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  はじめに

NHKでは，2008年６～８月，2010年３～４
月に個人面接法の調査にあわせて，調査方式
の比較実験調査を実施した。2008年調査に
ついては，個人面接法・配付回収法・郵送法
の実施方法と各調査方式の調査結果の比較を
行った。2010年調査では，個人面接法（調査
員が記入する他記式）と郵送法（調査相手が記
入する自記式）の回答分布の差，自記式の調
査用紙における中間的選択肢の有無の調査結
果への影響について分析している1）。
NHKでは，これまで郵送調査をほとんど実
施されてこなかったが，比較的有効率が高く，
コストを抑えられるというメリットがあるため，
今後取り入れられていく可能性が高い。そこで，
郵送調査の実施方法を標準化しておくことにし
た。今回，2008年と2010年に実施した２つの
郵送による実験調査に基づいて標準化に向け
た検討を行い，３回程度に分けて報告する。
Dillman（2009）では，テイラードデザインメ

ソッド（TDM）という，調査実施の決定から設
計・実施までの全プロセスにおいて，その調査
の事情にあわせて，調査における構成要素を事
細かに検討する設計方法が提唱されている。

今回の検討でも，2008年と2010年の郵送法
による実験調査の記入者，記入状況，調査日
程，調査材料，調査用紙など，TDMが提唱し
ているのと同じような調査実施過程の各構成要
素を対象として分析を行う。
今号では，まず，2008年と2010年に実施し
た郵送法による実験調査の概要について説明
する。そして，2010年の調査をもとに，自記式
の郵送調査では，発生しやすい「代理回答」や
「代理記入」「相談」などの分析を行い，「有効」
の定義を確認する。
次回以降では，高有効率を得るためにはどの

ような調査日程にしたらよいか，調査相手が調
査用紙を記入するときに発生する問題にはどのよ
うなものがあるか，また，それを防ぐ対応策はあ
るか，調査相手からの協力を得やすい調査材料
の構成や挨拶の文章はどのようなものか，記入
しやすく確実な回答の得られる調査用紙とはど
のような形式か，などの検討を行う予定である。

 １ 実験調査の概要

まず，2008年と2010年の郵送法による実験
調査計画の策定と調査実施の概要について説
明する。

郵送調査の実施方法の検討（1）
～実験調査の概要と郵送調査における有効の定義～
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（1）調査の概要
郵送法による実験調査の概要は，表1のとお
りである。2008年実験（郵送）は第8回「日本
人の意識･2008」，2010年実験（郵送）は，「日
本人とテレビ2010」と，それぞれ個人面接法に
よる本調査と同時期に，同一の質問で設計し
た。
　

（2）実験（郵送）の実施体制
2008年実験（郵送）は，調査機関（社団法
人中央調査社）に委託した。調査用紙のあて先
はNHKであるが，受け取り後の作業について
は，封筒の開封・調査用紙の受付記録なども
含め，点検・修正・データ入力・集計まで，す
べて調査機関が行った。
2010年実験（郵送）では，別の調査機関（株
式会社日本リサーチセンター）に調査相手の抽
出，調査の実施，データ入力，集計を委託した。
ただし，2010年は，調査相手の記入状況を詳
細に把握するために，調査用紙の受付・点検・
修正については，NHKで行った。
両調査とも，調査相手にはNHK名称のみを知

らせ，委託先名称については知らせていない。電

話などによる調査相手からの問
い合わせにもNHKが対応した。

（3）サンプリング
2008年実験（郵送）では，本

調査の個人面接法の調査ととも
に，NHKの各放送局が，調査
相手の抽出を行った。調査地点
の抽出は18の地域区分を一部
まとめて作成した13層2）ごとに市
区町村をソートし，字町丁目をグ
ループ化した地域範囲を調査地

点として抽出した。調査相手は，住民基本台帳
から各12人を系統抽出した。さらに，300地点
の調査地点を3等分し，100地点ずつ郵送調査
も含めた3方式の実験調査に割り当てた。
2010年調査では，本調査の個人面接法にお

いては，NHKが調査相手の抽出をすべて行っ
たが，実験（郵送）については，NHKが調査
地点の抽出を行い，調査相手の抽出は，NHK
の調査相手抽出指示書を元に調査会社が抽出
仕様を作成して，住民基本台帳から抽出を行っ
た。調査地点の抽出は，通常のグループ化され
た地域を抽出する方法ではなく，林，村山（1966）
などを参考に，日本全国が，約400の大きさの
第１次抽出単位で分かれていると想定し，後か
ら字町丁目の住民リストで地域を定める方法に
よった。上記と同じ18の地域区分，都市規模区
分 3），第３次産業就業人口構成比で市区町村を
ソートし，系統抽出で調査地点を抽出した。調
査相手は，各12人を系統抽出した。通常の個
人面接法の調査では，第１次抽出単位は，調査
相手が散らばらないような調査地点の範囲設定
をするが，調査員の訪問によらない郵送法であ
るため，地域の広さなどの配慮はしていない。

2008 年実験（郵送） 2010 年実験（郵送）

本調査の名称 第 8 回「日本人の意識・2008」 「日本人とテレビ・2010」

調査方法 郵送法 郵送法

調査時期 2008 年 6 月 25 日（水），
8 月 4 日（月）　

2010 年 3 月 3 日（水）～
4 月 15 日（木）　

抽出台帳 住民基本台帳

抽出方法 層化無作為 2 段抽出法

調査対象 全国 16 歳以上の国民

調査相手 1,200 人（12 人 ×100 地点） 1,800 人（12 人 ×150 地点）

調査有効数（率） 822 人（68.5％） 1,215 人 (67.5%）

調査実施

（社）中央調査社 （株）日本リサーチセンター
調査用紙のあて先・問い合わせ対応はＮＨＫ
（調査相手に知らせたのは，ＮＨＫ名のみ）

点検・入力・集計すべて調査機関 点検はNHK 入力・集計は調査機関

表１　実験調査の概要
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（4）調査日程
調査日程は表2のとおりである。2008年，

