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2008年と2010年に実施した郵送法の実験
調査 1）に基づいて，郵送調査の実施方法の検
討を行い，2011年8月号で1.実験調査の概要，
2.郵送調査における「有効」の検討，10月号で
3.郵送調査における記入状況，4.調査日程の
検討を報告してきた。
今号では，調査用紙を含めた調査材料につ
いて検討する。主に2010年に実施した郵送
法の実験調査の調査材料を示しながら，あら
ためて各調査材料の持つ役割を見直し，考察
を行う。

  5　調査材料の検討

（1）郵送調査における調査材料の役割
調査実施の質の高さは，次の3つによると考
えられる。
①�なるべく多くの決められた調査相手に調査用
紙が届けられること
②�調査相手の回答が間違いや抜けのないよう
に調査用紙に記入されること

③�調査機関のもとになるべく多くの調査用紙が
戻ってくること

個人面接法の場合，調査の質の高さは調査
員に負うところが多い。調査員は，調査相手の
住所を見つけ出して接触する。その調査相手に
調査を依頼して協力するように説得する。承諾
の得られた調査相手に調査用紙の質問文を読
み上げ，回答を記入する。そして，その調査用
紙を点検して調査機関に届ける。
この中で，調査相手への接触については，
郵送法は，訪問による接触が困難な，オート
ロックのマンションの人たちなどにも，郵便に
よって調査用紙を届けることが容易である。さ
らに最近では，調査員に会うことを忌避する人
もいることも考慮すると，郵送法のほうが個人
面接法よりも有効な方式である。
それ以外については，調査員が介在しない
ため，調査相手に回答の記入の正確性や回収
率の高さがゆだねられている。
①調査用紙の入った封筒を開く
②調査用紙に正しく最後まで記入する
③�記入した調査用紙を返送用の封筒に入れて
投函する
郵送法でこれらの作業を行ってもらうために
は，まず，最初に封筒を受け取ったときに，ダ
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イレクトメールなどと間違えて捨てられないよう
にしなければならない。また，調査を実施する
調査機関などを信頼し，協力しようという気に
させる必要がある。そして，調査に回答する途
中で，やる気を失うことがないようにしなくては
ならない。その後の封入や投函などの作業も，
手間が掛からずに行えるようにする。
調査に使用する調査材料の作り方次第で，
その気のない調査相手がその気になったり，逆
に，通常であれば協力するような人でも，怪し
い調査ではないかと疑いをもって調査用紙を捨
ててしまったりということが起こりうる。すなわ
ち，郵送調査において，調査材料は，調査の
精度に重要な役割を持っているといえる。調査
相手に対して，調査材料が持つ役割を細かくみ
ると，次のようなものがある。
①�届いた調査用紙やそれを送った調査機関な
どに信頼を持たせる
②�調査に回答したい，または，回答するべきだ
と思わせる

③回答をなるべく早く開始させる
④�調査用紙の記入にできるだけ負担を感じない
ようにする

⑤不正確な記入を防ぐ
⑥最後まで記入を持続させる
⑦�記入した調査用紙の封入や投函に負担を感じ
させない
それでは，どのように調査材料を設計すれ
ば，有効な働きかけができるのであろうか。
Dillman�（2009）は，さまざまな研究や経験を
もとに，郵送調査法についてのガイドラインを
示している。その中で，調査相手に5回の異な
る方法による接触を提唱している。
①�事前の協力依頼状の送付。重要な質問の調
査用紙を数日後に届けることについて説明

し，協力を依頼する
②�調査用紙の送付。依頼状，郵便料金支払
い済みの返送用封筒，謝礼品を一緒に送付
する

③�②から数日～1 週間後，全調査相手への礼
状（Thank�You�Postcard）。回答した人に
対して礼をし，未返送者に対してなるべく早
く返送するよう依頼をする

