
　一般に調査を企画・実施する場合、調査対

象者の選定（標本企画）、および質問項目の作

成（質問 回答形式の選択）調査票の構成

が、基礎になる。

　これまで、調査回答者の代表性については、

ランダム・サンプルによるとして、我が国の

世論調査ではランダム・サンプルに基づく統

計的な調査方法が一般的であったが、最近で

は、調査環境その他の影響で、今までの方式

ではうまく機能していないようにみえ、代表

性の確保の点から問題のある？調査方式も出

ているとして調査関係者の関心が高い。

　一方、もう一つの基本要素である質問文の

作り方や調査票の構成の方は、必要な情報の

内容や質（正確さ、信頼性等）に関連してい

るから、これまでにもいろいろ研究されてい

る。しかし、問題の性質上、まだ研究が十分

に進んでいるとはいえないようにみえる。こ

の現状を考えるため、ここでは、Ｋａｌｔｏｎと

Ｓｃｈｕｍａｎがこれまでのアメリカ、イギリスの

研究の概要をまとめたものを紹介し参考とし

たい。

　Ｇｒａｈａｍ　Ｋａｌｔｏｎ　ａｎｄ　Ｈｏｗａｒｄ　Ｓｃｈｕｍａｎ

（１９８２）：“Ｔｈｅ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｑｕｅｓｔｉｏｎ

　ｏｎ　Ｓｕｒｖｅｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ：Ａ　Ｒｅｖｉｅｗ”，　　〔Ｊｏｕｒｎａｌ

　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　　Ａ（１９８２），

　１４５．　Ｐａｒｔ　Ⅰ．　ＰＰ４２－７３〕

１　 はじめに

　調査によって得られる回答は、質問文のい

いまわし（ワーディング）、質問 回答形式、

質問文の位置に影響される。この影響を検討

するには、目的とする情報のタイプによって

質問項目を分類する。よく利用される区分は

事実・実態項目か意見項目かの区別であるが

この二つにすっきり区分されるわけではなく、

回答者の知識をきく質問や理由をきく場合、仮

想的なことをきく場合、この他評価を伴う事

実・実態項目の質問（これは事実・実態的情

報を得る目的であるが調査の仕方は回答者の

評価（判断）にたよるので客観的というより

回答者の主観によるもので意見項目に近い）な

どがある。ここでは、実態項目とそれ以外の

項目（実態に関する評価を含む）の二分類で

考える。また、実態項目とは他の資料から真

偽の判定が可能なもので、意見項目はそれ以

外としておく。

　実態項目に関する妥当性の研究は数多く実
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施されているが、それぞれの方法で、どのく

