『新・一心精進』緊急アンケート結果【速報版】
アンケート実施期間 2017/6/23-7/1
有効回答数 62 件
【統計データ】

1. 解答者年代
社会人（22 歳以上）

55

中高生以下（-18 歳）

4

大学生相当（18-22 歳）

3

2. 『新・一心精進』に協力できる内容について
票数 支持率

項目

32

51.61%

メリットがなくとも、寄付のつもりで個人有料会員となる

20

32.26%

今後の大会主催時に、可能な範囲で問題や詳細結果の pdf アップロードに協力する

18

29.03%

「アーカイブ pdf 閲覧機能」があるなら、個人有料会員となる

15

24.19%

過去の主催大会について、問題や詳細結果の pdf アップロードに協力する

10

16.13%

「クイズ大会実況閲覧機能」があるなら、個人有料会員となる

8

12.90%

「エントリー受付開始日直前のリマインダ機能」があるなら、個人有料会員となる

6

9.68%

スタッフとして、開発や運用に協力する

4

6.45%

非営利団体（大会主催団体、サークル、その他）として、協賛団体になる（年 15000 円）

1

1.61%

営利団体として、協賛団体になる（年 30000 円）

3. 優先して欲しい開発項目（複数選択可）
票数 支持率

項目

33

53.23%

閲覧側のスマホ向けデザイン改善（閲覧者向け）

24

38.71%

問題共有機能（『クイズの杜』の自動化版）

23

37.10%

エントリーリマインダ機能

18

29.03%

お知らせの Twitter への連携

17

27.42%

クイズ大会成績の自動集計機能（年間勝利数や決勝進出数）

16

25.81%

クイズサークル情報掲載（参加者を募集しているサーク

15

24.19%

大会主催者が使えるエントリースクリプト

15

24.19%

クイズ大会実況システム

15

24.19%

参加済みクイズ大会の個人成績閲覧機能

14

22.58%

問題出題アプリ開発

10

16.13%

大会申請・結果報告フォームのスマホ向けデザイン改善

8

12.90%

大会結果への pdf 追加アップロード機能

4

6.45%

個人情報管理のセキュリティのアップ

4

6.45%

クイズ関連ツール・アプリの紹介・共有サイト作成

【自由記述】
（事前に予告したように、頂いたご意見なるべくそのまま掲載するようにしておりますが、個人が特定できてし
まう表現は一部変更させていただいております。一部、現時点で対応を開始しているものについては返答を行っ
ております。）