④�②から2～ 4 週間後，未返送者へ調査用紙
を同封して督促状を送付。記入・返送を早く
するよう依頼する

⑤�①～④とは異なるタイプの接触。例えば，電
話，宅配便，速達などの，よりコストや手間
をかけた方法。回答率を上げる効果がある
Dillman�（2009）のガイドラインでは，さら
に，各調査材料の内容についても提示してい
る。文化の違いもあり，そのガイドラインが日
本でそのまま適用できるわけではない2）。しか
し，調査相手との信頼感の構築や，各調査相
手に，有用な調査に回答したという満足感など
が多く得られるようにして，逆に回答する際の
負担を少なくするという，社会的交換理論を調
査に援用する考え方などは，日本でも十分郵送
調査の基本的な考え方となりうる。
2008年，2010年の実験調査の調査材料は，
Dil lman（2009）やマンジョーニ（1995），林
（2006）などを参考に作成した。しかし，必ず
しも十分考えつくしたものとはいえないため，今
回，調査材料の役割をあらためて見直すことに
した。2010年の実験調査で使用した調査材料
を基に，文化の違いを考慮しながら，Dillman
（2009）のガイドラインを中心に，マンジョーニ
（1995），林（2006）や松田（2008ほか）などの
知見も参考にして，調査材料の役割について考
察し，必要なものについてはモデルを提案する。



36 　FEBRUARY 2012

（2）実験郵送調査の調査材料
各調査材料の内容については，この報告の1
回目である8月号で詳細に説明した。そのとき
に示した表を再掲する（表1）。
NHKの2回の実験調査では，ともに事前
の協力依頼状，調査用紙，1回目の督促はが
き，2回目の督促（調査用紙同封），というよう
に，郵便物を4回送付することによる接触が行
われた。日本では，他の新聞社などの郵送調
査もほぼ同様の方式をとっている（松田ほか，
2011）。Dillman（2009）のガイドラインでは，
調査相手に5回，接触することを奨励している。
しかし，NHKでは，2008年，2010年の実験
調査において4回で約7割の有効率を得てい
る。5回目の特別な接触は，得られる効果に比
べて困難や労力が掛かり過ぎると思われ，今
のところ，日本の調査では行うメリットが小さい
と考えられる。したがって，今回の検討でも4
回の接触を前提とする。

（3）調査用紙の形式
郵送法など自記式の調査方式では，調査用
紙は，質問文を掲載する最も重要な調査材料
である。調査用紙は，調査相手にとって，取り
かかりやすい体裁で，読みやすく，回答を記入
しやすく，記入抜けや間違った記入の起こりに
くいものにしなくてはならない。
マンジョーニ（1995）は，調査用紙の「見栄
えの問題に頭を絞るのは，応答率（回答率）と
データの質が向上されるからである」という。
基本的には，ページ数が少なく，見た目がすっ
きりしていて，ある程度文字が大きく，読みや
すく，間違えにくい調査用紙が理想である。
同じ質問数の場合には，文字を大きくしたり
ゆったりしたレイアウトにすればページ数が増
え，逆にページ数を少なくするために文字を小
さくしたり，窮屈なレイアウトにすると見栄えが
悪くなる可能性もある。
ここでは，質問文・選択肢の作り方について

　表１　調査材料とその内容（8月号表 3 再掲）

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判の用紙に印刷

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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は言及せずに，主に，ページ数や文字の大き
さ，調査用紙のレイアウトについて考察する。

ページ数

調査用紙のページ数が多いと，それを見ただ
けで，調査相手が大変さを感じ，調査に回答し
ようという意欲を無くしてしまう可能性があるか
もしれない。また，分量が多いと記入している
うちに嫌になってしまうこともあるかもしれない。
マンジョーニ（1995）は，「長さそれ自体が応
答率（回答率）を決める単独の決定要因ではな
い」が，「ある一定の設計の範囲内においては，
短い質問紙のほうが，かなり長い質問紙よりも
平均してうまくいくと思われる」と述べている。
2008年，2010年の実験調査では，ともに調
査用紙は，表紙にあいさつ文と説明文，2～
14ページに質問，15ページに自由記述欄，16
ページが白紙という形式である。有効率は7割
弱，記入漏れもほとんどない。しかし，2010
年の自由記述欄には「質問が多すぎた」「時間
がかかって疲れた」という記述があった。また，
実際に相当時間をかけて記入を行う人も多かっ
た（詳細は10月号）。みかけのページ数という
単純な問題とは限らず，質問文の作り方や質問
数の問題であるのかもしれない。
新聞社の郵送調査は，8ページ以下の調査用
紙で行われているようである。有効率は高いも
ので8割弱，低いものは7割弱でNHKの有効
率より高いか同程度である（松田ほか，2011）。
林（2006）は，両面刷り8ページと片面刷り
16ページの比較実験など，さまざまな比較事例
を示しているが，両面刷りで16ページというも
のはない。
ページ数については，質問量が同じ場合，8
ページ程度に抑えたほうが有効率が高く記入