2010年ともに，事前の協力依頼状，調査用紙
の送付，督促2回，合計4回の郵送物を調査
相手に送付した。

郵送法では，督促，締め切り日などの日程が
返送の早さや回収数に大きく影響する。2010
年は，2008年とは異なるスケジュールを設定
し，その回収状況の違いを比較検討することに
した。大きく変えたのは次の2点である。
① �2008 年では，一次締め切り日の２日後に１回
目の督促状の発送を行ったが，督促の後の
調査用紙の到着数の伸びが少なかった。そ
こで，2010 年は締め切りを督促の後にした。

② �2008 年では，１回目と２回目の督促状の締
め切り日を同じ日に設定したため，締め切り
日前に記入の数が伸びる締め切り効果が弱
かった。2010 年では，締め切り効果を活か
すため，1回目と2 回目の締め切り日を分け
て設定した。
図1に2008年，2010年両方の調査用紙の
到着状況を示した。最終的な有効率はほぼ同
じくらいであるが，2008年のほうが当初の到
着が早い。なお，NHKの放送文化研究所では，
土・日曜日に，郵便物を受け付けていないため，
月曜日の到着数が多い。

（5）調査材料
調査材料とその内訳は，表3のとおりである。
2010年は，いくつかの材料が，2008年と異な
る。謝礼の内容，郵送物に切手を使用しなかっ
たこと，あて名を手書きではなく印刷にしたこ
とである。

謝礼の内容

2008年，2010年ともに個人面接法の本調査
にあわせて謝礼金額等を決めている。2008年
実験（郵送）は，1,000円の図書カードを調査
用紙送付時に同封し，さらにその旨を協力依
頼状で知らせた。2010年実験（郵送）では，

曜日 2008 年実験（郵送） 2010 年実験（郵送）
水 -7
木 -6
金 -5
土 -4 協力依頼状投函 協力依頼状投函
日 -3
月 -2
火 -1
水 0 ●調査用紙投函 ●調査用紙投函
木 1 
金 2 
土 3 
日 4 
月 5 
火 6 
水 7 
木 8 
金 9 
土 10 
日 11 
月 12 ●締め切り
火 13 
水 14 ①督促（はがき） ①督促（はがき）
木 15 
金 16 ●締め切り
土 17 
日 18 
月 19 （振替休日）
火 20 
水 21 ②督促（調査用紙同封） ①締め切り
木 22 　 ②督促（調査用紙同封）
金 23 
土 24 
日 25 
月 26 （海の日）
火 27 ①②締め切り
水 28 
木 29 
金 30 
土 31 
日 32 
月 33 
火 34 
水 35 ②締め切り
木 36 
金 37 
土 38 
日 39 
月 40 受付締め切り

木 43 受付締め切り

表 2　実験調査の日程

＊��「●」は最初の調査用紙，「①」は１回目督促状（はがき），「②」は
２回目督促状と調査用紙。各発送物とその発送物に示されている締
め切りを対応したマークで示した



51AUGUST 2011

500円の図書カードを同封したが，事前には知
らせていない。
郵送調査の謝礼の渡し方には，このような同
封方式と，調査用紙を返送した人に後から送
る方式がある。同封方式では調査に協力しな
い人にも謝礼を渡すことになる。しかし，返送
チェックとあらためて送付するという作業コスト
の省略というメリットがある。さらに，同封方式
は，謝礼の先渡しであるが，有効率への効果も
望める。Dillman（2009）によれば，謝礼の先
渡しは信頼感の構築のための社会的交換 4）の

プロセスのひとつである。小額な謝礼を先渡し
すると，受け取った人にその報酬に応じなくて
はならないという義務感が生じるという。松田
（2010）にも，謝礼の先渡しが効果的とある。

郵便切手の非使用

林（2006）には，送付用封筒や返送用封筒
に郵便切手を貼ったほうが，料金別納や料金
受取人払いにするよりも効果があるとするいく
つかの知見が示されている。2008年実験（郵
送）では，事前の協力依頼状はがきと，最初

図１　実験調査の調査用紙の到着累積率

表３　調査材料とその内容

材料名 2008 年実験（郵送） 2010 年実験（郵送）

事前 協力依頼状はがき
個人面接法と同様の圧着はがき料金別（後）納，あて名とあて名の下に整理番号（4 桁）を印刷

謝礼を事前予告 謝礼を予告せず

初回送付

送付用封筒 角２NHK 封筒（切手貼り付け） 角２NHK 封筒（料金別納）

初回調査用紙 Ａ４判，あさぎ色 Ａ４判，Ａ：あさぎ色，Ｂ：若草色＊

初回同封協力依頼状 協力依頼状と同じ内容をＡ５版の用紙に印刷

謝礼品 図書カード（1,000 円） 図書カード（500 円）

返送用封筒 角 2 封筒あさぎ色（切手貼り付け）
中身が透けて見えない用紙

角２クリーム色（料金受取人払い）
中身が透けて見えない用紙

NHK 世論調査リーフレット NHK の世論調査全般について説明する小冊子。個人面接法・配付回収法などでも使用する。

１回目督促 １回目督促はがき はがき，あじさい色（料金別納） はがき，白色（料金別納）

２回目督促

２回目督促　調査用紙 Ａ４判，さくら色 Ａ４判，Ａ：びわ色，Ｂ：さくら色＊

２回目督促　同封依頼状 A４判，白色 A４判，白色

返送用封筒 角２さくら色（料金受取人払い） 角２クリーム色（料金受取人払い）
＊１回目と同じもの

あて名の入れ方 タックシール 手書きをコピー 印字

＊2010 年は，スプリット・バロットによる選択肢形式の違いによる結果の比較も行ったため，調査用紙はＡとＢの 2 種類ある。
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の調査用紙の送付用封筒，そのとき同封する
返送用封筒に，郵便切手を貼った。
郵便切手を貼らなければ，作業の効率化や