4. 一心精進の運営についての御意見・協力できる内容（順不同）
・過去の大会の問題の提供
・独立して、運営することには反対致しませんが、なぜ独立する経緯になったのかというのと、個人情報は保護
されるのかという点を来るべき時に説明してほしいと思います。
→個人情報保護については、改正個人情報保護法の「中小規模事業者」向けガイドラインに反しない運用を目指
すべく、準備中です。（『新・一心精進』ログイン時に個人情報引き渡しの許可を取るなど）宜しくお願い致し
ます。
・ＡＱＬがらみは、余裕があったら問題提供や問題監修を手伝えるかなと思います。
→新一心精進スタッフ注：ＡＱＬは有志によるオープン大会であり、「新一心精進」は別組織です。
・システム屋見習いなので当分先となりますが、出来る範囲内でなら開発・運用にも関わりたいです。
・無から有を創造するのは大変なことだと思います。
・クイズを愛好する人間として、具体的には有料会員になることくらいしかできそうにありませんが、ぜひ、ク
イズの未来のためにも力を尽くしていただけることを、切に希望いたします。
・今後の改善開発についてのアイデア出し、設計・コーディングできる個人・法人の紹介など可能です（費用感、
スピード感、要求スキルとの兼ね合いになりますが）
・現時点のこの内ゲバ感だと、到底お金を払えるとは言えないです。というか有料とか言ってる場合ですか？世
間と聞いてることズレてるの分かってます？安定した運営を望んでるのにそれを自ら崩壊させといて最初に聞
いてくる項目が有料云々とか。まずは旧サイトに戻すところからよろしくお願いします。
・見辛い。
・大会掲載料は取ってもいいと思います。運営費の確保とともに無料なのをいいことに何でもかんでも掲載の依
頼が今後もっと出てくると思うのでその抑止力として。但し、少額で（300 円くらい）
・統一的なクイズの実力の指標となるものが欲しい。
・大会データを見やすくしてほしい(場所や日時別での絞り込み機能など)
・所謂、年齢制限やらが入るのは一向に構わんのだが、其ればっかりで埋まっちゃうのは、何だかなあ、とは思
う。フィルタリングは出来ると思うんだ。スクロール大変だし。
あと、或る程度のお巫山戯にも付き合ってやってくだされ。ま、抑、殆ど文句は無い楽隠居の戯言程度に。
・別のサイトの話になり恐縮ですが、日本クイズ協会の公式サイトにあります一心精進様のバナーが旧・一心精
進の URL へとリンクしているようなので、お手数ですが協会へとご連絡の上訂正していただいた方がよいもの
と思われます。
・出来る範囲での協力、にはなるのですが、現時点で自分ができそうなものにチェックを入れたつもりです。西
田さんの負担が余り変わらない形になっていないか、ということが一番心配なので、その点がちょっと気になっ
ています。
・動き出して進んでいる、という印象。クイズでなくとも色々なサイトは徐々にバージョンアップ、進化してい
くものだと思うので、少しずつでもやっていければ良いと思いますが、有料化する際は責任が伴うことを忘れて
はならないと思います。
・定額の「投げ銭」システムと言いますか、定期的に追加負担ができるようにしておくのもいいと思います。
・システム的に協力できることが何もないのですが、会員としては協力出来たらと考えています。
・メリットを感じる機能+年１回程度の収支報告等の発表があれば個人的には会費については納得できるかなあ
と思います。
・安定稼働ができたら、の話ですが、「初心者限定」「初心者歓迎」の欄ができるといいかな、と思います。現
状初心者が「どの大会言ったらいいかわからない」のは事実だと思いますので。
・スピード感のある情報公開に対しての積極的な姿勢などがきちんと示されており、ユーザーとなる人たちに対

してとてもよく気配りがなされている誠実な運営だと思います。現時点で運営の皆様が掲げる方針につきまして
は、「新・一心精進有料会員」のひとりとして支持をしていきたいと考えております。この先も、現在の『新・
一心精進』運営のスタンスが維持されていくことを心よりつよく希望いたします。
・上の設問にはチェックを入れませんでした。実際動いてみないと想像できなかったからです。無課金で耐えら
れない不便さを感じたときに有料会員になると思います。
・可能性ということで、自分のプチ特技を念のため書いておきますね。
（１）まずバグなく運用するために...
⇒時間が合えばテスターのお手伝いをします。テストの際、悪意あるデータ（文字化けやエラーをおこしやすい
文字列）を入れてテストします。
（２）サイトを見やすくする
⇒現在はフォントサイズがどこもデフォルトのままだったりと、ちょっと見づらいかもしれません。css を効果
的に使って、あまり労力かけずに見やすくするご提案ができれば。（html と css に関しては、基本的なものなら
何とか手打ちができるかな。）
・クイズを通じて他の方々との親交を深める足がかりとして、謳い文句として、それらしきフレーズを織り込ん
だほうがいいのではと思います。（と言いながら、個人的には「協会公認の上完全独立採算で運営」というフレ
ーズしか思い浮かびません）
・普段あまり大会には参加できませんが、全国の皆さん、自分の子供たち、その仲間たちが楽しくクイズするた
めに協力していきたいと考えています。
・私自身ご協力できることは少ないと思いますが、運営費用の寄付のつもりで会員になるのは、やぶさかではあ
りません。
・何かご協力できることがあれば、お手伝いさせていただきます。
・私にお手伝い出来ることがあればお手伝いさせて下さい。単純な作業でも構いませんし、HTML や css も多少
できます。