が確かなのか，それとも16ページになっても
変わらないのか，検討する必要がある。また，
調査相手が負担に感じるほどの量の質問を盛り
込むことは好ましいことではない。どのくらい
の質問量が適当なのかについても，今後検討
すべき課題である。
さらに，ページ数や質問数を少なくするのみ
でいいのか，文字の大きさや質問文のレイアウ
トの改善によって調査相手の負担は減らせるの
か，あわせて考えていく必要があろう。

文字のフォントや大きさ

2010年の実験調査では，質問文の文字は，
明朝体で一般的に書類等に使われることの多
い文字の大きさである10.5ポイントにした。質
問番号や強調の必要な部分についてはゴシック
体，特別な回答方法などの説明を10ポイントと
した。
自由記述欄には，文字の大きさについて記
述したものは無かったが，視力を理由とする拒
否があった。文字の大きさの検討も必要かもし
れない。

縦 2 段形式と表形式のレイアウト

実験調査では，2008年，2010年ともに，質
問を図1のような縦2段形式で表示した。
マンジョーニ（1995）などによると，縦2段形
式は，選択肢の右側の余白を節約できるため，
ページ数を少なくできるメリットがあるといわれ
ている。
2010年の実験調査では，8月号でも述べたよ
うに，実際の調査で採用したことのない方式で
あることから，実績を重ねて検討するために，
2008年実験調査に引き続き，縦2段形式によ
る調査用紙で調査を実施することにした。
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2010年の本調査である個人面接法には図2
のように，郵送法の調査用紙で表形式にレイア
ウトできる質問が多かったが，それを縦2段形
式にレイアウトしたところ，次のような特徴がみ
られた。
①�縦 2 段形式にした場合には，図 2の表形式
のようにひとつの表で表すことのできるもの
を，繰り返し表示することになるため，必ず
しもページ数の節約にならない 3）

②�同じ形式の回答の繰り返しになり，見た目の
すっきり感がない
③�項目や選択肢の多い場合には，1問を同じ
ページにおさめられず，ページをまたいでしま
うことがある

④質問の形式のバリエーションが少ないので基

本的な回答方式は理解
しやすい
⑤�単一回答を複数回答で
回答するなど選択肢の選
び方を間違えやすい

⑥�回答方式がすべて同じ
で，順番に回答していく
ため，枝分かれの質問
以外では，記入漏れが
少ない
　⑤の単一回答を複数回
答と間違えた例は，2010
年の実験調査で実際に発
生したことである。この質
問は，「世の中の出来事を
知るうえで」などのＡ～Ｇの
7つの項目で，「一番役に立
つメディア」を「テレビ」や
「インターネット」「知人の話」
などの11項目の中から答え

るものであった。単純に縦 2 段形式だけが原
因ではないと思われるが，複数回答が，全有効
調査相手の13.5％（164人）にも上った。
なお，実験調査では，表形式を一律に縦2
段形式としたが，各項目を比較しながらの回答
を得るためには，表形式が向いているし，ひと
つひとつ考えながら回答するような質問は，表
形式ではなく，縦2段にするかどうかはともかく，
質問を分けて表示するべきと考えられる。質問
を調査用紙にレイアウトする際，単純に，すべ
ての質問を同じ形式にするのではなく，質問ご
との配慮が必要であろう。