明らかに返送されない封筒に貼った切手代が無
駄にならない効果がある。一方で，郵便切手が
貼ってある場合に比べて，送付用封筒では開
封されないで廃棄される可能性や，返送用封筒
では，調査相手の返送義務感が弱くなる可能
性が高くなることなどが考えられる。2010年は，
すべての郵送物の切手貼り付けを止め，その影
響をみることにした。発送物は「料金別納」と
し，返送用封筒は「料金受取人払い」とした。
　

あて名印刷

NHKでは，これまで，個人面接法・配付回
収法などの協力依頼状のあて名を手書きしてい
た。また，複数の郵送物のある調査の場合は，
手書きのあて名をタックシールにコピーして貼
り付けるという方法で作業を省力化している。
2008年の実験調査でも手書きのあて名をタック
シールにコピーしたものを利用した。このような
方式を使用していたのは，手書きのほうが丁寧
であること（調査相手に対する礼）や，個人情
報がデータ化されていないことを示し（セキュリ
ティ上の安全），調査への信頼を高めるためで
あったと考えられる。
しかし，手書きは記入者による質の違いが大
きく，さらにコピーしたタックシールは粗雑な感
じがあり，かえって信頼感が低くなる可能性が
あるように思われた。また，あて名書きの後，
間違いが無いか１枚ずつ点検を行う作業負担
が大きい。
一方で，印刷文字によるあて名の郵送物は，
最近では，一般的によくみられるものとなってお
り，抵抗感はほとんど無いように思われる。また，

データ入力では，ベリファイ（２つの入力データ
の突き合わせ）により，機械的にエラーを発見で
きるメリットも大きい。2010年では，調査相手の
データ入力を行い，タックシールに印刷したあて
名を貼って，すべての郵便物を送ることにした。

（6）調査用紙
調査用紙設計の詳細は以下のとおりである。

全体の構成

2008年，2010年ともに，１ページに表題，
挨拶文，記入のお願い，投函の締め切り日，
問い合わせ先，整理番号を配置した。2～13
ページに個人面接法による本調査と同じ質問を
配した。2008年は14ページ目に性別，生年，
記入終了日時，記入にかかった時間，2010年
は13ページ目に性別，生年，14ページ目に記
入終了日時，記入にかかった時間，また，調
査時の記入状況について尋ねる質問を４問追
加した。2008年，2010年とも，15ページ目を
意見欄，16ページ目を白紙とした合計16ペー
ジで実施した。

調査用紙の色

2008年，2010年とも，調査用紙は，初回
と２回目督促用を区別するために，異なる色に
した。

調査用紙の形式

2008年郵送（実験）では，自記式の調査には，
マンジョーニ（1999）や松田（2008）などを参考
に，１ページあたり縦２段の形式を試みた（図

2）。この実験調査に用いた「日本人の意識」の
質問は，１問１問を個別に尋ねるものが多く，縦
２段形式にすることにより，ページ数の節約がで
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きるメリットがあった。縦２段形式の問題点は，
特にみられなかった。　
2010年の場合，個人面接法の「日本人とテレ
ビ・2010」には，第8回「日本人の意識・2008」
とは異なり，通常は，表形式（図3）で表わさ
れることの多い質問が相当数ある。このような
質問の場合には，表形式ではA～Dの質問は
各1行であるが縦２段形式では，１問ずつ尋ね
る形式になるため，ページ数の節約にならない。
また，図3のような表形式では，Ａ～Ｄまでひ
とつの表になっているが，縦２段形式にすると，
このＡ～Ｄが異なるページにまたがるような場
合も発生し，そのことによる回答への影響も心
配される。

事前に，インタビューに
よる調査用紙の縦２段
形式と表形式を比較検
討したが，決定的な結
果は得られなかった5）。
縦2段形式は，朝日新
聞では使われているが，
NHKでは，同じ自記式
の配付回収法でも，縦2
段形式は採用されたこと
はない。2010年実験（郵
送）は，縦２段形式を採
用し，さらに実績を重ね，
検討することにした。
なお，縦２段形式の
ほうが，比較対象の個
人面接法による本調査
で実際に使われている
回答項目リストに視覚
的に近い。

選択肢の提示方法

2008年も2010年も原則として，選択肢は個
人面接法の本調査において，調査相手に回答
項目リストで提示したものを表示した。
本調査で選択肢を回答項目リストで提示しな
い質問については，本調査の調査用紙に記載
されている表現のまま選択肢として表示した。
この場合，「わからない，無回答」は，選択肢
として表示しない。
なお，2010年実験（郵送）では，郵送調査
における「どちらともいえない」などの中間的選
択肢の有無の影響を検討するために，それら
の選択肢を入れた質問と入れない質問の2種
類の調査用紙を作成した。�

図２　郵送調査　縦２段形式

図３　郵送調査　表形式
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単一回答，複数回答の提示方法

個々の質問は，図２，図３の第６問のように，
質問番号（第6問）とアルファベット記号（Ａ～
Ｄ）が付けられている。この質問番号の単位で，
単一回答・複数回答の説明を「（○は１つ）」「（○
はいくつでも）」と示した（図２の例では，「Ａか
らＤまで，それぞれ○は1つ」）。
なお，この表示方法と2段形式の表示形式
との組み合わせが原因と思われる
問題が第19問Ａ～Ｇに生じ，点検
時に発見された。Ａ～Ｇとアルファ
ベット記号が多く，さらにＡとＢ～Ｇ
が異なるページに分かれた。そのた
め，単一回答の質問にもかかわらず
複数の選択肢が選ばれた。このケー
スは，全有効調査相手の13.5％（164
人）にも上った。

（7）追加質問による
　　　 記入状況の把握
2008年実験（郵送）では，調査実
施後，有効調査相手にはがきの調
査相手アンケートを送付して，調査
状況の確認を行ったが，2010年の調
査では，本質問の後に，表4のような
記入状況を尋ねる質問を追加した。
また，2008年，2010年ともに，調
査相手に，調査の開始時に記入開始
日時，本質問の記入を終了した時点
に記入終了日時を記入してもらった。
また，2010年は，2008年実験（郵送）
で記入ミスが多かったため，吹き出し
をつけて説明を加えた（図4）。さら
に，調査用紙の到着時の受付日を記
録した。

（8）受付・点検
調査相手から返送された調査用紙は，NHK
で到着を記録し，次のように受付点検を行っ
た。
①�受付点検用一覧を作成し，調査用紙の整理
番号で照合を行い，到着日を記録した。また，
調査相手から病気などの理由により，調査
に協力ができない場合に電話などで連絡が

―記入にかかった時間―
Ｑ１．  調査用紙への記入にかかった時間を，記入開始日時と記入終了日

時を参考にして，次の中からあてはまるものを選んでください。何
回かに分けて書いた場合には，実際にかかった時間を合計してお
答えください。（○は１つ）
１．15 分以内 14.7％ 
２．16 ～ 30 分 44.9 
３．31 ～ 45 分 17.2 
４．46 ～ 60 分 12.8 
５．61 ～ 75 分 3.6 
６．76 ～ 90 分 1.8 
７．91 分以上 2.0 
８．わからない，無回答 3.0 
＊ 2008 年実験（郵送）でも実施

―調査用紙の記入者―
Ｑ２．今回の調査用紙への記入はどなたがされましたか。（○は１つ）

１．私（封筒のあて名の方）の意見を私が記入した 92.3％ 
２．私の意見を，他の人に記入してもらった 4.4

　 　　⇒お差し支えなければ，その理由をご記入ください（省略）
３．その他（具体的に） 0.4 
４．わからない，無回答 2.9 

―家族などへの相談，相談した質問番号―
Ｑ３．記入の際，家族など周囲の人と相談しましたか。（○は１つ）

１．相談した 8.1％ 
　⇒相談した質問番号をご記入ください（省略）
２．相談しなかった 89.5 
３．わからない，無回答 2.3 

―調査用紙への記入（集中かながらか）―
Ｑ４．調査用紙には，どのように記入しましたか。（○はいくつでも）

１．テレビを見たり家族と話したりなど，他のことはせず
　   に記入した

63.5％ 

２．テレビを見たり家族と話したりなど，他のことをしなが
      ら記入した

24.1 

３．何回かに分けて記入した 12.3 
４．わからない，無回答 3.0 

表４　2010 実験（郵送）の記入状況を把握するための
追加質問・選択肢（単純集計）

（全体 =1,215人）



55AUGUST 2011

 ２  郵送調査における「有効」の検討

一般的に，調査では，回収したすべての調査
用紙の回答が，調査結果に反映できるわけでは
ない。選ばれた本人が正しい方式で回答したも
のを「有効」としてデータ化し，調査結果とする。
郵送調査で返送されてくる調査用紙の中には，
調査員が介在しないため，調査相手本人以外が
自分の意見を記入してしまったものや，調査相手
の意見を家族が記入するなど，正しいとはいえな
い方式で記入されたものが紛れこんでいる。
このような郵送調査では，「有効」をどのよう
に定義し，「有効」であることをどのようにして
確認すればよいのだろうか。2008年調査では，
本人が記入したかどうかを確認するために，調
査実施後に調査相手アンケートを送った。こ
のときの方法では，家族記入は把握できたが，
その回答が本人の意見か家族の意見かの区別
を明らかにできなかった 6）。
そこで，2010年では，さらに詳細に把握す
るために，本質問の後の追加質問の中に，本
人記入か本人意見かを見分けるための質問を
入れた（2－（7）参照）。
本項では，主に，2010年の実験（郵送）を
もとに，このような本人以外が関わるケースが
どのくらい発生するのかを把握し，郵送調査に
おける「有効」の定義の確認を行う。

（1）「有効」の定義と郵送調査
自記式の郵送調査において，調査相手として
選ばれた本人が自分で記入したものを「有効」と
いう考え方を厳密に適用すると，次の①～④す
べてを調査の「有効」から除外することになる。
①�記入された調査用紙が回収されない
回答そのものが無いので，「有効」になるこ