5. 今後の開発計画および現行デザインについての自由記述（順不同）
【スケジュールの表からのリンク】
・今後のクイズ大会スケジュールから直接大会ブログに飛べるようにしていただけるとありがたいです
・トップページの大会一覧の各大会のところから、「今後の大会詳細情報」の各大会の項目へ直接アクセスでき
るようにお願いしたい。従来よりも情報が体系的に表示されるようになったことを踏まえて。
→新一心精進スタッフ注：既にアクセスできるようになっています。ただしわかりにくい状態なのは確かです。
次項参照。
【リンクに下線を入れる】
・スケジュール一覧で、リンクになっているところは見た目でわかるようにしてほしい。下線を引く、少し色を
変えるなど。
・トップページの大会一覧の表に大会名（公式リンク）とありますが、リンクが貼られているものと貼られてい
ないものが分かりにくいので、下線をつけるなど区別されていると見やすいと思いました。
→新一心精進スタッフ注：勘違いを生まないよう、リンクがある部分に下線が入るようデザインを調整予定です。
【段組みのデザインについて（お知らせが下に行きすぎ等）】
・ PC デザインも左側ログインに割く幅が広すぎるように感じる。
・新着情報の位置が悪い・・・「旧」では、ページの一番上にすぐ新情報が載っていたため、ページを開いたら
すぐにそれを確認することができた。それは、このホームページの題名「一心精進」が占めるスペースが非常に
狭かったから。「新」は、題名スペースが大きすぎる。それに、新着情報よりも「管理者からのお知らせ」とい
う欄が上に来てしまっている。「大会情報告知」というこのページの目的を考えるなら、新着情報はページの一
番上に表示すべきである。技術的に可能かどうかはわからないが、例えば、メニューボタンは画面の左側に縦に
配置し、残りのスペースを、新着情報・今後の開催予定にする。とにかく、「新着情報」は、アクセスしたらす
ぐ見られるようにすべきである。
・パッと見てすぐに目的の情報にたどり着けることが重要ではないかと。その意味では、「管理者からのお知ら
せ」も「大会情報」も両方、すぐに目に入るほうが私は好みますが…。

・デザインについては、「管理者からのお知らせ」が左になってだいぶ見やすくなったと思います。
→新一心精進スタッフ注：応急処置的ですが、左に管理人からのお知らせを動かす改善を実施しました。また、
今後閲覧機能についてはさらなる改善を実施していく予定です。
【その他】
・大会結果が縦に広がりすぎている印象があるので、今後のスケジュールくらいの厚さで、クリックすると広が
る方がいいのかなと思います。
・トップページでは、結果報告は折りたたんだ状態でもよい気がする。現在、割と長いジャンルアタックオープ
ンの報告が載っているからというのもあるが、スケジュール一覧までが少し遠い。
→トップページに掲載する大会結果に限り、情報を絞ることを検討中です（優勝者のみ載せるなどし、詳細はリ
ンク先に掲載するなど）。ただし、対応のハードルが高く、優先順的に高くできない可能性があります。ご容赦
ください。
【その他】
・スマホ向けデザインの強化は是非お願いしたいです。また、サークルのオープン例会告知も、やりやすくなる
と良いなと思います。
・スマホ向けのメニュー対応や、もし可能であるならば、大会との連動でエントリー確認メール、気になる大会
のお気に入り追加などの機能追加。もちろん、現行の新・一心精進は神様と助教のボランティアで成り立ってい
るので多くのことは望みません。
・敢えて一番優先して欲しいことを挙げるならば、クイズの杜の更新を復活し、この数年でクイズを始めた若手・
初心者の皆さんにも現在の競技クイズ環境に対応可能な問題群を共有できるシステムを提供することだと思い
ます。「管理システムの立ち上げ」「ファイルフォーマットをどうするのか」といった部分が大きな課題になる
と思いますが、初心者から上級者までニーズがある機能と私は考えています。
・大会エントリー機能を代行できればいいな、と思っていたら、すでに開発項目として挙がっているのですね。
ほかの項目も使いたい機能ばかりです。
・大会の主催はさておき参加についてもこの先減っていくだろうと見込んでいる自分とっては、単純にコンテン
ツ閲覧エリアのみが置かれている方が理想と感じる。別画面ログインでも問題がない。
＊今後の開発計画に対する意見
【ワンクリックエントリー】非常に素晴らしい。まさにこの機能のために「新」と付いた、といってもいいほど。
いわば「クイズ界のマイナビ」。非常にいい。
【結果データベース】興味深い。もちろんこれは各大会主催がそれに協力してくれるかどうかにもよるが、少な
くとも自分は全面的に結果報告には協力する。
【実況システム】Twitter やブログ(ji_Q_o)などを超える利便性を実現できるならば、作ってもいいと思う。
【出題システム】協力者が多く現れるかどうかが問題か。「自分の作った問題は自分のもの」という考え方を持
っているクイズ愛好家は多いと思う。昔のクイズ界についてはあまり詳しくなく、あくまでも推測ですが、「ク
イズの杜」が 2009 年の abc を最後に更新されていないのは、「自分の作った問題は本にして売る価値のあるも
の」という意識が広く普及したからではないか？大会では、「誰でも作れるような安易な問題」(意図せず悪い響
きですが…)も出てくれば、「今まで誰も作ってこなかった自信作の問題」も出てくる。おそらく前者のタイプな
ら提供する、という人はある程度いるだろう。かといって、一心精進に提供する際、それをわざわざ区別する作
業は大会主催者にとって余計な手間だとも思う。クイズの著作権とは？という深い問題を考える必要がある。
【今後の開催予定の大会の一覧】1 大会あたりが占めるスペース(具体的には高さ)が大きすぎて、「旧」のよう
に「ざっと見」ができないように思う。「旧」「新」ともに、各大会の情報は 2 行を使っているものがほとんど
であるが、文字の大きさが「新」の方がやや大きいからか、画面を開いたときに表示される大会数が少ない。
【文字の入るスペースが狭いため無駄な改行が多い】スペースが限られているからか、1 行で済むような文字数
の単語が 2 行になってたりして、画面を無駄に縦に使っている。
現に、「ジャンルアタックオープン【フル】」の大会結果では、「第○位」はもちろん、「優勝」まで改行され
てしまっている。これは、ログインのための入力ボックスがあるために、左側のスペースが使えなくなっている
ため。まだ当分使われない部分によって(おそらく使われるようになってからも)、このサイトのメインの目的と
なる「告知」を阻害することは、あってはならない。
・ツイプラのように、SNS との連携がしやすいサイトがあると見る側も開催する側もとても助かります。
・共有は、やって欲しいけど、色々考えなきゃいけないよね。うっかり、「やる」側が見ちゃったら興醒めだし。

