
○〈面接調査と自記式調査（留置法）の比較〉

　　（鈴木（１９７７）鈴木他（１９７８）参照）

　調査は東京２３区で有権者を対象とし同一母

集団からの抽出対象を１人おきに折半し、面接

調査５００、自記式調査５００を実施した。

　調査日時は１９７７年２月２４日～３月４日で

ある。

　調査結果の主な点は次の通り。

Ａ　回収状況と調査の質の検討

　①面接調査の回収率は７０．８％、自記式調査

　　７７．４％となり見かけ上、自記式調査の方

　　が回収率は高い。

　　しかし、面接調査では調査状況を検討し

　　て不備なもの（別人を調査した（１）、回

　　答者が自分で調査票に記入した（９）等）

　　が５％あるので、実質は６６％程度になる。

　　一方、自記式調査の場合には別人調査４％、

　　調査員記入等調査法上からみた調査不備

　　があわせると１０％程度になり、実質は６３

　　％程度になる。

　　これ以外に面接調査の場合、調査票の最

　　終頁の出身小学校名を回答者本人に記入

　　させなかった（調査員が記入、調査法上

　　の不備といえる）ものが９％あるのでこれ

　　を除いて〈良〉グループとしている

　②性別、年齢別、学歴別にみた回収率は両

　　方式で大きなくい違いはない、自記式調

　　査では高年齢層において調査を指示通り

　　の方法で実行できない場合がいくらか多

　　くみられた（予想された結果である）

　　また、回答記入形式の複雑な項目では問

　　題があった。

　③各質問項目の回答選択肢として「その他」、

　　「Ｄ．Ｋ．（無答・わからない）」を用意するか

　　どうかは質問内容あるいは調査の目的に

　　応じてきめられる。通常、面接調査では、

　　これらの選択肢を用意すると共に調査員

　　に対して一定の指示をして統一的な調査

　　が実施できるように調査員を訓練する。

　　しかし、調査員に要求される役割が短時

　　間の説明および訓練によって十分に実行

　　可能になる保証はないので形式面に左右

　　される余地がある。

　　一方、自記式調査では通常、全般的な記

　　入上の注意として「あてはまる回答がな

　　いとき、あるいは印刷してある回答選択

　　肢に不満足で、何かつけ加えて記入した

　　いとき」等には「その他」の回答をして

　　もかまわない。また、答えたくないとき

　　は「無答」と記入しておく等の指示をす

　　る。実際には「その他」の区分ははっき

　　りしていて記入上も問題は少いが、「無答」

　　の場合は本来の「無答」であるのか、回

　　答者が記入を忘れたための空白の「無答」

　　であるのか、区別が不明確になる。

　　また、個々の質問項目には「その他」、「無

　　答」の記入欄を用意しないのが普通であ

　　る（これは後に述べる実例からも分るよ

　　うに、これらの欄を用意すると「その他」、

　　「無答」の回答比率が高くなり、調査結果

　　資料を利用できなくなる恐れがあるから）

　　これらのため面接調査の調査結果と自記

　　式調査の調査結果とでは「その他」、「無

　　答」の取り扱いによって大きく影響をう
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　　けるので両調査方式の回答結果を比較す