あった場合には，連絡内容，不能理由番号
なども記録した。

②�到着した調査用紙については督促状を送付
しないように，整理番号を記録した。

③�点検をはじめた段階で，第 19 問は単一回答
の質問にもかかわらず，複数回答が多数ある
ことに気が付いた。そのため，単一回答に修
正せずに，複数回答と同じ入力を行うことに
した。
④�不能理由は，NHKで点検などにより判断
した。
不能のほとんどが，調査用紙の戻ってこない

「未返送」であるが，そのほか，調査用紙等が
郵便局から戻ってきたなどによる「転居」「あて
先不明」，本人や家族などからの連絡などによ
る「拒否」「病気」，調査用紙の点検による「代
理回答」「性・年齢不一致」などに分けた。

（9）入力・集計
返送されたものすべてを調査結果に入れた
場合の影響を調べるために，「代理回答」「性・
年齢不一致」などによる不能で，質問に対する
回答があるものは，そのまますべて入力して集
計が可能なようにした。
また，調査用紙の性・生年の誤りや無記入は，
修正せず，そのまま入力した（無記入は空白の
まま）。「性」「年層」は，抽出時の調査相手一
覧表の性・生年の記載内容も入力したため，不
一致の状況がわかる。

図４　記入開始 ･ 終了時間の記入形式
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とは無い。
②�回答内容が調査相手本人のものでない（「代
理回答」）
「代理回答」についても，調査相手本人の回
答ではないため，「有効」ではなく「調査不
能」とすべきである。しかし，調査相手本
人の回答であるかどうかを判別するのが困
難だという問題がある。同じ自記式の配付
回収法でも「代理回答」は調査不能である。
配付回収法では，次のような判別方法によ
ることが多い。
・�代理回答であることを調査相手が表明（自
由記述欄など）した場合。
・�抽出時に閲覧台帳から転記された性・年齢
と調査相手が調査用紙に記入した性・年齢
の付き合せによる。なお，この場合，完全
一致を条件とするのではなく，５歳以上離
れているもの，年代の異なるものなどの基準
を設け，調査企画者が代理回答かどうか判
断する。NHKでは，各調査の事情によっ
て基準を決めており，統一した基準は無い。

③ 調査相手本人の回答を他の人が記入
（「代理記入」）
「代理記入」は，回答の内容は本人のもの
である。しかし，自分で記入する自記式では
なく他記式になってしまうことや，家族など
の他者が介在することによる回答のバイアス
が考えられる。
そもそも自記式という調査方式が，視力など
の理由で記入が不可能な人に合わないので
ある。そのような人の回答を「調査不能」に
することは，特定の人たちを調査から除外す
ることになる。すなわち，「代理記入」につ
いては，自記式調査の場合に必然的に起こ
るものと考えるしかなく，「有効」とすべきだ

と思われる。ただし，同様の状況で，家族
など記入を手伝ってくれる人のいない調査相
手が除かれる可能性からは逃れられない。
なお，「代理記入」を有効とした場合には，「代
理回答」との違いの判別が難しいという問題
もある。

④�記入の際に調べたり，人の意見を参考にして
いる（「相談」など）
「相談」は，質問単位であることが多い。「調
査不能」とするほどのことはない。ただし，
調査材料や調査用紙で防止策をとることは
必要であると思われる。なお，実態調査な
どで，本人の理解が中途半端なことを正確
に調べたい場合は，「相談」がむしろ有効に
働く場合もあると思われる。ただし，調査相
手によって相談者がいるかどうかの違いがあ
るため，そのバイアスがかかる。

（2）不能理由の内訳
実験（郵送）の不能理由の内訳は，表5のと
おりである。ここでは，「代理記入」と「相談」
は「有効」としている。
分類は次のように行った。
①�「転居」「あて先不明」は，送付した協力依
頼状や調査用紙が「あて所に尋ねあたりませ
ん」等で郵便局から戻ってきたものをその内
容によって分類した。なお，協力依頼状や最
初の調査用紙が戻ってきても，その後の郵便
物が届いて有効が得られるケースがあった。
協力依頼状などが戻ってきた場合でも，その
後の督促などは送り続けたほうがよいと思わ
れる。
②�「拒否」「病気」は，電話などによって家族
や本人から連絡があったものを分類した。
③�今回の実験（郵送）では，ふつうは，どち
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らも「代理回答」とするところ，次のように「代
理回答」と「性・年齢不一致」に分けて分
析した。まず，「代理回答」は，追加質問
のＱ２「調査用紙の記入者」で，「私（封筒
のあて名の方）の意見を私が記入した」，「私
の意見を，他の人に記入してもらった」（と
その理由），「その他（具体的に）」を選択
肢として用意し，「その他」の具体的な記述
から「代理回答」であることが判明した調
査相手を「代理回答」とした。なお，調査
用紙のご意見欄や欄外に同様の記述がある
場合も「代理回答」とした。

④�「性・年齢不一致」は，Ｑ２の自由記述で「代
理回答」を分けた後，閲覧台帳から調査相
手一覧表に転記した性・生年と，調査用紙に
記入されている性・生年との突き合わせによっ
て行った。性が異なっている調査用紙や原則
として生年 5 年以上異なっているものを「性・
年齢不一致」による不能とした。無記入の場
合については，有効とした。なお，③の「代
理回答」としたものの性・生年では，26人中
21人は性・生年が不一致であった。ほとんど
の場合について，性・生年の照合で「代理回答」
は判別できると考えられる。
2008年実験調査では，調査用紙の点検を委
託先の調査機関が行い，不能理由の振り分け

も委託している。有効率は68.5％，「代理回答」
不能は4.3％であった。「代理回答」は主に，調
査相手一覧表と調査用紙の性・生年の違いを
参考に判別している。

（3）「代理回答」「代理記入」「相談」の状況
次に，「代理回答」「代理記入」「相談」が追
加質問の自由記入欄の記述などから，どのよう
な状況で発生したのかをみていく。