・リマインダは、フィルタが正常に動くなら良いかな？40 代のオッさんに高校生限定大会のリマインダが来ると
うんざりしちゃいそうだから、リマインダ登録したもののみ、とかやりゃ良いんじゃないかしら？
・ロゴマークをテンロくんにしてください・・・というのは冗談ですが、公募とかでもいいので何かいいの欲し
いですね。
・運営班の労力を考えたら問題関連サービスの充実はとうぶん後でいいと思われます。一心精進以外のクイズサ
イトが担当してもいいかもしれません。ちなみに海外のクイズ団体公式サイト（NAQT など）には、大会スケジ
ュール・大会結果のみならず大会用問題集販売口・作問例なども広く集積されているようです。ご参考までに。
・もし可能ならば、大会の実施地域だけでも色分けしてもらえるといいな、と。東京（関東）とそれ以外（地方）、
とかでいいので。
・展望として目指す先は多く挙げられているとは思うのですが、堅実に進めてほしいなと思います（漠然として
いて申し訳ないですが）。
・日本クイズ協会のロゴが使えなくなったので、「新・一心精進」独自のロゴがあればいいなと思います。デザ
イン料とかまた大変でしょうが…
・正直機能を増やすよりも（上記で自分が言った・選んだことも含め）、まずは無理のないペースで安定稼働で
きる体制作りをよろしくお願いします。
・運営スタッフの皆様の負担に極力ならない範囲において、スマートフォンで閲覧する際の見やすさの部分がさ
らに良くなればとても嬉しく思います。
・大会の結果のところにスクロール無しでアクセスできるようになったのは素晴らしい改善だと思いました。大
会がいわゆる「abc 世代限定」なのか否かがわかるようになればもっと良いかと思います。
・大会一覧がストレスなくざっと見られるようになっているので、そんなに不満はない現状です。
・私はクイズ大会のお知らせならびに結果がこれまでと同じように見ることができれば十分です。デザインにつ
いても、見やすくなればそれに越したことはないかなというぐらいの位置づけです。
・現行のデザインはシンプルで見やすいのですが、使用ブラウザによってはレイアウトが崩れる場合があります
ので、クロスブラウズに留意するようお願いします。
・個人的に新・旧の一心精進で必要としている（してきた）のは大会の基本情報（日程、会場等）です。PC、ス
マートフォンいずれからアクセスしても、大会の情報に容易にたどり着けるデザイン、サイトの構成にしてもら
えればありがたいです。
・現行サイトのデザインというわけではないが、アーカイブのスケジュール例えば
http://www1.plala.or.jp/an/sq/sq/sq15.htm が、iPhone の chrome で見ると文字化けするので、改善してほしい。もし
くは現行サイトにインポートしてほしい。
・今回のアンケートで項目別の順位付けが行われると思いますので、優先順位上位の項目から順次対応していた
だけたらありがたいです。無理のないペースで。
→新一心精進スタッフ注：頂いたご意見を踏まえ、スタッフ内で重要度と開発困難度を精査し、改善開発の優先
順を決めていく予定です。