選択肢の配置

NHKでは，配付回収法などの自記式調査に

図１　郵送調査　縦 2 段形式

図 2　郵送調査　表形式
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は，縦2段形式は使用していない。1ページ1
段で，図3，図4のように縦または横に選択肢を
配置し，選択肢が共通なものについては，表
形式でレイアウトすることが多い。
マンジョーニ（1995）によれば，選択肢は縦
1列または，横1行に配置すべきで，2列や2行
に重ねると，選択肢の連続性があいまいになる
ため避けたほうがよいという。Dillman（2009）
は，郵送調査の調査用紙の形式についてのガイ
ドラインにおいて，程度の選択肢について，2
行や2列にすると，位置によって回答が変わる
可能性があると述べている。
図5は，選択肢を2列に並べた複数回答の
質問例であるが，選択肢のおかれた位置による
選ばれやすさや，選ばれる選択肢の数が変わる

可能性があるようにみえる。自記
式調査では，選択肢を1列に並
べると，先頭の選択肢が選ばれ
やすい傾向がある。選択肢を2
列に並べた場合も，選ばれやす
い場所と選ばれにくい場所があ
り，1列の場合よりも複雑な影響
があると考えられないだろうか。
また，今回の実験調査のよう
に，もともと表形式の質問が複
数のページに分かれることは，
あまり好ましいことではないよう
に思われる。自記式調査の回答
は，調査用紙のレイアウトに大き
く左右される可能性が高い。質
問文や選択肢の長さ，選択肢の
数などを考慮して，調査用紙に
レイアウトするべきである。今後
の課題としたい。

（4）調査協力依頼状
調査協力依頼状は，予告状ともいい，調査
用紙が届く数日～1週間前に郵送するもので
ある。
NHKでは，個人面接法や配付回収法など
では，土曜日に調査を開始することが多いが，
その週の月曜日あたりに到着するように，前週
の終りに発送している。郵送実験調査につい
ても，2008年，2010年とも調査用紙発送の前
週の土曜日に投函した。調査用紙発送は水曜
日であるから，4日前にあたる。
郵送調査における協力依頼状の役割は，事
前に知らせておくことによって，突然送られてく
る調査用紙によって，調査相手が混乱したり，
不審な気持ちを持ったりしないように，そして，

図 3　横に選択肢を並べる

図 4　縦に選択肢を並べる

図 5　選択肢を2 列に並べる
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調査に対して心の準備をしてお
けるようにすることである。そ
れによって，調査に期待を持っ
て待つ調査相手もいる。それ
らを考慮して協力依頼状を作
成する。
Dillman（2009）のガイドライ

ンによれば，協力依頼状は回答
率を3～ 6％向上させる効果が
あるということである。協力依
頼状の目的は，調査相手との信
頼感を構築することと，その後，
重要な研究や調査について調
査相手の協力が必要なものが
送られてくるというタイムリーな
予告をすることである。調査の
詳細を説明するのではなく，簡
潔に，個人向けの肯定的な言
い回しで熱意を伝え，期待感を
持ってもらうことが重要とある。
さらに，はがきよりも手紙のほ
うが効果的とある。それは，記
憶を留めておくためには約20秒
間の時間が必要なこと，信頼感
を与える要素（レターヘッド，住
所，青インクでの署名）を組み
込めるなどのメリットがあるため
ということである。
実験調査では，他の調査方式と同じように
図6のような圧着はがきを使用した。圧着は
がきは，他の調査方式での経験から，調査
相手に信頼感を与えられる形式であることが，
わかっている（小野寺，2007）。また，ふつ
うのはがきの2面に対して4面あり，多くの情
報を盛り込める。この圧着はがきには，まず，

調査主体であるNHKの信頼性を高めるため
に，NHKの所在地，問い合わせ先，プライ
バシーポリシーを掲載している。また，調査
相手が一般的に持ちがちな疑問である，調査
相手の決め方や調査結果の取り扱いについて
の情報を掲載し，調査に対する信頼感を持て
るようにしている。デザインについても，NHK
のキャラクターを入れるなど，印象的なデザイ

図 6　2010 年実験調査で用いた協力依頼状
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目的，それによって何に役立つのかなどを調
査相手に伝え，信頼を得て，害のあるもので
はないことを納得してもらうものであるという。
2010年の実験調査のあいさつ文は，図7の
ように，調査用紙に回答方法の説明の上に並
べてレイアウトした。調査の簡単な説明ととも
に，調査が安全なものであることを述べ，最
後まで回答するようにお願いするという内容で
ある。なお，NHKの郵送調査では，事前に
送った協力依頼状を必ず同封しているため，

