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 はじめに
現在，世論調査の回収率の低下が進み，調

査関係者にとって，調査不能対策は切実な課
題である。 

内閣府では，2005年4月の個人情報保護法
の施行以降実施した調査で，回収率が50%以
下に低下したことから，10月以降の調査で，
これまで調査相手に送っていなかった調査協
力依頼状を送りはじめ，謝礼を筆記用具から
500円の図書券に変えている 1）。また，一部
の調査を除いて，調査相手に業務委託先の調
査会社名のみを示して，調査を実施していた
が，2006年からは，すべての調査で実施主
体名（内閣府）を示すようになった 2）。

大学の研究者が中心になって2001年より
2004年を除き毎年実施しているJGSS調査で
も，2006年調査では回収率確保のために，
調査管理の方法，謝礼の渡し方，協力依頼状，
調査やプロジェクトのPRパンフレットなど
の見直しを行っている。

NHKでも，2006年度，調査材料の見直し
や放送文化研究所の公開ホームページ内にあ
る世論調査の説明の改定 3）などを行った。こ
の中で，調査相手に事前に送る協力依頼状の
見直しについては，多少効果がみられたと思
われるため，紹介したい。

調査不能増加の現状
図は，6月と11月に配付回収法で実施して

いる「全国個人視聴率調査」と，個人面接法
で実施している「日本人の意識」と「日本人と
テレビ」調査の「調査不能」，及び「拒否」の比
率を1995年から示したものである。2005年
までの「調査不能」の割合をみると，毎年徐々
に増えているが，特に，2004年以降急激に「調
査不能」が増加していることがわかる。

全体に占める「拒否」の割合の推移をみる
とわかるように，最近の「調査不能」の増加は，

「拒否」の増加によるものである。また，「拒
否」は，配付回収法（「全国個人視聴率調査」）
と個人面接法（「日本人の意識」「日本人とテ
レビ」）の調査方式による違いが無い。

このように「拒否」が増えてきた背景とし
て，情報化されていく社会の中で，知らぬ間
に自分の情報が他人に漏れたり，見知らぬ人
が自分の領域に入ってきたりすることに対し
て，人びとが忌避感を持つようになってきた
ことなどが考えられる。2005年には，個人
情報保護法の施行，振り込め詐欺の問題化，
国勢調査の偽調査員問題などがあったため，
このような傾向が強まってきたのだろう。な
お，NHKの場合は，不祥事の影響と思われ
る2004年秋以降の「拒否」の急増がある。
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NHKでは，調査の約1週間前に協力依頼状
を送付する。その後，調査相手からの問い合
わせなどの電話を受け付けている。2005年に
は，問い合わせや拒否の電話が特に多かった。

2005年にかかってきた電話の内容を列挙
すると次のとおりである。
・本当にNHKの調査か
・どのように調査相手を選んでいるのか
・ 住民基本台帳を見ても良いのか
・ 世論調査の内容は個人情報保護法に抵触

しないのか（生活時間調査などで調査票
を受け取った後の電話）

・ こどもが調査相手になった場合に，親へ 
の承諾なしにこどもに直接協力依頼状が
行ったことに対する抗議

・ とにかく調査員に訪問されたくない
・調査員の訪問日・訪問時間などの確認
・ 調査相手本人や家族が不在や病気などで

調査ができないことの連絡
これらの電話からは，調査への不信感，個

人情報を知られることに対する不安感，自分
の領域に他人が入ってくることに対する拒否
感，などがみてとれる。

NHKでは，2002年に調査実施時に調査不
能となった調査相手に「世論調査に関する意
識」についての調査を郵送法で実施した 4）。

「調査の協力に必要な条件（MA）」につい
ては，次のような結果を得た。
・個人的な情報が外部に漏れないこと …70%
・調査をする団体が信頼できること …68%
・趣旨や目的がくわしく説明されること …66%
・ 自分の生活や社会にとって

     役立つものであること ………………53%
・結果が公表されること ………………47%
・時間があれば協力する ………………40%
・どのような条件でも協力しない …… 2%
・無回答 ………………………………… 4%
この結果をみると，調査や調査主体に対す

る信用や個人情報が守られることを重要視し
ている人がほとんどであるが，社会に役立つ
調査であることや，結果が公表されることな
ども多くあがっており，調査の有用性が理解
できれば，調査に協力するという人も多い。 

調査の協力を得るためには，まず，調査へ
の不信感や個人情報を知られることに対する
不安感を解消し，その上で調査に対する理解

を図ることが重要である。

協力依頼状の改善の内容
本来，事前に調査協力依頼

状を出す理由は，事前に知らせ
ることにより，調査相手が調査
や調査員に対して不信感や不
安感を持たないように，間違い
なくNHKが実施するものであ
ることを知らせるためである。

しかし，調査相手からの問い
合わせ電話を聞くと，協力依頼

図　「調査不能」と「拒否」（1995 年～ 2005 年）

＊1 視聴率調査の調査不能率は，7 曜日すべての調査票が欠けている場合である。
 従って，調査有効率と調査不能率の和は 100% にならない。
＊2 調査対象 ・「6月視聴率」「11月視聴率」は全国 7 歳以上の国民
  ・「日本人とテレビ」「日本人の意識」は全国 16 歳以上の国民
＊3 調査相手数 ・「6月視聴率」，「11月視聴率」（1995 ～ 2003），「日本人とテレビ」（1995，2005）は 3,600人