らいの正確性を達成したかというレベルの問

題にとどまっていて、方法を変えたときどう

なるか？という点、すなわち、回答の正確さ

に影響する要因の分析まではやられていない。

　意見項目では、妥当性の確認は実態項目よ

り困難で、回答の正確さは、理論上予期され

る他の項目との関係を満たすかどうかという

回答構造の妥当性のみをチェックする。現在

のところ、理論に合わないデータは、理論が

よくないのか、あるいは測定の道具（質問文）

の方に問題があるのか不明である。また、理

論に合っていても、回答は確かかどうかわか

らない。したがって、意見項目（実態以外の

項目）について、回答に影響する要因の研究

は主に折半法（ｓｐｌｉｔ－ｂａｌｌｏｔ）で研究されて

いる。これは妥当性より内的一貫性に関する

ことで、どれが一番よい質問形式かを決める

ことはできないが、折半法で、もし両者の回

答が大きく異なれば、回答は質問形式に影響

されるとして留意し、両者の回答に違いがそ

れ程なければ影響されないことになる。

　「実態項目」と「それ以外の項目」の間の違

いの二つ目は回答に影響する要因が異なると

考えて研究される点である。実態項目では特

に“定義に関すること”、“理解度に関するこ

と”、“記憶に関すること”、および“回答が社

会的に望ましい方向に偏る問題”などに重点

があり、一方「実態以外の項目」ではいろい

ろな質問形式の影響、たとえば

　　質問文、回答肢のバランスの問題

　　中間項を提示するかどうか

　　回答肢を提示する順序

等に重点がおかれる。

　まず実態項目についての研究を総括し、次

に「実態以外の項目」についての研究をとり

上げる。質問の順序や文脈・前後の関係につ

いての影響は両タイプの項目で考えられるの

で、後であらためてとり上げる。

　また、質問項目の影響については主として

面接調査の回答を考える。すなわち調査員が

回答者に面接し、質問して、回答者の回答を

調査員が記録する調査方式の回答を考える。

２．　 実態項目の質問の影響

１）　定義の問題：実態に関する質問項目を

　　構成するには、まず、収集すべき事実に

　　ついて正確な定義をする。ごく些細な（と

　　みられる）定義の変更で重大な影響がみ

　　られる。この例として〈失業・労働力〉の

　　定義がよくあげられる。

　　　この他、簡単にみえる世帯（家）の部

　　屋数のような項目も〈定義されたこと〉を

　　回答者に伝える過程で問題が生じる。イ

　　ギリスの国勢調査の質の研究（１９６６年）

　　で６人に１人は部屋数で不正確な回答をし

　　ていることが分った。これは、「国勢調査

　　のこまかい定義」を無視して「回答者の

　　考える定義」によって回答していること

　　が原因であるとしている（Ｗａｌｅｓ，　Ｇｒａｙ，

　　ａｎｄ　Ｇｅｅ（１９６６））。

２）　理解の問題：「調査上の定義を回答者に

　　伝える」伝達過程の他の面は、回答者が

　　質問されたことは何であるか、何が適切

　　な回答であるかということを完全に理解

　　していることを確かめることである。回

　　答者は質問に含まれる概念や枠組み（の

　　範囲）を一応の水準で理解する必要があ

　　る。（キャネルとカーン（１９６８））。しか

　　し、簡単な質問でも、たとえば、“夕方の

　　テレビでニュースをみる割合は？”と質

　　問されて、この意味のわかる人はほとん

　　どいなかった。また、“平日の夕方、番組

　　の合間”のＣＭをいつもみるか？の質問で

2



　　の“平日”の意味もはっきりしなかった

　　（Ｓｐｅａｋ（１９６７），　Ｂｅｌｓｏｎ（１９６８））。

３）　記憶誤差の問題：実態項目の質問に正

　　しく回答するには回答者は回答に必要な