ンを用いている。ふつうのはがきよりも開くの
に手間がかかることが問題ではないかと考え
ていたが，Dillmanが述べるように記憶に留
めるために時間が必要であれば，むしろ効果
的と考えられる。謝礼品については，2008年
の実験調査では本調査で説明したため，郵
送調査でもそれにあわせたが，2010年の実
験調査では触れなかった。調査の内容につい
ては詳しく触れていない。
このように，手紙の代わりに圧着はがきを使
うことや，謝礼に触れていないこ
とを除けば，NHKで使用した調
査協力依頼状は，Dillmanのガイ
ドラインにも沿っている部分が多
く，他の調査方式の経験からみ
ても，大きく改良する余地はない
と思われる。

（5）調査用紙送付時の
　　あいさつ文

2008年，2010年の実験調査
では，朝日新聞などにならってあ
いさつ文を調査用紙の表紙に掲
載した。
松田（2008）によれば，あいさ

つ文は，「読むための時間」「理解
してもらうための思考」を強要し，
「負担」の要因になるために，調
査用紙の表紙上段に必要最低限
の説明をするに留めるべきとある。
Dillmanのガイドラインでは，
調査用紙の添え状（あいさつ状）
は，できれば1ページ以内の短い
文章にすべきとしている。また，
その内容は，調査の内容やその

図 7　2010 年実験調査の調査用紙の表紙（あいさつ文）
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それと同じ内容は記載していない。協力依頼
状を同封するのは，以前に知らせた調査であ
ることを強調するためである。それを見て安心
して調査を受けることができ，協力依頼状を
受け取った覚えのない人も，どのようなものか
を確認できる。
2010年の実験調査の自由記述欄には，調
査の目的を知りたいというものや，調査の意図
がよくわからないという疑問，公表について尋
ねる記述がいくつかみられた。あらためてあい
さつ文を見直してみると，調査の目的について
の説明があいまいである。調査の意義や目的
をわかりやすく示して，調査の有用性を強調し
た記載内容にするべきと考えられる。投函日や
謝礼の同封を知らせることも重要である。この
考え方を元に作成したのが，図8のモデル文で
ある 4）。
形式としては，調査用紙とは分けてあいさ
つ状を作成し，協力依頼状と同じものを裏面
などに刷れば，協力依頼状との連携が強くな

り，調査材料の数も増えない。あいさつ
文は，丹念に読む人もいれば，流し読み
する人も，読まない人もいる。調査用紙に
も，投函締め切り日や問い合わせ先など
の重要な内容を入れておけば，あいさつ
文を読まなくても記入でき，投函できる。
丹念に読む人には，調査用紙上の簡単な
説明よりも詳しい情報を読めるようにした
ほうが，満足してもらえる可能性が高い。

（6）1 回目の督促状
Dillmanのガイドラインでは，調査1週
間後に，調査相手全員に礼状（Thank�
You�Postcard）を送付するとある。協力
依頼状は手紙で送っているので，異なる

方法であるはがき形式にするという。目的は調
査のことを思い出してもらうことであり，はが
きはすぐに裏返して読めるため都合がよいとあ
る。NHKの実験調査の結果（10月号）とも重
なるが，調査相手は，調査用紙を受け取って
2，3日以内に記入する人が多い。Dillmanによ
ると，すぐに返送を行わない調査相手は，拒
否とは限らず，無関心で無反応な場合が多く，
忘れてしまったり，無くしたり，捨ててしまった
りしている。したがって，拒否者の態度を変え
させるのではなく，調査についての記憶の掘り
起こしや，他のことよりも調査の優先度をあげ
ることが主目的とある。そして，文面には，前
に送付した調査用紙受け取りの確認，すでに
返送した調査相手に対する感謝の意と未返送
の調査相手に対する返送依頼，調査相手を誰
にするかの確認（Dillmanの事例では世帯の中
で最も最近誕生日が来た人，日本の調査の場
合は，通常あて名の本人），調査相手の協力
がいかに調査主体にとって役立つかを伝える，

