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の世論調査に対する“風当たり”を直接受けて
いる。
面接法の世論調査は多くの課題を抱えてい

る。回答率の低下は最大の課題であり，これ
までも様々に論じられてきた。報道機関とし
てのNHKが世論調査結果を放送する場合，
政治的，社会的争点に関する人々の意見の分
布を科学的に把握した調査結果として視聴者
に提示する。回答率の低下は，その科学性に
対する疑問にもつながりかねない状況となっ
ている。回答率の低下を食い止める努力が必
要なことは言うまでもないことである。しか
し，社会の環境は，今後，回答率の改善を期
待できる状況にはない。今年4月からの個人
情報保護法の施行を受けて，住民基本台帳の
閲覧に関する新しいルールが議論されている。
ここで報告する面接調査の課題は，面接法

という方法に特有のものというより，方法の
違いを超えて今の世論調査に共通するものが
ある。世論調査が今後「いかがわしいビジネ
ス」と切って捨てられるような事態にならな
いように，今後の世論調査のあり方を議論す
る材料の 1つとして，面接調査の現状と課題
をまとめておきたい。

面接調査の現状と課題
 ～調査実施の立場から～

中瀬剛丸　　

  1.　はじめに
　   　～世論調査への風当たり～

清水幾太郎が世論調査を「平凡なビジネス」
と呼んだのが 1966年，今から 40年近く前の
ことである。
「今日では，世論調査というのは，一年に

何回か行われる平凡なビジネスである。誰も
怪しまない代りに，誰も驚かない」1）

その後も世論調査はビジネスとして拡大
し，今「誰も怪しまない代わりに，誰も驚か
ない」と言える状況ではない。調査の協力依
頼状を受け取った調査相手が，自治体の消費
生活センターや警察に「不審なものではない
のか」と問い合わせるという事態が生じてい
る。世論調査が「いかがわしいビジネス」と
受け止められかねない状況なのである。
NHKは，2004年の第20回参議院選挙で，

47都道府県ごとの選挙区の情勢を把握する
ために，選挙世論調査を面接法で実施した。
調査相手が，あわせて 49,950人に上る大規
模な調査を，調査会社に委託するのではな
く，全国の放送局網を使った“自前”で実施し
た。こうした調査の実施体制を維持している
機関として，NHK放送文化研究所は，昨今
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全体の 7.3% にすぎない。最も多いのは郵送
法の 810件で全体の 59.8%，およそ 6割を占
めている。この他，個別記入法212件（15.6%），
電話法142件（10.5%）などとなっている。
10年前，平成5年度をみてみよう。888件

の世論調査のうち，郵送法が 455件（51.2%），
個別面接聴取法が 187件（21.1%），個別記入
法が 168件（18.9%），そして電話法は 45件
（5.1%）となっている。さらにもう 1年遡って
平成4年度をみると，電話法は 19件（1.8%）
にすぎない。この 10年余りの間に電話法が
急速に普及したことがわかる。
特に，マスコミ（新聞社・通信社・放送局）

が 15年度に実施した世論調査187件のうち
134件（71.7%）が電話調査となっている。
社会調査のテキストにあるように，面接調

査の難点は調査員の人件費を中心にした調査
経費が高いことであり，もともと，経費の安
い郵送法が数の上では面接調査を圧倒してい
た。その上に，近年では電話法が増加し，マ
スコミの世論調査では現在は電話法が主流と
なっている。
マスコミの世論調査で電話法が増加した要

因として，一般的な経費や調査の機動性の問
題のほかに，衆議院の選挙制度の改革で小
選挙区制が導入され，選挙区の数が 129 から
300 にと 2倍以上に増加した影響が大きい 6）。
仮に，選挙区ごとの調査を，1選挙区の調査
相手数900人（60地点×15人）で実施する場
合，少なくとも 18,000人もの調査員を確保
する必要がある。経費が膨大になるだけでな
く，調査員の募集，調査説明会の実施，実査
時の調査員の管理など，準備や実施事務も膨
大な作業量となる。
今年9月の第44回衆議院選挙で，全国紙

  2.　面接調査の位置

世論調査の方法として，最も一般的でかつ
精度も高いと受け止められてきたのが，調査
票を使った個別面接聴取法，いわゆる面接調
査である。試みにいくつかの社会調査のテキ
ストでの面接調査の説明を拾ってみよう。
「この方法は，調査員の人件費がかさむが，