　　情報を入手する必要がある。

　　　質問が過去のことであれば、回答者は

　　記憶から取り出しうることが必要である。

　　　記憶をよみがえらせるには、呼び戻す

　　時間の長さ、呼び戻す記憶が回答者にと

　　って特別にはっきりしているかどうかに

　　関連する。

　　　よく知られているのは、実際より最近

　　のこととして記憶している（テレスコー

　　ピング・エラー）誤差（ＳｕｄｍａｎとＢｒａｄｂｕｒｎ

　　（１９７３、７４））。

　　　記憶を呼び戻せない（リコール・ロス）

　　とテレスコーピングは逆の作用をする。す

　　なわち、記憶を呼び戻せない誤差は過小

　　報告になり、実際より最近のこととして

　　記憶している誤差は過大報告となるから

　　である。この二つの誤差の大きさは情報

　　が必要な期間の長さによる、期間が長け

　　れば、リコール・ロスは大、テレスコー

　　ピングは小、期間が短かければ、逆にテ

　　レスコーピングは大、リコール・ロスは

　　小になる。このテレスコーピング・エラー

　　の解消をはかる方法として「くり返し調

　　査」の方法がある。また、記憶誤差をな

　　くすために、①記録による、②一定方式

　　で助けを出す、③日記方式にする、等が

　　利用されるが一長一短である。

４）　回答が社会的に望ましい方向に偏る誤

　　差：回答者は自分の（本来の）回答が社

　　会的にみてより好ましいと考える回答に

　　よって妨げられる傾向がある。たとえば、

　　“投票したか？”で“投票した”の回答率

　　は実際よりいつも高い（Ｐａｒｒｙ，　Ｃｒｏｓｓｌｅｙ

　　（１９５０）、ＴｒａｕｇｏｔｔとＫａｔｏｓｈ（１９７９））。

　　　もし、ある事柄が、“ためらったり”、

　　あまり正直に回答したくないようなとき、

　　回答者は回答するのに圧迫感をもつかも

　　しれないし、本来の回答よりも、より社

　　会に受け入れられるようにして回答する

　　ことになる。このような敏感な情報（回

　　答）を引き出すために、よく知られた方

　　法は、①より個人的にする。…たとえば

　　収入をきく質問では、回答カードを利用

　　して、該当する収入額のコード番号を回

　　答してもらう。②封をしてかえしてもら

　　う（秘密投票法）等である（Ｂａｒｔｏｎ（１９５８）

　　はこれらをまとめている）。

　　　これに関連して、最近、ランダマイズ

　　ド・レスポンス法が開発された。この方法

　　は、回答者は回答する質問項目（本来知

　　りたい敏感な（センシティブな）質問と

　　そうでない普通の質問との二つ）からラ

　　ンダムに質問を選択し、調査員にはどち

　　らの質問に回答したのかわからないよう

　　になっている。これで回答者のプライバ

　　シーは守られ、より一層真実の回答が得

　　られると期待される。ワーナー（Ｗａｒｎｅｒ

　　（１９６５））が開発してから、いろいろ理論

　　面の研究はあるが、実際面では少ない。実

　　際面で共通に得られたことは、この方法

　　が回答者によく理解され受け入れられて

　　いることである。やり方で困惑するのは

　　２０人に１人ほどで、８人に７人はランダ

　　ム化器具（調査員に分からないようにカー

　　ドをめくってどちらの質問に回答するか

　　を決めるカードなどのこと）の使用をよ

　　く理解している（Ｌｏｃａｎｄｅｒ　ｅｔ．　ａｌ．（１９７６））。

　　ランダム化回答法により、従来の方法よ

　　り回答率が改善されている。ランダム化

　　回答法が最も社会的にみて望ましくない

　　行動の過小報告を減らすのに有効（たと
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　　えば、破産宣告を受けた、飲酒運転をし