　　る場合に注意すべきである。

　④自記式調査における回答記入者の確認の

　　問題

　　自記式調査では面接調査と比較して回答

　　記入者が対象者本人かどうか確認する手

　　段が手薄である。

　　この調査では、指定された回答者本人を

　　確認しながら自記式調査をする方式をと

　　ったが実際は本人に渡したのは４６％程度

　　で残りは家族３０％　第三者など４％とな

　　っている。また回収時に本人から手渡さ

　　れたのは５２％、家族１８％、その他５％

　　などとなっている。したがって本人以外

　　だけを受け渡しの相手とした場合が２０％

　　程になり、確認が不明確な部分が残る。自

　　記式調査の一つの問題点といえる。

Ｂ　 回答分布について

　①二項選択の項目では、「その他」、「無答」

　　の取り扱いに注意すれば両調査方式の回

　　答分布の差異はごく限られたものになる

　②三項選択の場合に、回答票リスト（カー

　　ド）を使用しないとき――すなわち、「賛

　　成」、「反対」に中間的な回答選択肢（た

　　とえば「時と場合による」、「どちらとも

　　いえない」等）が存在するときには、こ

　　の影響が強く出て、両調査方式の回答分

　　布の差は大きくなる。しかし、三項目の

　　意見（事項）について回答票リスト（カー

　　ド）を利用する場合には二項選択の場合

　　と同様になる。すなわち、「その他」、「無

　　答」の取り扱いに注意すれば差異は限ら

　　れたものとなる。

　③「あり」、「なし」の選択の場合は二項選

　　択の項目とよく似ている。やはり、「その

　　他」、「無答」の扱いに注意する必要があ

　　る。

　④自由回答法の場合

　　自由回答法では面接調査の方が一定水準

　　の調査を実施できる可能性は高まると考

　　えられている。

　　ここでは自由回答記入の「あり」、「なし」

　　に限ってみると、たとえば、「とくによむ

　　新聞記事」では面接調査６４％、自記式調

　　査７７％、「テレビのニュース」では面接

　　７０％、自記式７３％が記事内容やニュース

　　名をあげている。しかし、質問項目によ

　　っては面接調査の方が回答の多い場合も

　　ある。

　⑤表形式の回答記入欄を用意した影響

　　たとえば自記式の場合にいくつかの事項

　　の「あり」「なし」をつぎつぎに記入させ

　　るようなとき、回答記入欄を表の形式に

　　して該当するマス目に○印を記入させる

　　方式をとることがある。この方法は記入

　　のやり方が難かしく記入不備が増加する

　　といわれている。この点についてみると

　　面接調査の場合これらの項目に関する「無

　　答」扱いは平均１．４％であるが、自記式調

　　査のときは「無答」扱いが２．３％になる、

　　他の諸項目についてみたとき「無答」の

　　比率の大きさは面接調査の方が一貫して

　　大きいのであるから、傾向としては表形

　　式にしたため、自記式の場合に回答記入

　　が難しいので、回答記入に不備が生じて

　　「無答」扱いとなる場合が多くみられると

　　いえるがこのデータからは何ともいえな

　　い今後の課題である。

　⑥面接調査と自記式調査との回答記入欄を

　　同一にした場合

　　自記式調査では調査票に印刷してある各

　　質問項目の回答記入欄の様式に回答記入

　　が左右されやすい。したがって、面接調

　　査の調査票と同じように「その他」、「無
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　　答」の欄を印刷しておくと、これらの欄

