
○〈はじめに〉

　調査を企画して実施するとき考えなければ

ならないことはいろいろある。

「いつ」、「誰に」「どのようなことを（質問

内容）」、「どのような形で（見せるか、話すか）」、

質問し、「どのような回答をとるか」、「どのよ

うに回答結果をまとめるか」等のことをきち

んときめなければ、調査の準備に入れないし、

詳しい計画も立てられない。これらのことは

通常次のような形で示される。

　①調査日程

　②調査方法（個別面接法か電話調査かなど）

　③調査対象者の選定（標本企画：層別２段抽

　　出、全国の市町村を層別、抽出は住民基

　　本台帳など）

　④質問文の作成（質問←→回答形式の選択）

　　と調査票の構成

　⑤集計計画（調査票の整理・電算化）

　このうち、調査対象者の代表性については、

たとえば全国の一般市民（有権者）を対象と

する世論調査では、これまでは母集団（全国

の有権者）のはっきりした調査対象集団を抽

出枠として、これからのランダム・サンプル

に基づく統計的な調査方法が一般的であった。

　しかし、ここ１０年くらいの間に“電話調査

による世論調査”が一般的になってきて、新

聞紙面にのるようになってきた、これにより

標本企画のあり方にも新しい問題が生じてい

る（鈴木　２００３）。

　一方、質問文の作り方や構成の方は、必要

とする情報の内容や質（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。

　諸外国（主にアメリカ、イギリス）の、こ

の方面の研究の一端（１９８０年以前）を本誌８３

号、８４号に紹介した。質問に対する回答結果

は質問文のあり方、質問の仕方の違いに影響

される。どのような質問文を作成すればよい

かはまだはっきり分らないが少しづつ実験を

重ね研究を進める必要があるということであ

る。ここではそれ以降の研究の一端とこれら

に関連する日本の実験調査の一、二について

のべる。

○〈それ以後の研究の動向〉

Ｓｃｈｕｍａｎらが本誌８４号の終りでとり上げ

ていた「質問の順や文脈、前後関係による影

響（ｃｏｎｔｅｘｔ　ｅｆｆｅｃｔｓ）」の問題はその後の一

連の研究過程で「中絶問題に関するｃｏｎｔｅｘｔ　

ｅｆｆｅｃｔｓ」として定着している（Ｓｃｈｕｍａｎ　１９９１）

　これらの研究の過程で心理学の認知理論に

よる説明や解釈、検討が有用であることが分

ってきた。

　質問文や回答のあり方に関するこのような

考え方の流れは１９８０年代中頃からはじまって

おり、調査法の研究者と認知心理学の研究者

が参加したシンポジュームがアメリカをはじ

め、イギリス、ドイツ（当時は西ドイツ）で

開催されている。

　これらの動向は、Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ

　Ｓｕｒｖｅｙ　Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ　（ＣＡＳＭ）　ｍｏｖｅｍｅｎｔ

といわれている（Ｔｏｕｒａｎｇｅａｕ　２００３）。

　調査の方法論における理論的枠組は、これ

まで調査データから得られる推定値に付随す
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る調査誤差の影響（調査結果）に注目した統

