部中央にある「共有」
ボタンは、フォームの編
集や結果のデータの把握
などに使います。この共
有ボタンを、データの編
集や詳細を共有したい人
に連絡することで、
フォームを設置した人以
外の人と共同で作業がで
きます。他方で、個人情
報などへのアクセスも可
能になりうるので、不特
定多数の人には知らせな
いようにしてください。

「リンクをコピー」のボ
タンによるURLは、
フォームに記入をする一
般の利用者向けです。こ
のURLからフォームの
データにアクセスできな
いことに注意してくださ
い。締め切りを過ぎる
と、フォームそのものは
表示されますが、送信が
できず、ページの上部に
「このフォームは
2022/7/31 16:34:00に閉
じられました」
といったアナウンスが表
示されます。 20



いくつかの注意点(Q&A)
●フォームを作成したけれども、CryptDriveにファイルが保存さ
れていません。どうしたら保存できますか？
画面え右上端のログイン名のアオコンをクリックして、プルダ
ウンメニューから「設定」を選択してください。設定のなかの
「セキュリティ」をクリックして「自動」を選択すると自動で
保存されCryptDriveにファイルが表示されます。

ただし、個人情報の保護やプライバシーの観点から、すべてを自
動保存にすべきかどうかは、よく検討し、「主導(常に確認)」の
方が好ましいばあいはこちらを選択してください。
● アンケートや日程調整をした人達にも他の人の入力結果が見
られるようにするにはどうしたらいいですか。

左欄に「回答を公開」(左図)
のボタンがあります。ここを
クリックすると、他の回答者
の入力結果が表示されます。

2022/8/23 解説の作成者 小倉利丸(JCA-NET) toshi@jca.apc.org
https://www.jca.apc.org/jca-net/ja
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