代理回答

本質問の後の記入者の確認を行う質問で「代
理回答」と判明した人のほとんどで，性・生年
が不一致であった。
性・生年による調査相手確認は，勘違いや
意図的に異なる生年を記入する人がいるため，
判断が難しいときがある。今回の調査で，性・
生年が不一致であったものは76人だったが，
不能にしたのは50人（その内「代理回答」であ
ることを確認できたのが21人），有効にしたの
は26人である。そのほかに性・生年の無記入
が12人あり有効とした。
抽出時に調査相手一覧表に性・生年などを
間違って記入する場合もあるため，本人である
のに不能，本人でないのに有効としたものもあ
ると考えられる。また，この調べ方では，他

表５　2010 年実験（郵送）の不能理由内訳

＜参考＞ 2008 年実験（郵送）の不能理由内訳

不能理由 全体 未返送 転居・
あて先不明 拒否 病気 白紙 回答不備 性・年齢不

一致 代理回答 その他 有効

実数 1,800 500 10 3 11 3 0 29 26 3 1,215
％ 100.0 27.8 0.6 0.2 0.6 0.2 0.0 1.6 1.4 0.2 67.5

不能理由 全体 未返送 転居・
あて先不明 拒否 回答不備 代理回答 その他 有効

実数 1,200 303 12 3 6 51 3 822
％ 100.0 25.3 1.0 0.3 0.5 4.3 0.3 68.5

※ 2008 実験（郵送）の点検，調査不能理由の振り分けは委託先の調査会社が実施した。
　そのため，不能理由の項目も異なるが，代理回答などについての振り分け基準が異なっている可能性がある。�
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者による成りすましの記入は排除できない。
「代理回答」の自由記入欄への記入をみると，

表6のとおりで，男性が多く，妻をはじめとし
た家族が記入を行っている例が多い。
なお，2010年の調査では，「代理回答」の判
断は，調査相手の質問に対する回答と自由記
入欄への記述に基づいて行ったが，調査相手
のこの質問に対する理解や点検者の判断などに
よって，「代理記入」などになる可能性がある。

代理記入

2010年の調査では，「代理記入」（意見は本
人だが記入者が家族などの他者）は有効とした
（48人）。
「代理記入」の自由記入欄への記入をみると，

表7のとおりである。「代理記入」では高齢者が
多く，高齢者以外でも視力や体調を理由とした
ものが多い。視力を理由とする場合には，レイ
アウトや文字の大きさの工夫で解消できるケース
もあるかもしれない。今後検討する必要がある。

相談

表8のように，「相談」をするの
は女性のほうが男性よりも多く，
性年層別にみると女性16 ～39歳
と女性60歳以上に多いという特
徴がある。
自由記入欄の「相談」を行った
質問の内訳をみると，「すべて（の
質問を相談）」という記述もあった
が，第30問「民放テレビ局数」や
第31問「所有機器」が多くあがっ
た。意識や態度・認知などの質問
の場合は，家族に相談するべき
ではないが，これらの質問は，世
帯内の実態を聞いており，家族な
どに相談することによって，正確
な回答が得られる可能性が高くな
る。すなわち，属性によるバイア
スが生じやすい質問であるが，家
族などと相談するように指示を入
れることによって，この属性のバ
イアスを減らせる可能性が高くな
る。ただし，家族と同居していな
いなどの場合，バイアスが残る。

NO. 理由 調査相手
の性別

記入者
の性別

調査相手
年齢

記入者
年齢

性・年齢
の一致 Ｑ２の記入

１ 8 男 女 27 31 不一致 夫に届いたが，面どうだからかきたくない
と拒否したので妻が記入

2 8 男 女 31 26 不一致 あて名の妻が記入
3 8 男 女 33 34 不一致 仕事が忙しいので
4 8 男 女 35 37 不一致 妻が代理で
5 8 男 女 35 36 不一致 妻
6 8 男 女 44 不一致 出張で不在の為代筆
7 8 男 女 46 46 不一致 妻が妻の意見を書いた
8 8 男 女 47 44 不一致 妻が記入，妻の意見と主観
9 8 男 女 49 50 不一致 本人でなく妻
10 8 男 女 51 52 不一致 私以外の家族が記入した
11 8 男 女 58 59 不一致 （配偶者）
12 8 男 女 61 56 不一致 妻
13 8 男 女 69 64 不一致 妻

14 8 男 女 71 67 不一致 封筒のあて名の方は体調不良のため
他の人の意見

15 8 男 女 77 42 不一致 あて名の者は入院中なので
16 8 男 女 77 75 不一致 本人はアンケートに興味がない
17 7 男 女 42 40 不一致 世帯主に変わり家族が記入
18 8 男 男 25 25 一致 本人が書けないので別の人が書いた
19 8 男 男 37 37 一致 入院中
20 8 男 男 25 57 不一致 本人多忙の為記入出来ず，親が記入
21 8 男 男 44 72 不一致 本人は無関心なので，了解を得て親が記入
22 7 男 男 79 58 不一致 入院中
23 8 女 女 63 63 一致 家にいつもいないから
24 8 女 女 80 80 一致 母が寝たきりの為