　　て罰金をとられた等）である（Ｌｏｃａｎｄｅｒ

　　ｅｔ．　ａｌ．）。

５）　記憶誤差や理解を改善する方策：

　　　ミシガン大学のキャネル（Ｃａｎｎｅｌｌ）ら

　　は記憶誤差問題やセンシティブな質問

　　に対する新しい方法を開発してきた。研

　　究は主に健康問題について回答の質を改

　　善することに向けられ、初期には回答者

　　の理解を高め、回答者が何をすべきかを

　　適切に指示する必要から、それに合う方

　　法を考えた。

　　　その一つは〈質問文の長さ〉を長くす

　　る方法である。面接調査員の面接行動が

　　長い質問では回答は長く、短い質問では

　　短くなることから、これまでの調査常識

　　からみて問題ではあるが、長い質問がよ

　　り妥当なこともあるのではないかと考え

　　て実験した。この長い質問は本質的には

　　質問を二度くり返すようなやり方である

　　が、結果は長い質問の回答は特別長くは

　　ならずに多くの健康問題を引き出すこと

　　ができた。

　　　調査票が長い質問ばかりで構成されて

　　いると回答者は退屈するので、長い質問

　　と短い質問を混ぜたものを実施したとこ

　　ろ、長い質問も短い質問も健康問題の回

　　答をより多く引き出せた（Ｃａｎｎｅｌｌ　ｅｔ．

　　ａｌ（１９７７、１９８１））。

　　　このことから長い質問をすると、回答

　　者の理解を深め、回答者にその質問は重

　　要だと思わせ、回答者の関心をそそるよ

　　うに働き、その結果、より妥当な回答が

　　得られるということだろうと考えた。通

　　常よくいわれる“質問は短く”というの

　　は不正確な表現で“質問は単純に”とい

　　うべきである。実際長い質問による困難

　　さはその長さにあるのではなく、その複

　　雑さによるといえる。

　　　またキャネル（Ｃａｎｎｅｌｌ））らは、回答

　　内容を改善する目的で、

　　　①回答者に対する指示を質問票に組入

　　　　れる。

　　　②回答者の回答の仕方がよかったかど

　　　　うかを、回答者にわかるように伝える。

　　　③正しく回答すると公約しサインさせる。

　　等の実験をした。こうすることによって

　　１）回答者は自分のやるべきことは何かが

　　わかり、２）回答者の回答行動がよかった

　　かどうかが回答者に伝わり、３）回答者が

　　良心的に回答することに同意するように

　　すすめられて納得すれば、その同意した

　　ことにこだわりを感じて正しく回答する

　　ように努めると期待される。

　　　実験では回答者の５％ほどが（サイン）

　　協力を拒否したが、電話調査では口約束

　　であるが何も問題なかった。

　　　これらの方法の有効性を検討する実験

　　で、どの方法も回答内容を改善するよう

　　にみえ、三つの方法すべてを利用すると

　　結果は最も良かった。この方法をとると

　　高学歴層に反発されるのではと懸念され

　　たがそれもなかった。

　　　テレビ・ラジオの視聴に関する実験調査

　　で、この三つの方法すべてを用いた群と

　　そうでない対照群と比較すると、実験群

　　では通常過小報告されがちな行動ではよ
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表　　　１

項　　　目 実験群 対照群

前日のテレビ視聴 ８６％ ６６％

昨日の平均ラジオ視聴時間 ２．５時間 １．５時間

昨日の社説（新聞）を読む率 ３８％ ５５％

３カ月間の読書（本）平均冊数 ２．９冊 ５．３冊



　　り多く、通常過大報告されがちな事柄

　　では、より少なくなった（表１参照）。

　　　これらの実験結果は、この方法が回答

　　内容を改善するのに有効である可能性が

　　あることを示している。

　　　しかし、まだ未熟な段階であり、通常

　　の調査に一般的に利用できるというわけ

　　にはいかない。質問票の抜本的改変や調

　　査員の訓練等の問題がある。

３．　 実態項目以外の質問項目の質問の影響

　実態以外の項目でも実態項目同様、まず、測

定すべきものの概念を構成するのが第一段階

である。しかし実態項目以外の項目は実態項

目に比べ、測定すべきものの概念化はより抽

象的で、正確に定義することは困難であるし、

操作化するのも困難である。

　ただ一つの項目で、ものの本質をあらわす

ことは不可能で、いくつかの指標が必要にな

り、これらは相互に重なり合っているので、そ

れらの組み合せで測定したいものに接近でき

るようにする。

　態度測定においては、態度の次元の概念化

と操作化は密接に関連している。概念化の段

階で、その次元の操作化に用いる個別の質問

項目の選択がきまる。そして、その項目自体

によって、その次元の定義がはっきりしてく

る。結局、態度の側面は、それを測定するた

めに利用している質問項目の組に依存して定

義されることになる。

　測定する項目の組のささいな変更でも結果

が大きく影響を受けることがあるのは実態項

目の場合と同様である。

　このように、比較的軽い変更や、研究する

概念の定義がどちらかといえばあいまいなこ

とに対しても、実態以外の項目の回答は敏感

に影響されることから、経験のある分析家は

このような質問に対する回答分布をあまり真

剣に考えすぎないように用心している。その

かわりに何らかの関連性分析に注意を集中し

ている。たとえば、各層グループ別の回答分

布の差を比較する等のことをする。このよう

な分析法はたとえ、異なった質問形式が回答

結果に大きな差を示しても質問形式による影

響は各層グループ間の対比によって打消され

ると仮定して正当化されている。シューマン