もっとも正確な方法としてひろく使用されて
いる」2）（安田，原 1982）
「社会調査のなかで，最も一般的に用いら

れており，標準的な方法である。（中略）調
査内容もかなりむずかしい質問や，かなりの
分量まで調査することができる。しかし，そ
の反面，最も費用がかかり，人手も時間もか
かることはいうまでもない」3）（飽戸 1987）
「対象者がサンプルとして抽出された本人
であることを確認した上で調査ができる，質
問の意味も掲示用パネル（選択肢のみを別刷
りにしたカードや図表など）を用いることに
よって誤解なく十分に伝達できる，（中略）な
どの点で自計式の調査法よりも優れており，
調査環境や回答の精度を確保できるといえ
る。また，直接訪問して調査を実施するため，
郵送調査や留置調査よりも動機づけは強く，
比較的高い回収率が期待できる」4）（岩永，大
塚 ，高橋1996）
以上のように社会調査のテキストにおい

て，面接調査はいわば調査の王道という位置
を与えられている。では，実社会では，ど
うだろうか。内閣府大臣官房政府広報室が
まとめている『全国世論調査の現況』による
と，平成15年度中に実施された世論調査5）は
1,355件で，この内個別面接聴取法は 99件で
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やNHKなど主要なマスコミが実施した選挙
区調査は，すべて電話法である。また 2004
年の第20回参議院選挙では，選挙区調査を
NHKだけが個人面接法で実施しており，そ
の他の各社は電話法である。
NHKが参議院選挙の選挙区調査を面接法

で行っている理由は，直接的には候補者が膨
大な非拘束名簿式比例代表の投票予定候補の
質問をする場合，電話法では自由回答になら
ざるを得ないが，面接法ならば回答項目リス
トで立候補者名を見せて回答してもらうこと
ができるということである。一般に，面接法
の利点として上げられている要因である。
また，間接的な要因として，NHKの場合，
選挙調査のほかにも，視聴率調査をはじめ全
国の放送局網を使って実施している調査があ
り，大規模な全国調査を実施できる体制が維
持されていることが上げられる。調査の実施
には，調査員の募集，採用から始まって，住
宅地図での調査相手宅の確認，調査員に対す
る説明会の実施，実査中の調査員の管理，調
査相手からの問い合わせやクレームへの対応，
回答済みの調査票のチェックなど様々な業務
をこなさなければならず，全国の放送局に実
施のノウハウを身につけた担当者がいるという
ことが前提となる。各放送局の担当者は，通
常は他の業務をしているが，年に数回の世論
調査が年間の業務の中に位置づけられている。
担当者は 2～3年で入れ替わるケースが多い
が，新しく担当になった場合，その職員を対
象に世論調査業務の研修を実施している。こ
うした体制がなければ，面接法で選挙調査を
実施しようと考えても，実際には実施は難しい。
以上のように，面接調査は世論調査のいわ

ば王道とされてきたものの，電話調査にとっ

て代わられつつあり，特にマスコミが行う選
挙世論調査ではすでに異例の方法になってい
ると言える。

  3.　面接調査の回答率の低下

回答率の低下が面接調査の課題として指摘
されるようになって久しい。例えば，1977
年に刊行された『世論調査の現状と課題』（世
論科学協会編）の中の「面接聴取法の課題」に
は次のような記述がある。
「個人面接聴取法の利点として，他の方法

とくらべて回収率が比較的高いということを前
に述べた。しかし，個人面接聴取法の回収率
の現状は必ずしも充分であるともいえないだろ
う。（中略）回収率は大都市で 70%を維持する
のは，かなり至難のわざだというものもいる」7）

四半世紀も前と受け止めるにせよ，たかだ
か 30年足らずでと受け止めるにせよ，大都
市部で 70% を維持することができるかどう
かという議論の設定自体が，現在では望むべ
くもない。NHK が 1973年から 5年に 1度，
面接法で実施している「日本人の意識調査」
の有効回答率の推移を図1に示した。第1回
の 78.1% から 2003年の 61.5% へと低下して
いる。こうした回答率の低下傾向は，どの調
査機関にも共通にみられる。
図2に示したように，回答率の低下の最も