25 8 女 女 96 96 一致 高齢で判断できないので，代書した。
気持ちをおしはかって

26 8 女 女 58 38 不一致 母宛に届きましたが，現在いませんので，
かわりに私が記入いたしました

27 8 女 女 93 61 不一致 あて名は義母で現在 94 才のため，
代理で私が私の考えで記入しました

28 8 女 男 49 54 不一致 本人が記入の意志がないため私が代わっ
て記入

※  理由＝ 7 の NO.17と NO.22 は「性・生年不一致」（不能コード =7）にまちがって分類されて
いたもの

表６　代理回答の自由記入欄（Ｑ２の記入結果）
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（4）「有効」の定義と有効率
郵送調査の場合，「有効」の定義や，調査用
紙の点検や管理で記入状況の把握をどのくら
い行うかで，有効率が異なってくる。
最も有効率が高くなるのは「返送されたもの
をすべて有効」とした場合であり，最も有効率
が低くなるのは，「指定された調査相手本人が
正しい方式で自分の回答だけを記入したもの」
とした場合である。
そこで，本人回答であるかどうか，正しい方
式かどうか，相談をしたかどうか，などの違い
から，次のようにＡ～Ｅの段階別に分け，「有効
率」を検討した。
Ａ：返送あり
白紙で返送されてきたものを除いた調査用
紙を返送した人の数。

Ｂ：有効と判断（今回，有効と判断したもの）
「代理回答」と「性・年齢不一致」不能を除く。
今回は，Ｑ２の自由回答欄，または，最終
ページのご意見記入欄の記述により，代理
回答が判断されたものをまず「代理回答」
とし，その後，調査相手一覧表と調査用
紙記入の性・生年が不一致なものを判断に
より「性・年齢不一致」として不能とした。
調査用紙の性・生年欄が無記入のものにつ
いては有効とした。
通常の調査では，「性・年齢不一致」なもの
から「代理回答」かどうかを判断する。その
場合，今回の調査では，「代理回答」は 50
人（2.8%）。

Ｃ：�確実に本人の意見（性・年齢不一致・無記
入を除外）
調査相手一覧表と調査用紙記入の性・生年
をチェックした際，不一致・無記入である
が有効としたものを除外。

NO. 調査
相手性

調査
相手年齢 代理記入

１ 男 28 仕事の為遠方にいたから
2 男 34 目が悪いので
3 男 35 めんどうそうで，妻が記入
4 男 36 夫婦の共同作業
5 男 51 私が視覚障害者の為，母が記入した
6 男 51 仕事が忙しく記入する時間がない
7 男 56 本人 ※１
8 男 59 父の代行
9 男 60 目が不自由になった為
10 男 61 少し手が不自由な為
11 男 61 めんどうだから
12 男 63 字が書きにくいため
13 男 64 視力が少し弱いため
14 男 65 めんどうだから
15 男 70 妻に
16 男 77 読み書きが大変な為
17 男 79 小さい文字がみにくいので

18 男 84
私が体調が悪いので妻と相談して書
きました。今後のアンケートはむりで
す。お許し下さい

19 男 87 高齢の為
20 女 29 途中で子供がぐずったため
21 女 30 いそがしいため，時間がない
22 女 32 目の調子が悪いので
23 女 61 字が見えずらい為
24 女 74 目がみえにくいから

25 女 75 文字の判読が煩わしく感じられたか
ら

26 女 77 文章的にむずかしいから
27 女 77 年をとっているので ※２

28 女 78 読んで説明してもらった方が早くすむ
ので

29 女 80 高齢のため→娘が記入

30 女 80 高齢者で片目が不自由な為，長女が
代筆しました

31 女 81 目が悪いから
32 女 84 病弱でほとんどベッド生活中

33 女 84 目が不自由で，字が見えにくい為，
子供に協力してもらった

34 女 86 手が不自由

35 女 88 認知症。字を見るのがおっくうになっ
て家族の者に記入してもらった

36 女 89 視力が衰え，手が震える為字が書けな
くなって来たので

37 女 89 障害がある　ボケてきている
38 女 92 高齢の為
39 女 95 文章に理解できないことが多いから
40 女 97 高齢の為（記入年齢は 86 歳）

※１  № 7：Ｑ２は「無回答」だが，入力は「２」（この自由記入欄に「本
人」記入があったため代理記入とされたと思われる）

※２ № 27：Ｑ２の回答は「２」「３」の複数回答，入力は「３」

表７　代理記入の自由記入欄（Ｑ２の記入結果） 
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Ｄ：�確実に本人記入（別方式で調査されたもの
を除外）
Ｑ２で「本人の意見を家族が記入した」と
「その他」「無回答」を除外。

Ｅ：相談なし
Ｑ３で「相談した」を除外。

このＡ～Ｅを図示すると，図5のようになる。
「有効」の定義の違いによって，56.3％から
70.6％の間になる。

表 8　第三者への相談の有無

図 5　「有効」の定義とその人数（率） 

全体
性別 性年層 6 区分

男 女 男 16 ～ 39 男 40 ～ 59 男 60 以上 女 16 ～ 39 女 40 ～ 59 女 60 以上
相談した 8.1 5.8 9.9 5.9 5.5 6.1 11.9 6.0 11.7
相談しなかった 89.5 91.3 88.2 92.9 92.1 89.4 87.2 93.6 84.2
無回答 2.3 2.8 1.9 1.2 2.4 4.5 0.9 0.5 4.0
全（人数） 1,215 531 684 169 164 198 219 218 247

（5）郵送調査の「有効」の定義についてのまとめ
郵送調査の「有効」の定義は，調査相手本
人の回答が本人自身によって記入されているこ
とが原則である。ただし，本人の記入を求めす
ぎると，視力などの理由で記入のできない特定
の人たちを母集団から除くこと同然となり，カ
バレッジ誤差につながる。本人の回答を他者
が記入する「代理記入」は，「有効」と認めるべ
きであろう。
したがって，基本的には，本人の意見であ