計的モデルであったが、ここ２０年くらいの間

に調査方法論の理論的枠組が調査のとき生起

する種々の調査誤差の原因に焦点をあてた社

会科学的モデルになってきた（Ｔｏｕｒａｎｇｅａｕ

　前出）。

　これらのうつりかわりには調査に関連する

いろいろな面における進展がある。

　それらは

　①調査における測定誤差を減らすために認

　　知心理学からの概念や手法を応用するこ

　　と

　②データ収集の方法にコンピュータを利用

　　する電算化された調査方法（ＣＡＰＩなど）

　　が発展したこと

　　（これらは電子的データ収集方法ともいわ

　　れ従来の調査法にくらべ多様化してきて

　　いる）

　③さらに調査推定値に付随する誤差の原因

　　として測定（すなわち、調査の質問によ

　　り回答をとる）時の問題、および無回答

　　（調査不能、ｎｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）の問題につ

　　いて、関心が増大したこと（より一層の

　　注意を払うようになってきた）

などである。

　調査から得られる情報（推定値）を、より

確かなものにするためには、これまでの方法

論の基礎にある統計的な考え方（モデル）と

同時に、新らしく発展してきた社会科学的な

考え方（モデル）の両者があい補いあって調

査企画が立てられ、調査を実施することが重

要であるということになる。

　これまではサンプリング誤差に注目した標

本計画をきちんとしておけばそれだけでよい

という立場で調査を企画実施してきた側面が

強い。（これは、いわば調査企画者の面からの

み調査のことを考え、調査回答者の立場を考

えないいき方である）

　しかし、実際に調査を実施してみると、計

画通りの調査が実施できるわけではなく、実

施過程でいろいろの問題が生じることは調査

に関係する人々は日常しばしば経験し、よく

分っているつもりのことである。

　調査は企画した通りに実施すれば、でき上

るというものではなく、調査にあたる調査員

や調査を実施する側がどんなに努力しても、調

査の相手すなわち、回答者の理解と協力がな

ければできないということである。

　調査の実際家は「調査不能を減らすにはど

うすればよいか」、「測定誤差を減らすにはど

うすればよいか」等を絶えず考えており、調

査の実施にあたり考えられる方策を調査の実

際に反映させるように努力をしている。

　ところでこれらのとりうる方策は、調査の

実際から経験的に得られる知識を整理して十

分検討してからでなければ、より有効な方策

とはならない可能性は高いといえる。

　そのためには、調査実施状況についての詳

細なデータを収集蓄積し、整理して、どのよ

うな方策が可能かを考えていくことが必要で

ある。

　これらの集積された情報を理解するには、「回

答者が調査に協力するかしないか」、質問およ

び質問文（質問←→回答形式）、回答状況、等

の外面的なことだけでなく、回答者の心理に

まで立ち入って考察の対象にしていこうとい

うことである。

　しかし、実際の調査から分ることは、回答

者の内面のことではなく、外面的なことだけ

である、これから考えを進めなければならな

い。

　ここでは、そのようなことに参考として役

立つような、二、三のことについての実験調

査の結果を例示する。
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　一つは調査不能が多いと思われる社会層を