大きな要因は，調査相手の協力を得られない
「拒否」の増加である。「拒否」が1978年の2.9%
から 2003年には 12.1% にと，4倍に増えてい
る8）。また，外出していて会えなかった「外出」
が 2.9% から 4.8% に，深夜にしか帰って来な
いという「深夜帰宅」が 2.5% から 4.4% に増
加している。
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調査の協力を得られない，また調査相手と
会えない理由として，調査員からは以下のよ
うな理由が寄せられている。
・オートロックマンションが増えて，調査
相手と連絡がとれない。

・顔を合わすことなく，インターホン越し
にお願いをするので，そこで断られてし
まう。

・個人情報を悪用したセールスなどへの不
信，プライバシー意識の高まり。

図1　日本人の意識調査（個人面接法）有効回答率の変化
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図 2　日本人の意識調査 不能理由の変化
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1978 年 1983 年 1988 年 1993 年 1998 年 2003 年
拒否 2.9 4.3 6.2 5.9 8.6 12.1
深夜帰宅 +外出 5.4 6.6 8.8 7.4 8.0 9.2
場所不明 1.2 0.8 1.2 1.1 1.4 1.1
転居 3.2 3.7 3.1 4.9 4.0 3.9
1 年以上不在 1.5 1.3 1.7 1.5 1.7 1.7
10 日以上 2.6 2.6 2.3 2.2 2.4 2.6
10 日未満 2.6 3.1 3.1 3.8 4.0 5.0
深夜帰宅 2.5 2.8 3.7 3.5 4.2 4.4
外出 2.9 3.8 5.1 3.9 3.8 4.8
自宅療養 1.5 1.7 1.5 1.8 1.8 1.9
その他 0.3 0.4 0.5 0.6 1.0 0.7
死亡 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3

％
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・表札を掲げていない家が多い。
・働く女性が増えた。
・土，日も働きに出る人が多い。
・特に若者の土，日の在宅率が低い。
・在宅しているのは分かっているのに，出
てこない。（居留守）

・自分と関わりがあると思われないものに
はできるだけ関わりたくないという風潮。

・時間をとられることを嫌がる。
・若年層の無関心。
・住所を移さず，県外で暮らす学生。
・隣近所との交流がない。

プライバシー意識の高まりやライフスタイ
ルの変化，調査への不信感といった問題が世
論調査を困難にしていると言えるが，こうし
た問題も古くから指摘されている。例えば，
『社会調査 補訂版』（福武 1984）では，次の
ように問題提起している。
「人びとの社会調査への反発が強まりつつ

あることも無視できない。社会調査の実施が
年々困難になっているのは，多くの調査研究
者が経験していることである。（中略）これ
らは，いずれも小手先の対応によっては解決
不可能な問題である。改めて調査研究者や調
査主体のあり方が厳しく問われている，とい
わざるを得ない」9）

社会調査全般に関する問題提起であるが，
調査相手に直接会って協力を依頼し，調査を
実施する面接調査で，こうした問題は顕著
にあらわれていると言える。そして，小手先
の対応では解決不可能という状況にありなが
ら，小手先の対応をとりながらいわば延命を
図り，今日に至っているのではないだろうか。

  4.　回答率の低下の影響

冒頭で触れた清水幾太郎の言葉は，「しか
し，それが昭和二十年に出発した時，すべて
の出発がそうであるように，それは強烈な
意識とともにあった」と続いている。1945年
（昭和20年）10月に GHQの勧告に基づいて
情報局に世論調査課が設けられたことが象徴
しているように，戦後の改革期に，日本で世
論調査が本格的に開始されたのである。1950
年6月に施行された放送法は，第2章「日本
放送協会」で，日本放送協会（NHK）の目的・
組織・運営の全般について定めているが，そ
の第44条の 2 に「世論調査」に関する次のよ
うな規定がある。「協会は，公衆の要望を知
るため，定期的に科学的な世論調査を行い，
且つ，その結果を公表しなければならない」
放送法は第1章「総則」で，放送の最大限の普
及，放送による表現の自由の確保，放送が健
全な民主主義の発達に資するという 3大原則
を掲げている。放送法に世論調査に関する条
文があることにも，清水が言う「強烈な意識」
がうかがえる。
放送法第44条では「科学的な世論調査」と

「科学的」という言葉をつけている。NHKの
世論調査は，科学性を確保するために，調査
相手を偏りのないように，ランダム・サンプ
リング理論に基づいて抽出することや，調査
相手の意識や行動を測定する物差しとなる調
査票（質問文・選択肢）を適正に設計するこ
となどを掲げている。
しかし，調査相手をランダムに抽出したと