  ・「11月視聴率調査」（2004 ～ 2006），「日本人とテレビ」（2000），「日本人の意識」は 5,400人
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状そのものが不安感や不信感を生み出している
場合があるようであった。NHKでは，官製はが
きに印刷した協力依頼状を使用していたが，振
り込め詐欺の中にもそのような官製はがきによ
るものがあるなど，その形式が信頼に足るもの
では無くなって来たということも考えられた。協
力依頼状に書かれた連絡先ではなく，NHKの
代表番号に電話をかけてきて，調査の実施につ
いての問い合わせを行う調査相手も多かった。

従って，協力依頼状がNHKからのもので
あることを信用してもらうことが最も重要な
ことであり，その上で調査に対する理解を得
ることが必要と考えた。

新しい協力依頼状は，次のようなことに配慮した。
①見てもらいやすい
② NHKのはがきであることを信用してもらう
③ 調査方法などがひと目でわかるようにし

て， 調査に不安を持たせない
④ 調査相手が疑問に思いそうなことに予め答える
⑤ 個人情報保護法との関連やプライバシー

保護に留意していることを記載する
⑥ こどもに調査する場合には，両親の承諾

を得る一文を入れる
⑦ 調査会社に委託して実施する調査の場合

には，調査会社のホームページのURLやプ 
ライバシーマークなどを入れ，信頼できる 
調査会社に委託していることを保証する

次のページに，NHKの全国視聴率調査の協
力依頼状の見本を掲載した。この調査は，NHK
の全国世論調査組織によって実施している。

協力依頼状は，これまでの官製はがきを止
めて，圧着形式のはがきにした。記載内容を
増やすことができ，官製はがき料金で送るこ
とができるなど，コストや手間がそれほど増

えない。また，開くのが簡単であり調査相手
への負担も少ないと考えた。

また，NHKであるということに対して，疑
いをもたれにくくするために，はがきの紙質，
色，レイアウトなどをデザイン的なものにして，
NHKのロゴやBSキャラクターの「ななみちゃ
ん」を印刷した。

圧着ハガキの各4面の内容については，次
のとおりである。

外面おもて:調査相手が16歳未満の場合には
あて名に「保護者様」と添え書きする。下方に，
調査相手が問い合わせするための情報として，
担当する放送局の情報等を記載する。外部に
調査実施を委託する場合には，NHKと委託先
の調査会社の問い合わせ先，さらに，調査会社
の取得したプライバシーマークを表示する。

外面うら:あいさつ文と世論調査について
の協力を依頼する文面を記載。16歳未満の
調査相手が含まれる調査の場合は，保護者へ
の依頼文を記載。また，「ななみちゃん」の
イラストはこの面に入れる。

中面ひだり:具体的な調査の方法についての
説明を，枠で囲いわかりやすくする。また，「調
査相手本人」への協力のお願いについては，
表面とこの面の2箇所に記載して強調する。

個人情報保護について説明を行い，NHK
の個人情報保護についてのホームページを紹
介する。委託調査の場合は，委託先でも同じ
ように取り扱うことを説明し，委託先のホー
ムページのURLを併記する。

中面みぎ:「世論調査Q&A」ということで，
問い合わせの多い「回答者の選び方」と「公益
性の高い世論調査であれば住民基本台帳が利
用できること」を説明する。また，調査結果
が掲載されているホームページを紹介する。
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 改善の効果
最初に示した図でみるように，協力依頼状

を改善した2006年の全国視聴率調査の調査不
能率は，2005年からほとんど変化していない
が，「拒否」をみると2005年よりは少ない。「拒
否」の減少の理由としては，他に，「個人情報
保護法」に対する理解が進んだことや，NHK
への批判も薄らいだことなどが考えられ，必ず
しも協力依頼状を改善した効果がすべてとは
言い切れない。

しかし，2005年には，協力依頼状が到着す
る頃に，ひっきりなしにかかっていた問い合
わせや拒否の電話は，2006年11月の全国個人
視聴率調査では激減した。かかってきた電話
の内容は，調査期間の不在を知らせるものが
ほとんどであり，「本当にNHKか」「個人情報

保護法に抵触するのではないか」「住民基本台
帳を見ても良いのか」「どのように調査相手を
選んでいるのか」などの問い合わせがほとんど
無くなった。調査に対する不信感や不安感を
減らすという，調査協力依頼状本来の役割は，
ほぼ取り戻せたといえるだろう。　

  （おのでら のりこ）

注：
1） 2006 年 5 月 24 日朝日新聞朝刊，5 月 28 日読売

新聞朝刊など
2）「内閣府名の提示に関する参考調査（平成18 年

5 月）」: 内閣府ホームページ http://www8.cao.
go.jp/survey/sonota/sindex.html

3）NHK の世論調査ホームページ http://www.nhk.
or.jp/bunken/research/yoron/research_yoron.html

4）山内利香 / 米倉律「調査不能の現状と課題～あ
なたから見た世論調査②から～」『放送研究と
調査』（2002 年 8 月号）：2002 年 2 月「日本人
と憲法」の調査不能者 1,264 人に事後郵送法で
調査。有効数は 432 人（有効率 34.2%）。

協力依頼状の例（全国視聴率調査）
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