ることを確認する考え方や方法
が，「有効」の範囲を決めること
になる。すなわち，「代理回答」
であるかどうかを何で判断する
か，グレーゾーンにあるものをど
う処理するかで「有効」の定義
が決まる。よく行われる方法は，
調査相手一覧表と調査用紙の
性・生年の回答が一致しなかっ
たものを，調査の担当者が「本
人が正しい性・年齢を答えたか」
どうか，回答誤差を考慮して判
断する方法である。したがって，
この判断基準を決めることが必
要である。
さらに，本人以外が回答しな
いようにする（調査相手への挨
拶状の検討など），本人の回答
であることの確認の精度を高め
る（確認質問の検討など）など

発送：全調査相手
1,800 人（100.0%）

�C：確実に本人の意見
1,177 人（65.4%）

A: 返送あり
1,270 人（70.6%）

�D：確実に本人の意見
1,092 人（60.6%）

B: 有効と判断
1,215 人（67.5%）

�E：相談なし
1,013 人（56.3%）

性・年齢不一致
（有効と判断）
26 人（1.4%）

返送なし不能
（未返送，拒否，白紙）
530 人（29.4%）

代理記入
（本人の意見を他の人が記入）

48 人（2.7%）

代理回答 26 人（1.4%）
内，性・年齢不一致
21 人（1.2%）

相談あり（78 人）
無回答（1人）
79 人（4.4%）

�性・年齢無記入
12 人（0.7%）

�調査用紙の記入者不明
（その他，無回答）
37 人（2.1%）

性・年齢不一致
（不能と判断）
29 人（1.6%）

不能
有効

※ このＡ～Ｅの件数は，「性・年齢の記入・一致状況」「Ｑ２調査用紙の記入者」「Ｑ３相談の有無」
の３変数から算出している。

※
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の調査設計による工夫も重要である。
「代理記入」や「相談」では，測定誤差のバ
イアスが心配される。個人面接法では，調査
員の介在による回答への影響がみられるが，郵
送法でも第三者が記入の手伝いや相談などで
関わると，似たような回答への影響があるかも
しれない。通常は，他の人に相談しないことや
自分自身で考えて自分の意見を回答するように，
調査用紙上の記入説明などで強調すべきだろ
う。また，調査用紙のレイアウトや文字の大き
さなどによって，多くの人が記入に困難を感じ
ないような調査用紙を作る工夫も必要である。
なお，実態を調べる場合など，相談したほう
が正確な回答を得られる場合がある。そのよう
な場合には「この質問では身近にいらっしゃる
方に相談されても構いません」など質問に説明
を付けてもいいのかもしれない。ただし，その
場合も，相談できる人がいるかどうかで回答に
異なるバイアスが生じる可能性がある。

（ おのでら のりこ）
　

注：
1）調査の結果については，2008 年は調査方式比
較プロジェクト（2010），2010 年は，村田，小
野寺（2010）を参照。2010 年実験（郵送）の
計画・実施・分析には，世論調査部の次のメン
バーが関わった。荒牧央，小野寺典子，河野啓，
小島博，仲秋洋，西久美子，原美和子，村田ひ
ろ子

2）18 の地域区分と 13 の層 18 の地域区分を（��）
で括った 13の層にまとめた。
（01. 道南 02. 道北）
（03. 東北の太平洋側�04. 東北の日本海側）
（05. 東京）（06. 南関東）（07. 北関東）（08. 甲信越）
（09. 東海 10. 北陸）（11. 近畿）（12. 山陽 13. 山陰）
（14. 四国）（15. 北九州）（16. 中九州 17. 南九州）
（18. 沖縄）

3）都市規模区分
1. 人口 100 万以上の市　2. 人口 30 万以上の市
3.�10 万人以上の市　4.�10 万未満の市　5. 町村

4）『社会心理学事典』（丸善，2009）によれば，社
会的交換とは，個人や集団の間で行われるさま

ざまな種類の資源のやりとりをさす。基本的に
は人は報酬を高く，コストを低くする関係を求
めると考えられる。Dillman（2009）によれば，
調査の場合，この報酬には小額の謝礼以外にも，
調査の情報を知らせることやお礼をいうことな
どさまざまな条件を含み，何が報酬であるかは
人によって異なる。

5）事前の検討は，調査会社のモニターによる両方
式の調査用紙への記入と記入後のインタビュー
で行った。このインタビューでは，表形式が理
解できなかったという意見はほとんどなく，レ
イアウトがすっきりしているなど，全体として
表形式のほうの評価が高かった。一方で，縦２
段形式のほうが回答しやすいといった意見も少
数ではあるがみられた。なお，ほとんどの人に
両方の調査用紙に対して，質問量が多いという
感想がみられた。インタビューは，16 ～ 19 歳，
20 代，30 代，40 代，50 代，60 代の男女各 1名に，
NHKの検討メンバーが分担して実施した。

6）調査相手アンケートは，調査用紙を回収した
調査相手全員 859 人（その後有効から除外した
人も含む）に郵送し，有効 562 人（65.4%）を
得ている。このときは，調査用紙の記入者につ
いて尋ね，すべて自分が記入した「代理記入な
し」は 91％，「代わりの人が，一部記入した」
は 4%，「代わりの人が全部記入した」は 5％だっ
た。そのほかに「相談」をしたかどうかについ
ても尋ねている。詳しくは，調査方式比較プロ
ジェクト（2010 年）を参照。
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