調査した結果。

　今ひとつは、新らしいデータ収集法の開発

進展に伴う調査方法（データ収集方法）のち

がいにより調査から得られる回答結果が変る

かどうか、もし変るとすればどのようなとこ

ろが変ると予想されるかという点について、従

来の方法の対比から考える。これには、従来

（現在も）基本とされる面接調査と自記式調査

の間では回答結果はどうなるのかについての

実験調査の結果の例を示す。

　方法のちがいは、この他にもいろいろある。

最近の問題は「面接調査と電話調査の間では

どうか」ということであり、さらに、電話調

査と関連して、最近各方面で関心の高いいわ

ゆる電子的調査データ収集方法の一つである

インターネット調査（Ｗｅｂ調査、ｅ－ｍａｉｌ調

査）についても気になるところであるが、こ

れらはこれまでの調査と別次元の調査とみら

れるのでここでは取り上げない。

○〈調査困難層に対する調査〉

　社会調査を実施する環境が以前にくらべて

悪化したということはもう大分以前から調査

を実施している人にとって至極当り前のこと

のようにいわれている。データからみても３０

～４０年以前とくらべ最近では全国対象の面接

調査の回収率は８０％以上から７０％前後さら

に最近は７０％以下に低下している。とくに大

都市圏ではその傾向が強い。その大きな要因

の一つは「調査拒否」である。いろいろな原

因で以前の３％から１５％へと上昇している。

（統計数理研究所：国民性調査（１９９９））

（電話調査では調査環境が調査拒否をしやす

いのか面接調査にくらべて倍かそれ以上にな

っている（鈴木　２００３））

　調査不能の理由をみると、「一時不在」など

調査相手に接触することができない場合も大

きな不能理由の一つである。

　これに関連の深いものは調査対象者の居住

環境が一般世帯か単身世帯かである。また、調

査対象者の年齢階層も大きな調査不能要因の

一つである。近年は単身世帯が増加し大都市

部では３０～４０％になっている。したがって、

単身世帯については高年齢層も実験調査の対

象として重要であるが、この調査では若年齢

層に重点をおき２０歳以上３５歳未満の単身者

（単身世帯および一般世帯に居住する単身者）

を調査対象とし調査状況および調査結果を一

般と単身の間で比較検討している。調査は「統

計調査環境分析研究会」が平成４年（１９９２）

に全国で実施したもので調査対象は層別２段抽

出による住民票からのランダムサンプル（２０

歳以上３５歳未満の単身者）で一般世帯（１１０６）、

単身世帯（１８９４）である。調査方法は個別面

接調査（単身世帯の対象者で面接調査で調査

不能だった者のうち不能理由が一時不在、住

所不明および長期不在の一部は後日郵送調査

を実施）

　面接調査の回収状況は表１の通りである。ま

た訪問回数別接触状況は表２のようになる。こ

れからみると単身世帯における対象者本人へ

の接触は予想通り困難である。
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表１　　調査の回収状況

面接調査 面接＋郵送

一般世帯 単身世帯 単身世帯

全　　体　　 ６５．３ ４３．４ ５３．０

性
男 ５９．１ ４１．１ ５１．０

女 ７１．１ ４８．４ ５７．３

年
齢
階
層

２０－２４ ５９．２ ４５．５ ５４．８

２５－２９ ６８．７ ４０．８ ５１．１

３０－３４ ６７．２ ４３．５ ５２．８

全体（回収数） ７２２ ８２２ １００４



　これらのことから単身世帯の回収率は一般

世帯にくらべて２２ポイントも低い。また東京

２３区など大都市部では一般、単身とも５０％

を切る場合が多い。訪問回数を重ねても単身

世帯への接触は困難である。これには居住環

境も関連している。住居の形態をみると一般

世帯では一戸建６４％　共同住宅３６％である

が、単身世帯では一戸建７％　共同住宅７２％

　単身寮２０％で調査のやりにくいことが分る。

また単身世帯の調査不能者に対する郵送調査

では表１にみられる通りおよそ１０％くら回収

率が向上している。

　不能理由をみると両者とも、本人拒否は調

査不能のうち１０％程度であるが一般世帯では

家族が拒否する場合がこれより多く１３．３％も

ある。本人のほか家族への接し方も調査をス

ムースに進める上で重要である。

　また、「インタホンで拒否」が拒否のうち２

割になる。調査の「説明を聞こうともしない」

で拒否する場合が半分近くあることも重要で

ある。これらを一般対象の調査に拡張するわ

けにはいかないが、拒否についての対処の仕

方の参考となろう。

　つぎに質問項目ごとの差異についてみると

一般世帯と単身世帯の調査結果にはあまり差

異はない。しかし単身世帯の回答には“周囲

とあまり関わりたくない”、“旅行は自由きま

まに”がやや多い、また実態項目のうち“新

聞はよまない”、“町内会の行事に参加しない”、

隣近所とのつき合いは“ほとんどつき合わな

い”という回答比率が高くなっている。

“休日に不在がちである”の回答比率は一般

にくらべて単身世帯でも思ったほど高くない

（１０％程度）が、これは調査できたグループの

回答比率であるから当然であろう。

　単身世帯では面接調査の結果と、調査不能

層の一部を郵送調査した結果の間とで回答分

布のちがいがみられるものがある。（面接と郵

送との方法上の差はそれなりにみられるが、こ

れは次の号で検討する。）

　各問では実態調査に近い項目の中で差異の

大きい項目もある。たとえば「調査で答えた

くない身近な事項は」のうち、“電話番号”は、

一般世帯より単身世帯が比率が高くさらに郵

送調査の方が高くなっている。これと同じ傾

向のものは“氏名”、“住所”等である。また、

「調査に協力するとき心配なことは」の質問で

は、“個人や家庭のことが調査員に知られる”、

“同様のことが役所に知られる”等が面接調査
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表２　　訪問回数別接触状況（本人に会えた率）累計

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

一般世帯 １８．７ ４５．５ ５９．９ ６７．５ ７０．０

単身世帯 １１．４ ２６．１ ３９．０ ４６．５ ５１．５

表３　　不能理由（面接調査）

一般世帯 単身世帯

転　　居 ６０ １５．６ １９４ １８．１

長期不在 ２２ ５．７ ３４ ３．２

一時不在 １９８ ５１．５ ６０８ ５６．７

住所不明 ３ ０．８ ５３ ４．９

本人拒否 ４０ １０．４ １２４ １１．６

家族拒否 ５１ １３．３ １５ １．４

そ の 他 １０ ２．６ ４９ ４．１

計 ３８４ （１００） １０７２ （１００）

表４　　拒否の理由・態様

一般世帯 単身世帯

マンションに入れない １ １．１ ７ ５．０

インタホンで拒否 １９ ２０．９ ２９ ２０．９

本人に会えたが拒否 ３３ ３６．３ ７９ ５６．８

他 ３８ ４１．８ ２４ １７．８

計 ９１ （１００） １３９ （１００）

説明を聞こうとしない ４５ ４９．５ ６６ ４７．５

説 明 を 聞 い て ４６ ５０．５ ７３ ５２．５



結果にくらべ郵送調査結果の方が２０％近く高

くなっている。

　郵送では調査員がいないので本音が出る？の

か、こういう心配があるから面接調査では調

査に関係しないようにしていた（調査不能に

なる）のかはっきりしないが。

　また、不在については、“ほとんど不在”や

“不在である方が多い”は郵送調査の結果の方

が比率が高い。郵送調査グループは面接調査

は不在で調査不能になった不在グループであ

るから面接調査できたグループより不在がち

であるといえる。

　この調査は通常の調査で調査しにくい（接

触するのが困難な）若年層の単身者に焦点を

あてたもので、それなりに調査環境の問題点

に迫っているといえる。

　このような実験調査がより広範囲の対象者

について実施されるとともにより多くの機会

に実施され、調査結果を集積して検討するこ

とが可能になれば、調査不能を減らす調査方

法論にとって有用な情報が得られ、今後の調

査環境の改善に役立つと考えられる。

　これに関連してアメリカではＧｒｏｖｅｓらの一

連の調査不能に関する研究がある（Ｇｒｏｖｅｓ　

＆　Ｃｏｕｐｅｒ　（１９９８）等）

　これらは、調査不能の原因に関する精細な

理論を開発しようとした試みである。どうし

て調査不能が生じるのかを考え、例えば、「接

触することが難かしいのはどんな人達か」、「調

査員はこれから回答者になろうとする対象者

との交渉をどのようにして進めようとするの

か」等であり、これらの理論は調査を実施す

るとき実際に、調査員に対して調査拒否を減

らす新らしい訓練方法の開発に役立っている

ということである（Ｔｏｕｒａｎｇｅａｕ　２００３）。

次に調査方法のちがいによる回答分布の差異

の大要をのべる。（以下次号）
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