　　に反応する比率が、面接調査の場合に比

　　較して多くなると予想される。

　　検討した項目では、どの場合にも「その

　　他」、「無答」に記入する比率は自記式の

　　方が高くなる。

　　この場合「その他」、「無答」を印刷した

　　ことによって、とくに何か注意を喚起さ

　　れない限りは、回答結果に重大な影響を

　　与えることはない。すなわち、「その他」、

　　「無答」を除いた集計結果についてみると、

　　両調査方式の結果はほとんど同じになる。

　　しかし、まだ、検討したケースが僅かで

　　あるから何ともいえない。

　　とくに、この問題が重大と考えられるこ

　　とは、実際の調査場面において、面接調

　　査で実施するように計画された調査で、調

　　査員の不注意あるいは故意により、ある

　　いは、回答者に頼まれて仕方なく調査票

　　（面接調査の形式である）を回答者に手渡

　　して記入してもらうケースがみられる、と

　　いうことである。

　　この場合、表面的には調査完了というこ

　　とになり、回収点検の時に、調査票の記

　　入状況の異常（たとえば回答選択肢に記

　　入する○印の記入の仕方が不統一、とか

　　自由回答法の筆跡の違い等）により発見

　　できない場合には、そのまゝ集計されて

　　しまう。これが調査結果を偏らせる可能

　　性があることは明らかである。

　　調査員にとってみると回答は回答者本人

　　が記入したものであるから、面接調査し

　　た時と同様と考え、調査不能になるより

　　は一票でも多く、確実な結果を得たとい

　　う気持もあるだろうが。このような調査

　　法の違反は不測の偏りを調査結果にもた

　　らすということを、調査員に対する訓練

　　時ばかりでなく、調査票回収時の点検担

　　当者に対する訓練時に十分理解納得させ

　　ておく必要がある。これに関連して、調

　　査実施が困難になってくると、『面接で調

　　査不能になれば、留置き調査をして回収

　　率の向上をはかり、さらに回収出来ない

　　対象者には電話調査するなどして回収率

　　を上げるように考えればよい』という考

　　えをする企画者や調査担当者が出てくる

　　ことがいわれているが、これは調査結果

　　の質がどうであっても「回収率が一定水

　　準以上ならばよい調査」という考え方に

　　とらわれているのか、あるいは調査法の

　　実際に関する知識を持っていないため、前

　　述の調査員同様の考え方をしているのか

　　も知れないが、いずれにしても、同一調

　　査票を利用していろいろな調査方法によ

　　り回答を収集することはやらない方がよ

　　いというよりやるべきではないといえる。

　⑦自記式調査に使用する調査票の体裁につ

　　いて

　　この調査では面接調査との比較を考えて

　　いたので、両調査方式で使用する調査票

　　の体裁は同じようにしている。体裁はＢ５

　　版で片面印刷、上端を２ヶ所ホッチキスで

　　止め、下端をめくりながらつぎつぎに、改

　　頁をしていく体裁である。このため、（面

　　接調査ではほとんど考えられないことで

　　あるが）自記式調査のばあいに、改頁の

　　とき２枚一緒にめくってしまう等のため途

　　中何項目かが「無答」になるケースがあ

　　る。回答者に問番号順に回答するよう、よ

　　く注意する必要がある、と同時に、調査

　　票回収時に問番号順に全頁を点検するよ

　　う調査員に注意することが必要である。

　　このような点から自記式調査票の体裁は

　　どのような形式のものがよいか種々の面
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　　から検討する必要がある。最近のインター