6. その他『新・一心精進』へのご意見（順不同）
・今後は「クイズ協会といかに関わる範囲を減らしていくか、完全独立するか」を念頭に置いて活動して頂きた
いと考えています。いわゆる草クイズのデファクト・スタンダード的統括組織として、夜警国家・「小さな政府」
的に運営していかれてはと願っています。そのために、まともな収入を得ている社会人で運営費用を分担するの
は、大会に出場する時の参加費や、サークルに参加する時の会費を納めることと同列で当然のことだと考えてい
ます。
・日本クイズ協会から公認を取り消された場合でも、そのまま運営できる体制が急務と考えます。
・寄付の協力はします。応援しています！
・発表が寝耳に水であるので、厳しいことを申し上げますが、いずれ分離に至った経緯、運営の安全性の説明を
しなければならないと考えます。
・日本クイズ協会なんぞ関係なく、今後も応援してますよ(/・ω・)/
・協会側との折衝と更新作業、お疲れ様でした。お金についての疑問点はこれで解消できたと思います。（本来
ならあちら側も同様の発表を行うべきだと思います……）

・繰り返しになりますが、出来る範囲内で協力したいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
・スタッフの皆さん、本当にお疲れ様です。時間と能力の許す範囲でお手伝いしたい所存です。くれぐれも無理
をしないでくださいね。
・今回の分離について驚きと「一体何事があって分離に至ったのか」と気になる感情はありますが、『新・一心
精進』様を応援する気持ちに変わりはありませんので、今後ともどうか無理はなさらず開発を進めてください。
・クイズ、特にオープン大会にかかわるポータルサイトとして無二の存在です。ここからさらに発展できればベ
ターでしょうが、無理のないペースで機能の拡充をしていただければ幸いです。お疲れ様です（した）。
・自分がどこまで新体制に協力できるかはわかりませんが、少なくとも課金は行おうと思っております。
・どんな形であれクイズ界隈の発展に繋がるのであれば幸いです。
・スタッフ、関係者の皆様、本当にお疲れ様です。そしてこれまでの開発作業含めてありがとうございます。
・上記のアンケート選択肢がすべて実現できてしまうとスタッフさんがエラいことになりそうで心配なであえて
こういう書き方ですが、私は引き続き「ゆるーく」期待いたします。がんばってください
・応援しています。
・応援します。頑張ってください。
・色々大変だったと思う。アタシゃ自分の身の振り方でアウトオブ蚊帳だった訳だが、君たちの味方をしていき
たい。アタシゃ頑張るのが嫌いなので、敢えて、頑張り過ぎるなよ、と、ガチなエールを贈ります。
・「エントリー受付開始日直前のリマインダ機能」と類似するかもしれませんが、興味のある形式・ジャンルの
大会が申請されスケジュールに表示されたときに、メールでお知らせが届く機能が欲しいなあ、と思いました（オ
ンラインチケットサイトに会員登録すると、好きなジャンルのコンサート情報が届く感じ）。
・個人的には最優先課題は「いつでもＪＱＳと完全分離できる状態にしておくこと」と考えます。色々大変でし
ょうが、頑張ってください。
・新・一心精進発足以後、利便性が飛躍的に上昇したことを体感しており、開発陣各位の苦心に頭が下がります。
今後とも各位どうぞご自愛ください。さらなる発展を祈念しております。
・いろいろとあったのでしょうね、と推察することしか出来ないのですが、ひとまずこの形でアンケートを提出
します。私個人としては西田さんと市川さんを心から応援しております。
・人員は多い方がいいのかもしれないですね。
・もはや最近の動きはあまりついていけていないので、分離の経緯など知る由もありませんし、「何があったの
だろう」とは思いますが、公認とはいえ、「新・一心精進」が協会から離れたので、協会の存在意義が、現時点