とプレッサー（Ｓｃｈｕｍａｎ，　Ｐｒｅｓｓｅｒ（１９７７））

はこの仮説を“形式に抵抗する関連”（の仮説）

“ｆｏｒｍ　ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ”と名付けた。

後に示すようにこの仮定は多くの場合よくあ

うが、いつも必ずよいとはいえない。

　実態以外の質問項目を作成するとき、質問

項目の企画者は質問の形式について、数多く

の選択決定をしなければならない（このとき

どうするのがよいか？）。

　これらの選択決定について、主に意見項目

に関連することを対象にして、とった方策が

どのような影響を与えるかということを簡潔

にまとめておく。

ａ）Ｄ．Ｋ．（ｄｏｎ’ｔ　ｋｎｏｗ）の取り扱い

　　事実・実態項目の回答で“Ｄ．Ｋ．”は必要

　な情報が得られなかったことを示す。質問

　には一つの回答があるのに回答者はそれを

　示せなかった。しかし、実態以外の質問で

　は、“Ｄ．Ｋ．”は異なった解釈ができる。すな

　わち、回答者はその質問に本当に意見がな

　いということ（Ｓｃｈｕｍａｎ，　Ｐｒｅｓｓｅｒ（１９７７））。

　　通常、意見（の質問）項目のＤ．Ｋ．を認め

　るかどうかの取り扱いは、事実・実態項目

　の場合と同様である。Ｄ．Ｋ．回答は回答者に

　は示されていない、調査員は回答者が自分

　から“分からない”と申し出たときだけ、こ

　のＤ．Ｋ．カテゴリを用いるように指示されて
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　いる。

　　このため、本来はＤ．Ｋ．の人が、“何らかの

　（特定）の回答をしなければ”と負担感をも

　つような危険がある。これは実態項目でも

　同様であるが、実態以外の項目の方が大き

　いと考えられる。

　　シューマンとプレッサー（１９８０）は回答

　者は“質問内容に含まれている事柄”は知

　らないにもかかわらず、ある意見項目の回

　答肢の一つを選択した例示を二つあげてい

　る。この両方とも回答者は、ほとんど誰も

　知らないような法律施行に関する見解を質

　問されて、３０％もの人が意見を述べた（例

　を示した）。ビショップ（Ｂｉｓｈｏｐ　ｅｔ．　ａｌ．

　（１９８０））らも全くの作り事に関する意見

　について同様の報告をしている。

　　意見のない人を選別するために、いろい

　ろの方法（フィルター質問等）が用いられる。

　　その一つは、回答肢の一つとして“意見

　なし”の選択あるいはフィルターを回答者

　に示す 回答選択肢の中の一つとして、は

　っきり“意見なし”を回答者に示す（これ

　は擬似フィルター） ことである。

　　シューマンとプレッサーの実験では、こ

　の項を入れると、前の実験で意見を述べる

　率は１０％以下に低くなった。

　　より強い方法は、質問の前に

　　“……についてのご意見をお持ちですか？”

　と前置きの質問をする方法である（完全フ

　ィルター）。

　　シューマンとプレッサー（１９７８）はこの

　フィルター方式の影響について実験し、完

　全フィルター方式のとき、通常の方法にく

　らべＤ．Ｋ．の比率は２０～２５％ふえることを

　示した。ビショップらも同様の結果を得た。

　そして、一般に、皆がよく知っているよう

　な事柄についての質問では、Ｄ．Ｋ．の増加は

　少なく、あまり知られていない事柄のとき

　は（増加は）多くなった。

　　シューマンとプレッサーの実験で、質問

　形式のちがいによる本質的な結果への影響

　はどちらかといえば予想外のことだった。

　　通常の分析でするように、Ｄ．Ｋ．（回答者）

　を除いて回答分布を求めると、多くの場合

　比例配分になり、形式に影響されていなか

　った。また、意見調査の回答と属性項目と

　の関係も影響されなかったが、意見項目の

　回答相互の関連は質問の方式により大きな

　差のある場合もみられた。

ｂ）　自由回答形式か回答選択（肢）形式か

　　回答者が回答するとき、“いくつかの回答

　選択肢から選択するためのリストを用意す

　るか”、“回答者に自由に回答をさせるか”二

　種類ある。

　　回答選択形式の長所は、回答を標準化し

　てあり、取り扱いが便利。

　　短所（自由回答の長所）は、

　　◎回答選択肢が限定されていて、必ずし

　　　も回答者の望む本来の回答と一致しな

　　　いこと

　　◎示された回答選択肢に回答者が影響さ

　　　れ、正しい回答が得られないこと

　があげられる。

　　自由回答がよく利用される場合は、主に

　　◎回答が本質的に質的なものであり

　　◎回答が各人によってまちまちで多岐に

　　　わたるようなとき

　である。

　　これらの状況は、動機をきく質問の場合、

　主な（あるいはすべての）理由をきくとき、

　最も（いくつかの）大事な要因をきくとき

　などに生じている。このような場合、質問

　項目を作成するとき自由回答法にするか、選
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　択肢法にするか検討する必要にせまられる。

　　質問形式の研究の一環として、シューマ

　ンとプレッサー（１９７９）は既存の質問項目

　を利用し、自由回答形式と選択肢形式を比

　較する実験をした。両方の回答分布は大き

　な差があった。

　　とり上げた質問は、仕事の価値についてで

　自由回答形式：“次の質問は仕事に関するこ

　　　　　とです、人びとは仕事について異

　　　　　なることを望みますが、あなたが、

　　　　　仕事について最も好ましい（と思

　　　　　う）ことは何ですか？”