図 8　調査用紙に同封するあいさつ状のモデル文
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問い合わせ先（調査担当者の氏名，署名，調
査名）を入れるとある。
2010年の実験調査の1回目の督促状の内容
は，図9のとおりである。届いたかどうかを確
認し，調査の説明，督促，行き違いのお詫び
などが掲載されている。10月号で検討した督
促状発送のタイミングは，調査用紙送付時の

投函締め切り日である。Dillmanのガイドライ
ンのように，締め切りどおりに送った人に届くこ
とも考えて，行き違いを詫びるよりも，感謝の
意を伝えたほうが，調査相手に対して不快感
を与えないように思われる。また，調査の説明
はすでに調査用紙送付時のあいさつ状にある
ため，同じ説明をもう1回するよりも，受け取っ
た後の使い道などについて説明したほうが，ア
ピールできるように思われる。この考え方に基
づいて作成したのが，図10のモデル文である。
なお，ガイドラインには，全員に送る大きな
利点は，事前に印刷をしたはがきに宛名を記
載しておくと業務が煩雑にならないためとあっ
たが，NHK（実際は委託調査機関）では，事
前に文面の印刷と宛名を記載したはがきを
作っておき，発送の直前までに調査用紙の届
いた調査相手の分を除くようにしている。

図 9　1回目の督促状（2010 年実験調査） 図10　第1回の督促状のモデル文
（裏面）

（表面）
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（7）2 回目の督促状（調査用紙同封）
この2回目の督促状は，調査相手が受け取
る4回目の郵便物になる。2008年，2010年の
実験調査において，調査相手が，次から次へ
と送られてくる郵送物に心理的な負担を受けて
いるのではないかという印象を受けた。2010
年の調査用紙の自由記述欄には，調査用紙
の送付が遅れたことを謝るものが14件あった。
うち9件は2回督促を送った相手である。督促
効果を示すものでもあるが，調査相手の気持
ちの負担が表われている。また，調査相手の
記入が不可能なため，督促後
に連絡があったり家族が謝り
ながら記入をしてくることもあ
る。以上は，好意的な事例で
あるが，一方で，しつこいなど
の不快な感情を持つ人がいた
のではないかと思われる。
Dillman（2009）のガイドラ
インでは，2回目の督促状は，
最初の督促状の3週間以降に，
それまでのあいさつ状とは文
面を変えて送るようにすべきと
している。内容は，調査用紙
が返送されていないこと，他
の調査相手は返送しているこ
と（すでに点検をはじめている
ことなど），調査の社会的有用
性の再度の強調，調査相手を
誰にするかの説明，調査票の
記入しやすさ，信頼性の強調，
感謝の意など。また，力強い
調子で，調査相手が不快に思
わない程度に高圧的でなくか
つ下手に出過ぎないようにする

こととしている。
日程については，10月号で日程モデルを示し
たが，2回目の督促は，1回目の督促のように
すぐ送るのではなく，�1回目の督促状に記した
締め切り日から3日後くらいに送付するようにし
た。これは，調査相手をせきたてる感じになら
ないように，多少間を空けたほうがよいと考え
たからである。
NHKの2010年の実験調査では，図11のよ
うな督促状をつけた。実験調査で使用した督
促状は，あまり強い調子ではない。しかし，調

図11　2 回目の督促状（2010 年実験調査）
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査相手への配慮は必ずしも十分ではないように
思われる。受け取る調査相手の感情を考慮し
て，「何度も連絡して申し訳ないが，重要なこ
となのでどうしてもお願いしたい」という印象の
ものにするべきではないだろうか。
また，2010年の実験調査では，最初の調査
用紙と2回目の督促時の両方に回答する調査
相手がいた。2つの調査用紙があることは調査
相手が混乱することもあり，両方の用紙に回答
するのは負担である。調査用紙は色を変えてい
るので，違うものと勘違いしないように，「最初
の調査用紙と同じものであり，どちらか片方の
調査用紙に回答して返すように」という説明を
入れる必要があったのではないだろうか。
調査相手の心理的な負担を減らすためにも，
調査相手に送る文面は配慮の行きとどいたもの
にする必要がある。図12にモデル文を示した