では「存在することそのもの」になっているように感じます。今後は、持ち株会社とその傘下会社のように、と
もに手を組んで成長・発展する関係であることを望んでいます。
・まずはメンタルの確保だと思いますので、根を詰めないようおねがいします。
・協会と分離して独立性を保ったことについては、私はプラスであると思っています。逆風の中運営も大変だと
思いますが、色々なスタンスでクイズを行う人にとっての玄関口であってくれればと願っております。
・クイズを大切な趣味としてきた一人の人間として、私は今回の分離について非常に良かったと考えております。
その理由としましては、多くの人々に大きな影響を与えかねない組織の運営においてとくに重要な「透明性を確
保する中で、現在ある様々な考え方に細やかに配慮したうえで物事を進めていく」といった姿勢について、『新・
一心精進』運営チームはこれを尊重していることが多々感じられた一方で、日本クイズ協会の旧 WEB 会員事業
部以外の部門は、たいへん残念ではありますが、これを軽んじているような動きや発言を重ねているように見受
けられたためです。また上に記しましたのと同じ観点から、現在の「日本クイズ協会公認」というサイトのあり
方につきましても、ユーザー側と運営側の双方の納得を伴ったやり取りを経て為された場合であれば、これの変
更は決して否定されるべきものではないと考えております。改めまして、『新・一心精進』並びに運営チームの
皆様のご多幸を心よりお祈りいたします。
・大会情報告知と結果報告が一旦完成すれば、スタッフの業務負担が減る(定例メンテ程度になる)のが最優先で、
開発項目は「余裕があれば」で充分だと考えます。
・「言葉だけでなく、実行・行動できる方々だ」、と、きっと多くのクイズ関係者は思っていることと思います。
・今回は本当にお疲れさまです。諸事情お察しいたします（本当のところは分かりませんが、大人の事情がある
というだけで、非常にお疲れな案件には間違いないでしょう）。
いずれにしても、今まで西田さんお一人に大変なご負担をかけていたことですので、今後は、より多くの人の力
を少しずつ集めた形で運用できると良いですね（簡単にいうけど、難しいですよね）。ということで、出来るこ

とがあればお手伝いいたしますし、なかったとしても引き続き応援いたします。ありがとうございました。
・新一心精進が協会から分離して運営するにあたり、変な受け止め方をする人が現れなければいいのですが。
・いずれにしても、新一心精進が、クイズ界をさらに盛り上げることを期待します。
・運営体制が替わり苦労されることもおありと思いますが、より一層の情報の充実化に努めていただけることを
期待しております。
・協会側のドタバタが浮き彫りになっている現状では、協会公認というのが逆に足かせになっていないかが心配
です。完全に独立してしまう方が良いとすら思ってしまいます。
・運営および管理、お疲れ様でございます。ずっとお世話になっているサイトでございますので、少しだけ協力
できればと思っております。
・正直、今はあまりクイズをやっていないのでＲＯＭもほとんどしていない状況でした。ただ、色々な話を聞き
少しでも支援出来ることがあるならば協力したいと思っています。・頑張ってクイズを盛り上げる方向にもって
いってくれることを願うばかりです。一心精進が存続すること自体が最優先だと思います。大変ご苦労されてい
ると思いますが、ぜひ無理のない範囲でお願いします。
・『新・一心精進』非常に重要なツールだと思います。たいしたことはできませんが、これまでもこれからもで
きることは協力させていただきたいというスタンスでいますので、どうぞよろしくお願いいたします。
・楽しくクイズができるのであれば、それだけでいいです。
・お疲れ様でした。
→新一心精進スタッフ注：厳しいご意見から応援まで、様々なご意見ありがとうございました。ご意見には真摯
に耳を傾け、今後の運営の参考にさせていただきます。