　回答選択形式：“次の質問は仕事に関するこ

　　　　　とです。このカードを見て下さい。

　　　　　あなたが仕事について最も好まし

　　　　　いと思うことは、このカードの中

　　　　　のどれですか、おっしゃって下さ

　　　　　い？”

　　選択肢法では“どれも選択しない”は

　１％であったが、自由回答形式では６０％近

　くの人が、この５つのカテゴリ以外の回答を

　した。余分に作ったコードの主なものは

　　◎楽しいあるいは楽しめる仕事　（１５．４％）

　　◎仕事をする環境（状態）……（１４．９％）

　　◎満足（仕事が好き）…………　（１７．０％）

　である。５つのカテゴリのうち、自由回答法

　と選択肢法でよく似ていたのは、はじめの

　２つ（１と２）で、３番目は自由回答の％が

　くやや低、後の２つ（４と５）は自由回答の

　％は非常に低かった。

　　このような大きな差異を説明する一つは

　「形式の変更によるのではなく、用意された

　回答選択肢が不適切だった」というもので

　ある。これにしたがい、シューマンとプレ

　ッサーは自由回答形式の結果から、回答選

　択肢を作り直して実験した。

　　しかし、この改良版でも回答選択形式で

　は自由回答の５８％しかカバーできなかった。

　　その上、両方の回答結果で共通の５つの

　選択肢の％の差も残った。この回答分布の

　差の他に、両形式は属性項目との関連に影

　響することがわかった。検討の結果、自由

　回答形式と、適切に構成された回答選択形

　式の質問で、異なる回答結果が得られた場

　合、回答選択形式の回答の方が回答者を分

　類するとき、また、その質問の回答と他の

　変数との関係を記述する場合に、より妥当

　性がある場合があることを示唆する間接的

　な証拠を示した。

ｃ）　対立する意見の有無

　　回答者に、ある事柄についての意見をき

　くとき、質問作成者は質問の仕方として、対

　立する意見の示し方に選択の余地がある。一

　方の極は、対立する意見を全く示さないで

　単に“Ｘに賛成ですか？”（Ａ）とする。も

　う一方の極は、実質的な対立選択肢をはっ

　きりと示す。たとえば、

　　“（ＸあるいはＹ）に賛成ですか？”（Ｂ）

　である。この中間的なものは“賛成”と“反

　対”の対立項できく形式で

　　“Ｘに賛成ですか、反対ですか”（Ｃ）の形

　である。

　　折半法による多くの実験により、一般的
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１．　 高収入……………………………… （１２．４％）