しても，回答率の低下によって回答者の属性
の偏りが徐々に広がってきている。「日本人の
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意識調査」でみると，回答率は高齢層で高く
20代が最も低い。この傾向は 1973年と 2003
年で共通しているが，回答率の低下の幅は 20
代から 40代で大きいため，有効回答者の構
成は高齢者に偏る形で歪みが拡大している。
調査相手（指定サンプル）と有効回答者の構

成比の差は，1973年には最も大きい 20代の
男性が 1.8 であり，次いで 40代女性の－1.1，
30代女性の－1.0 となっている。その後，各
年齢層の構成比の差はいずれも拡大してお
り，20代の女性では 1973年の 0.2 から 2003
年には 2.3 に，20代の男性では 1.8 から 2.5
に拡大している。
この構成比の歪みは調査結果にも影響す

る。試みに，2003年の「日本人の意識調査」
での支持政党の質問の回答結果を，国勢調
査結果の人口構成に応じて重み付けをして
集計すると，自民党の支持率は単純集計では
25.0% に対して，ウェイト集計では 22.8%，
支持なしが 56.9% から 59.8% に変わる。
NHKの世論調査では，現在，性年齢の構

成比を人口構成にあわせる形の重み付けをし
た集計は放送には使っていない。結果の分析
も原則として，重み付けをしないもので行っ
ている。回答率の低下による構成の偏りは性
や年層だけとは限らない。そのままの集計結
果と性年齢の構成を人口構成にあわせた結果
とのどちらが“真の値”（=全数調査の結果）
に近いかは容易には判断できない。
また，抽出した調査相手が亡くなっていた

り，転居していた場合の代わりの調査相手を
あらかじめ用意しておく追加サンプルを使用
すれば，見かけ上の回答率は上るが，NHKの
世論調査では追加サンプルは使用していない。
マスコミの選挙調査においては，すでにラ

ンダム・サンプリングを行わず，あらかじ
め人口構成に応じて設定した性年齢別の回
答獲得目標数に達するまで調査を進める割
当法を実施しているケースも出ている。選
挙調査は，選挙情勢を把握するという目的
があり，厳密なランダム・サンプリングを
行った調査でも，選挙情勢の把握という側面
でみると，先に示した支持政党の例のよう
に，年齢構成の偏りの問題は無視できない。
NHKでも今回の第44回衆院選の選挙区調査
は，ランダムに発生させた番号に電話をかけ
るRDD（Random Digit Dialing）の割当法で
実施した。
マスコミが報道することを目的に行う世

論調査の場合，その報道を受け取る読者や視
聴者が，調査結果を信頼するかどうかという
問題を避けて通ることはできない。科学的
なランダム・サンプリングを厳密に運用し
て，調査票を適切に設計して，厳正な手続き
で聞き取りをした調査結果の有効回答率が，
仮に 45% だったとしたら，どういう反応が
出るだろうか。視聴者は回答者が半数に満
たない結果を信頼してくれるだろうか。我々
にとって極めて深刻な問題である。
こうした中，回答を得られなかった調査相

手を無視するのではなく，集計結果をもと
に非回答者の回答を推測することで，“真の
値”に近づける努力をするべきだという主張
もある。また，インターネットを使った調査
は，社会調査の方法としての研究が進む前に
市場調査の分野での実用が広がっているの
が現状ではあるが，回答率を上げるために，
面接法や電話法の調査とインターネットで
の調査とを組み合わせるという従来の社会
調査では禁じ手だった手法を提唱する声も
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出ている。
回答率の低下は，調査結果の“科学性”への
疑問を喚起しかねない状況をつくりだしてい
る。そして，その背景として「昭和20年に出発
した時の強烈な意識」がすっかり薄れてしまっ
ていることを思い知らされる。世論調査は政
治的，社会的争点に関する人々の意識を量的
に把握して，わかりやすい数字で示すことが
できる。そのことが民意による政治としての民
主主義の実感にもつながっていた。清水が「強
烈な意識」と表現したように，世論調査が登場
した当初は，人々に強い期待感を抱かせるも
のであったのだろう。しかし，現在の状況は，
世論調査に対する信頼が崩れ始めていて，さ
らに人々の意識の上で世論調査の存在意義自
体が薄れていると言えるのではないだろうか。