が，モデル文の構成は，再度の協力のお願い，
協力してもらうことで調査結果の精度が高まる
ことの説明，最初と同じ調査用紙でありどちら
かに回答してもらえばいいこと，締切日，行き
違いのお詫び，連絡先などとした。

（8）謝礼
NHKの実験調査では，2008年は1,000円
の図書カード，2010年は500円の図書カードを
謝礼として調査用紙送付の際に同封した。謝
礼の渡し方は，調査用紙に同封する方法（先渡
し）と，調査に回答した人に送る方法（後渡し）
とがあるが，先渡しにした理由としては，①有
効率を高めるためには後渡しよりも先渡しのほ
うが効果的であること，②回答を得られた人を
より分けて送る労力や，その際に起こる間違い
を避けたかったこと，③調査の回答に対する

対価ではないこと，の3つである。
先渡しのほうが効果的であ

ることについては，林（2006），
Dillman（2009）などにより，多く
の事例があげられている。
Dillman（2009）によれば先渡
しは，調査相手に調査主体や調
査用紙のよい面に目を向けさせ，
記入によってその好意に応じよう
という気にさせる。後渡しは，記
入の報酬ととらえられやすいた
め，謝礼の少なさに不満が生じ
たり，関心のない場合には記入し
てもらいにくいなどの影響がある
という。また，謝礼は経済的交
換よりも社会的交換 5）をもたらす
ことが目的なので少額でよいとし
ている。

図12　2 回目督促状モデル文
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調査相手からみると，謝礼の意味は人によっ
て異なるだろう。比較的若い層などでは，ウェ
ブ調査でポイント，マーケティングリサーチで
商品券を得られるなどの経験や知識もあり，調
査を受けると謝礼が貰えるというのは当たり前
に感じる人が多いようである。また，調査を社
会的貢献と考える人や自分にとっても有意義と
考える人もいるが，そのような場合でもちょっと
した謝礼が嬉しい人は多いであろう。自由記
述欄で謝礼に対する礼を述べた人もいた。
一方で，さまざまな理由で回答を返さない
人がいるが，先渡しの場合にはそのような人た
ちにも，図書カードなどを渡すことになる。今
回，検討しているような方法では，調査に回
答しないと，何度も郵便を送付する。そのよう
な郵便を受け取る人やその調査相手の家族な
どのほうが，調査に協力する人よりも気持ちの
負担は大きい場合もある。調査の回答は，い
わばボランティアである。また，調査実施者
は調査相手を勝手に選び，一方的に郵便物を
送りつけているわけであるから，回答の有無
にかかわらず，粗品や500円～1,000円の図書
カードなどを渡すことは礼儀にかなっていると
いう考え方もできる。

（9）送付用封筒，返送用封筒，宛名印刷
NHKの2008年の実験調査では，封筒につ
いては，初回の調査用紙送付用，返送用には
切手を貼り付け，その他については，発送は別
納，返送は料金受取人払いとした。また，す
べての郵送物の宛名は手書きしたものをタック
シールにコピーして貼り付けた。2010年の実
験調査では，すべて，送付用は料金別納，返
送用は料金受取人払い，宛名は直接印刷，ま
たはタックシールに印刷したものを貼り付けた。