２．　 失業する危険がない……………… （　７．２％）

３．　 働く時間は短く、自由時間は一杯
　　ある………………………………… （　３．０％）

４．　 昇進の機会がある………………… （１７．２％）

５．　 仕事が重要で、やりとげたとい
　　う感じの持てること……………… （５９．１％）

どれも選択しない……………………… （１．０％）



　にいって（Ａ）と（Ｃ）の比較でほとんど差

　はない（（Ａ）≒（Ｃ））。しかし、実質的な

　対立項が示されるか示されないかでは大き

　な差がみられた（いつもではないが）。

　　多くの実験により、対立するものを含め

　ることは新しい項目の持込みになることが

　示される（Ｈｅｄｇｅｓ（１９７９））。

　　そうであれば、二つの質問は見かけ上よ

　く似ていて比較できるようにみえるが、結

　果は大きくちらばるので注意が必要になる。

　ｄ）　回答者が質問の内容によらず“賛成”す

　　る傾向

　　多くの態度測定法では質問の組について

　“賛成”か“賛成しない”かを質問する。こ

　の方法の問題点として、質問内容によらず

　“賛成”と回答する傾向があること…、これ

　は心理学の方で“賛成回答の偏り”といわ

　れ注目されてきた。心理テストではこの影

　響は重要性をもたないというが、社会調査

　では、問題であることが示され、シューマ

　ンとプレッサー（１９８１）は、これについて

　実験をした。実験では、“賛成する偏り”の

　あることを分析した。詳しくはここでは集

　約できないが、その大きさを例示すると、

　Ａ： この国で、犯罪や法律を守らないこと

　　　は、社会環境のせいというより個人の

　　　責任である

Ｂ： この国で、犯罪や法律を守らないこと

　　　は、個人のせいというより社会環境の

　　　せいである

　　この二つの項目に“賛成”か“賛成しな

　い”かをきくと、項目Ａに“賛成”ならば、

　項目Ｂには“賛成しない”となる筈である

　のに、実際はＡの“賛成”：５９．６％、Ｂの“賛

　成でない”：４３．２％となった。

ｅ）　中間的項目

　　回答者は、ある意見に対する見解をきか

　れたとき、中間的意見あるいは中立の回答

　を選択したくなることがある。このとき

　　 ）中間項をはっきり回答者に示すか

　　 ）回答者が中間的回答をしたときだけ

　　　　記録するか

　　 ）中間項をなるべく回答させないよう

　　　　にするか

　等がある。

　　回答者に中間項をはっきり示すと中（間・

　立）的な回答がふえる（Ｋａｌｔｏｎ　ｅｔ．　ａｌ．（１９８０）

　の％の増加は１５～４９％、ＰｒｅｓｓｅｒとＳｃｈｕｍａｎ

　（１９８０）では１０～２０％）。

　　プレッサーとシューマンはそれ以前の“ｐｒｏ”

　（賛）、“ｎｅｕｔｒａｌ”（中立、中間）と“ａｎｔｉ”

　（反）の３項目の実験も含め、中間項を示す

　と中間項の回答はふえるが、これは両極の

　回答から比例的にくるので、“ｐｒｏ”（賛）と

　“ａｎｔｉ”（反）のバランスは変化しない（中

　間項を提示するかどうかに影響されない）。

　しかし、カールトンらの実験ではいくつか

　の場合こうならなかった。他の変数との関

　連についてはほとんど何もわかっていない。

　このような質問形式の変更による実質的な

　影響についてみると、無批判に“ｆｏｒｍ

　ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ”の仮説を信頼し

　ているのは危険であろうと思う。

ｆ）　回答選択肢の提示の順

　　回答選択形式の質問項目は選択肢の提示

　の順序によって影響される。この提示の順

　について、二つの方式を分けて考える。

　　Ａ： 自記式、あるいは面接のとき回答カー

　　　　ドを利用（印刷した形式の場合）

　　Ｂ： 会話により選択肢を伝える。面接の

　　　　ときつぎつぎに読み上げる（面接お

　　　　よび電話調査）
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　　結果として、

　　Ａ： 印刷形式のカードを提示したとき、最

　　　　初の選択肢が多少多く好まれる傾向

　　　　がみられた（Ｂｅｌｓｏｎ（１９６６）、Ｑｕｉｎｎ

　　　　ａｎｄ　Ｂｅｌｓｏｎ（１９６９））。

　　Ｂ： 言葉により伝えるとき、ラグとキャ

　　　　ントリル（ＲｕｇｇとＣａｎｔｒｉｌ（１９４４））

　　　　は最後に伝えた選択肢が好まれる例

　　　　を示したが、ペイン（Ｐａｙｎｅ（１９５１））

　　　　はいくつかの例で順序効果は無視で

　　　　きることを示している。

　　　　　カールトン（ｋａｌｔｏｎ　ｅｔ．　ａｌ．（１９７８））

　　　　らは言葉で伝える順序をいろいろ変

　　　　えて、四つの簡単な質問で実験して

　　　　いる。

　　　　　このすべての実験で、最初に示し

　　　　た回答選択肢が好まれるという結果

　　　　であった。影響ということからみる

　　　　と極めて小（差は２％程度）で、サン

　　　　プリング誤差程度のものであった。

　これまでは“実態項目”の質問に関連する

調査法の問題点と“実態以外の項目”の質問

に関連する問題点とを分けて述べてきた。こ

れは、この二つのタイプの質問のワーディン

グや形式についての研究上の差をうまく反映

させるため便宜的に仕分けした区分である。

　したがって、一方でのべた問題点が他方で

は全く無いということではない。

　これらについての事例および質問の順など

の影響については、またあらためて報告する。

Ｂｅｌｓｏｎ，　Ｗ．　Ａ．（１９９６）．　Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ

　ｒｅｖｅｒｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｖｅｒｂａｌ

　ｒａｔｉｎｇ　ｓｃａｌｅｓ．　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　

Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　６，　３０－３７．

Ｂｒａｄｂｕｒｎ，　Ｎ．　Ｍ．，　Ｓｕｄｍａｎ，　Ｓ．，　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ．