  5.　個人情報保護法と世論調査

世論調査を実施する上で，従来から個人情
報の取扱いに十分な注意が必要であったこと
は言うまでもない。さらに「個人情報の保護
に関する法律」が今年4月1日から全面施行
され，一層慎重な取扱いが求められることに
なった。個人情報保護法では，「報道」，「著
述」，「学術研究」の目的で個人情報を取り扱
う場合，個人情報取扱事業者の義務等を定め
た規定の適用が除外されているが，その一方
でこれらの適用除外分野についても個人情報
の適正な取扱いを確保するために必要な措置
を自ら講じて公表するよう努めなければなら
ないとされている。
適用除外とされた「報道」，「著述」，「学術研

究」の分野については，報道の自由，表現の自
由，学問の自由を堅持していく観点から，自

主的，自律的にこれを適切に扱うべきであり，
NHKでも「報道」，「著述」，「学術研究」分野
の個人情報の保護についての規程を定め，こ
れに則り適正に取り扱うこととしている。
世論調査の業務に関して具体的には，「調

査相手一覧表」の専用の管理簿を作成して厳
密に管理すること，「調査相手一覧表」の原
表とコピーはすべてカギのかかるラックに
保管すること，などのきめ細かい業務マニュ
アルを設けている。
ただし，個人情報保護法に則って適切に

取り扱っているとしても，調査相手は法律
の内容はほとんど知らない。個人情報保護
という言葉が独り歩きしている側面がある。
名前や住所を住民基本台帳で調べて，世論
調査への協力依頼をすること自体が，個人
情報保護法に反する違法な行為であるとい
う誤解をしている調査相手から強い抗議を
受ける場合がある。協力依頼状に問い合わ
せのための電話番号を記載していても，そ
の番号に電話することなく警察に怪しいハ
ガキがきたという電話をする場合さえある。
振り込め詐欺に引っかからないための防犯
対策として，送られてきた文面に記載され
た電話番号には決して電話はしないという
指導を受けたという話を調査相手から聞か
された。
振り込め詐欺によって実際に多くの被害

者が出ている。さらに住民基本台帳の閲覧
を性犯罪に悪用した事件も起きている。そ
して多くの人々が，ダイレクトメールやアン
ケートと称した商品の売り込みにうんざり
している。世論調査の業務に必要な個人情
報を法律に則って適切に取り扱ったとして
も，個人情報をめぐる人々の不信の渦から完



73放送研究と調査　DECEMBER 2005

全に距離を置くことはできないだろう。世論
調査を仕事としている者として，気持ちを引
き締めなければならないと強く感じている。

  6. 　おわりに
　　　 ～意義を感じるかどうか～

回答率の低下の背景にはプライバシーや個
人情報保護に関する意識の高まりとともに，
世論調査への不信感があると言える。そうし
た調査相手の意識を捉えようとした調査があ
る。2002年3月に面接法で実施した「日本人
と憲法調査」の後，調査に協力してもらえな
かった人を含め，郵送法で追跡調査を実施し
た。この中で，世論調査の結果が役に立って
いると感じているかどうかたずねたところ，
本調査で回答してくれた人では，65%が「役
に立っている」と答えたのに対して，本調査
で回答してくれなかったものの追跡調査には
回答してくれた人では「役に立っている」と
答えた人は 50%であった 10）。
こうしたデータからは，何らかの条件が

整っていれば調査に協力してくれていた人が
一定程度存在していることがわかる。
面接調査の場合，調査期間を延ばして訪問

回数を増やすことや調査の意義や目的をきち
んと説明することなど実施面の改善の努力を
続ける必要がある。また，調査の内容や目的
によっては，面接法にこだわらず郵送法や配
付回収法での実施を検討する必要もあろう。
しかし，今，世論調査は“ビジネス”として

拡大する一方で，人々はその存在意義を感じ
られなくなり，協力しようという気持ちを引
き出しにくくなっている。戦後，世論調査が
本格的に始まった頃の「強烈な意識」は望む

べくもないが，世論調査が“いかがわしいビ
ジネス”と受け止められかねない状況は，世
論調査を実施する立場として深刻な問題であ
る。調査結果が，社会や人々の生活に役立つ
と感じてくれる人が少しでも増えるように，
調査結果の有効活用に最大限の努力をしなけ
ればとあらためて自戒している。

（なかせ　たけまる）
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