　　ネット調査で調査票の体裁を頁方式かロ

　　ール方式（巻物のようにずっと続いてい

　　る）か検討しているのは新らしい調査法

　　の一つのあらわれともいえよう（大隅　

　　２００２）。

Ｃ　 両調査方式による回答分布の差異のまとめ

　面接調査法と自記式調査との間の調査法上

の大きな差は、一方が質問文だけを聴き、他

方が質問文と回答選択肢（回答記入欄）を一

括して読むというところにある。したがって、

簡単な質問項目で質問文の文脈の中に回答選

択肢の内容が明確に示されているような質問

項目、面接調査で回答票リスト（カード）を

使用する質問項目等では、両調査方式の間に

回答分布の差異は少い。

　しかし、質問文の文脈には中間的性格の回

答選択肢に相当する――たとえば、「時と場合

による」、「どちらともいえない」等――もの

が含まれていないような質問項目について、と

り上げた質問文の内容から、回答者にとって

みると、「賛成」、「反対」等のはっきりした回

答がしにくい場合（面接調査の結果からみて、

相当数の回答者が中間的な回答を選択する可

能性の高い場合）、面接調査で回答票リスト（カー

ド）を利用せず、自記式調査のとき、中間的

性格の回答選択肢を回答記入欄に含めて印刷

してある場合には、両調査法の回答分布の間

の差異は大きい。

　これらのことを調査形式、および質問内容、

質問項目の回答形式等によって区分けしてま

とめてみる。

　両調査方式における回答分布の間の差を平

均的にみると表５のようになる。面接調査で

回答票リスト（カード）を利用する場合には、

両調査方式の間の差は、そうでない場合に比

較して小さい。

　二項＋中間項の形式をとる質問項目の差が

特に大きい。

　また、「その他」＋「無答」の比率は一般に

面接調査の方が自記式調査にくらべ大きくな

る。

　しかし、前にのべたように表形式の回答記

入欄をもうけた場合、あるいは自記式調査で

面接調査のときと同じに「その他」、「無答」の

記入欄を印刷した場合には、自記式調査の方

が「その他」＋「無答」の比率は高くなる。

表５　　面接調査と自記式調査における意見項目の回答分布の差の平均（％）

調査形式
回答形式

差の大きさ
（平均）

「その他」＋「無答」
の差（＊）

項目数

二
項
選
択

回答票リスト使用 ３．８ ５．７ ３

回答票リストなし ５．３ １０．６ ４

社会的意見（国民性調査から） ３．３ ５．５ ５

政治的意見項目 ６．９ １３．４ ９

三
項
選
択

回答票リスト使用　 ８．７ ８．６ ３

　回答票リストなし　
　二項＋中間項

３０．４ ３．３ ４

政治的関心（自記式では回答欄は表形式） ７．１ （０．８）＋（１．１） １０

面接と自記同一形式
（自記式調査で回答記入欄に「その他」「無答」を印刷）

２．７ （８．４） ３

二項「あり」、「なし」の選択形式 ２．９ ２．７ １４

（＊）表中の数字は面接の方の比率が自記式より大きい、（　　）の中は逆に自記式の方が大きい。



○〈おわりに〉

　ここまでは、従来の面接調査を軸にしての

べた。最近の調査は従来の面接調査との対比

で考えるのは、調査資料、関連するデータの

不足などのため、まだ検討をはじめたばかり

ということができる。

　面接調査と電話調査は本格的な比較調査を

実施するのは大変困難であろうと考えられる。

これに関する初期の両調査法の比較を目的と

した実験調査の一部については（鈴木　２００３）

にあるので、それを参照していただきたい。両

調査方式の差異について、いくつかの特徴を

例示すると、面接調査で回答票リスト（カー

ド）を利用する質問項目では、電話調査の場

合、回答票リストに記載されている意見を一

つ一つ読み上げて、全部読み上げ終ってから

回答をきくことになるので、リストに書いて

ある文章が長いとき、あるいは項目数が多い

ときには問題が生じる可能性が高い。「その

他」、「無答」の比率は面接調査の方が一般に

高いが、「無答」の比率は調査員の管理のあり

方にも関係することが分っているので、一概

にどちらが多いともいえない。

　また、「二項＋中間項」の形式の調査では、

面接調査の方が中間的回答の比率が高くなる

ようである。

　これからみると、それぞれの調査における

調査員の管理、訓練のあり方が回答結果に重

大な影響を与える可能性があることが分る。

　いわゆる電子的データ収集法の一つである

インターネット調査については、まだ、どう

いう位置付けで考えればよいかはっきりとは

していない。しかし、インターネット調査の

調査環境はデータ収集法の研究には役に立つ

ところが多いのではないかと考えられるので

今後の検討課題である。インターネット調査

については（大隅　２００２）等を参照していた

だきたい。　

あとがき

「はじめに」で調査法の基礎的な考え方の新

らしい流れについてふれたが、これについて

は今後いろいろ検討するつもりである。

　　　　　　　　統計数理研究所

　　　　　　　　　名誉教授　鈴木　達三
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　　　　１９９５，　７，　ｐｐ８－１５

鈴木達三（２０００）　質問の仕方の違いによる回

　　　　答への影響（１）　新情報８３、ｐ１０－１８

鈴木達三（２００１）　質問の仕方の違いによる回

　　　　答への影響（２）　新情報８４、ｐ１６－２２

鈴木達三（２００３）　電話調査法についての一考

　　　　察、行動計量学３０（１）７３－９１

鈴木達三（１９７８）　社会調査の標準化過程にお
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　　　　ける回答誤差の研究。統計数理研究

　　　　所、研究リポート４２

統計調査環境分析研究会（１９９２）：実査環境

　　　　実態調査報告

統計数理研究所（１９９９）：国民性の研究―第

　　　　１０次全国調査（１９９８年全国調査）、

　　　　統計数理研究所研究リポート８３

Ｔｏｕｒａｎｇｅａｕ，　Ｒ．　（２００３）：　”Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　

　　　　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｓｕｒｖｅｙ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

　　　　ａｎｄ　Ｍｉｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，”Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

　　　　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　

　　　　Ｒｅａｅａｒｃｈ，　Ｖｏｌ　１５（１）　ｐｐ３－７．

Ｔｏｕｒａｎｇｅａｕ，　Ｒ．，　Ｒｉｐｓ，　Ｌ．　Ｊ．，　ａｎｄ　Ｒａｓｉｎｓｋｉ，

　　　　Ｋ．　（２０００）：　Ｔｈｅ　ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ　

　　　　ｏｆ　ｓｕｒｖｅｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ．　Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，

　　　　Ｕ．　Ｋ．：　Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　　　　Ｐｒｅｓｓ．
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