　（１９７９）．　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ　ｍｅｔｈｏｄ　

ａｎｄ　ｑｕｅｓｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ：Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ

　ｔｏ　ｔｈｒｅａｔｅｎｉｎｇ　ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｓｕｒｖｅｙ　ｒｅｓｅａｒｃｈ．

　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ：Ｊｏｓｓｅｙ－Ｂａｓｓ．

　Ｃａｎｔｒｉｌ，　Ｈ．（１９４４）．　Ｇａｕｇｉｎｇ　ｐｕｂｌｉｃ　ｏｐｉｎｉｏｎ．

　Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，　ＮＪ：Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ．

Ｋａｈｎ，　Ｒ．　Ｌ，．　＆　Ｃａｎｎｅｌｌ，　Ｃ．　Ｆ．（１９５７）．

Ｔｈｅ　ｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｉｎｇ．　Ｎｅｗ

　Ｙｏｒｋ：Ｗｉｌｅｙ．

Ｋａｌｔｏｎ，　Ｇ．，　Ｃｏｌｌｉｎｓ，　Ｍ．，　＆　Ｂｒｏｏｋ，　Ｌ．

（１９７８）．　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ｗｏｒｄｉｎｇ　ｏｐｉｎｉｏｎ

　ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ．　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ

　Ｓｏｃｉｅｔｙ（Ｓｅｒｉｅｓ　Ｃ），２７，　１４９-１６１．
　Ｌｏｃａｎｄｅｒ，　Ｗ．，　Ｓｕｄｍａｎ，　Ｓ．，　Ｂｒａｄｂｕｒｎ，

　Ｎ．　（１９７６）．　Ａｎ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ

　ｍｅｔｈｏｄ，　ｔｈｒｅａｔ，　ａｎｄ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ．

　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，　７１，　２６９－２７５

Ｐａｙｎｅ，　Ｓ．　Ｌ．　（１９５１）．　Ｔｈｅ　ａｒｔ　ｏｆ　ａｓｋｉｎｇ

　ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ：Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ：Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　Ｐｒｅｓｓ．

Ｑｕｉｎｎ，　Ｓ．　Ｂ．，　＆　Ｂｅｌｓｏｎ　Ｗ．　Ａ．　（１９６９）．

　Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｒｅｖｅｒｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｏｒｄｅｒ　ｏｆ

　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｖｅｒｂａｌ　ｒａｔｉｎｇ　ｓｃａｌｅｓ　ｉｎ

　ｓｕｒｖｅｙ　ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓ．　Ｌｏｎｄｏｎ：Ｓｕｒｖｅｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ

　Ｃｅｎｔｒｅ．　

Ｒｕｇｇ，　Ｄ．，　＆　Ｃａｎｔｒｉｌ，　Ｈ．　（１９４４）．Ｔｈｅ

　ｗｏｒｄｉｎｇ　ｏｆ　ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ．　Ｉｎ　Ｈ．　Ｃａｎｔｒｉｌ，　

Ｇａｕｇｉｎｇ　ｐｕｂｌｉｃ　ｏｐｉｎｉｏｎ（ｐｐ．　２３－５０）．　

Ｐｒｉｎｃｅｔｉｏｎ，　ＮＪ．，　Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　Ｐｒｅｓｓ．

　Ｓｃｈｕｍａｎ，　Ｈ．，　＆　Ｐｒｅｓｓｅｒ，　Ｓ．　（１９８１）．

　Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ａｎｓｗｅｒｓ　ｉｎ　ａｔｔｉｔｕｄｅ　ｓｕｒｖｅｙｓ：

Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ｑｕｅｓｔｉｏｎ　ｆｏｒｍ，　ｗｏｒｄｉｎｇ，

　ａｎｄ　ｃｏｎｔｅｘｔ．　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ．

　Ｓｕｄｍａｎ，　Ｓ．，　Ｂｒａｄｂｕｒｎ，　Ｎ．　Ｍ．　（１９７４）．

　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｉｎ　ｓｕｒｖｅｙｓ：Ａ　ｒｅｖｉｅｗ

　ａｎｄ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ．　Ｃｈｉｃａｇｏ：Ａｌｄｉｎｅ．
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