送付用封筒と返送用封筒は，Dillman（2009），
マンジョーニ（1995），松田（2008など）を参考
に，調査相手に負担がかからないように，調査
用紙（A4判）を折りたたまなくてもよい角2サイ
ズを使用した。
2010年に，別納や受取人払い，宛名印刷の
方式をとったのは，効率的に作業を行うために，
このような方式を採用した場合，調査相手に対
する影響がどのくらいあるかをみるためであっ
た。2010年は2008年と比較して，有効率はほ
ぼ同じであったが，調査用紙の返送は遅かっ
た。しかし，それについては日程設定の違いに
よる影響と思われる部分が大きく，また，すべ
てを同時に行ったため，何がどう影響したかは
明らかにできなかった。
他の新聞社などの方式をみると，送付用封
筒は料金別納，返送用封筒は切手貼り付け，
宛名は直接印刷という形式が多い（松田ほか，
2011）。有効率（回収率）は，6 ～ 8割であり，
少なくとも，送付用封筒の料金別納，宛名の
印刷については問題ないと考えられる。
返送用封筒については，Dillman（2009）は，
切手貼り付け封筒は，3つの機能を持つとして
いる。①調査票返送の負担を減らす（封筒や切
手を探す手間が省ける）。②調査相手が返送用
封筒に切手が貼ってあることに気がつくと，信
頼感や調査の重要性をアピールできる。③切手
が貼ってあることによって，封筒が金銭的に価
値があるものとなり捨てられにくい。
返送用封筒に切手を貼ると，調査相手が調
査用紙を返送しない場合の切手代がムダにな
るが，切手を貼る代わりに料金受取人払いに
したときのマイナスの影響も否定しきれない。
さらに検討が必要と考えられる。
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（10）まとめ
調査材料について検討してきたことをまとめ
ると，次のとおりである。
調査用紙の形式：
・�ページ数は少ないほうがよいが，ページを少
なくするだけでなく，質問量もある程度に抑
えたほうがよい
・文字は大きいほうがよい
・すっきりしたレイアウトにする
・�質問の並べ方（1段形式，2 段形式，表形
式），選択肢の並べ方（縦，横）については，
質問や選択肢の状況にあわせる

協力依頼状：
・�圧着はがきで必要な情報を盛り込める紙面
を確保
・�調査主体の所在地，問い合わせ先，プライ
バシーポリシーなどを記載して調査主体の信
頼性を高める
・�調査相手の選び方や調査結果の取り扱いな
どを記載して，調査に対する信頼感が得ら
れるようにする

調査用紙送付時のあいさつ状：
・表紙に印刷しないで別紙にする
・�協力依頼状の同封はやめて，あいさつ状の
裏に同じ内容を印刷する
・�あいさつ状は読まなくても支障がないように，
締め切り日や問い合わせ先などの最低限必
要な情報は，調査用紙に記載する
・�調査の意義や目的を示して，調査の有用性
を強調する

1回目の督促状：
・�調査用紙の戻ってこない人だけに送る
・�すでに調査用紙を投函してしまった人にも届
くことを配慮して，行き違いを詫びるのでは
なく，感謝の意を伝える

2回目の督促状（調査用紙を同封）：
・�何度も連絡して申し訳ないが，重要なことで
あるためお願いしたいという印象のものにす
る
・�同封した調査用紙は最初の調査用紙と同じ
ものであり，片方にのみ回答すればよいこと
を説明する

謝礼：
・�調査相手への効果が高いため，先渡しとする
・�500 円，または 1,000 円の図書カードを同
封する

送付用封筒：
・�調査用紙を折らないで入るようなサイズにする
・�切手を貼らずに料金別納としても支障がな
いと思われる

返送用封筒：
・�調査用紙を折らないで入るようなサイズにする
・�料金受取人払いのほうが，切手代が節約で
きるが，切手を貼らないマイナスの影響も否
定しきれない。さらに検討が必要である

今号では，調査用紙の形式や調査材料につ
いて，実験調査の経験を基に，文献等を参考
にして検討してきた。今後，この検討をさらに
発展させて，実際の調査で使用する郵送調査
の調査材料に反映させたい。

  おわりに

これまで，3号に分けて，郵送調査法におけ
る「有効」の定義，記入状況，調査日程，調
査材料についての検討を行ってきた。検討の
際，常に考慮してきたのは，郵送調査法は調
査相手が自分で記入を行う方式であるというこ
とである。そして，その調査相手は，男女，年
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層などの属性をはじめとしたさまざまな特性を
持つ人たちであるということである。そのため，
調査相手によって，調査に対する意識や態度・
感情も異なるということである。
郵送調査法は，有効率が比較的高く経費を
少なく実施できることなどから，これからも増
えていくと思われる。どのような調査方式でも
同様であるが，特に郵送調査では，調査の回
答が調査相手の特性や，調査についての意識
や態度・感情に左右されるということを忘れず
に，調査の企画や分析を行うことが重要であ
ろう。

（おのでら のりこ）

注：
1） 2008 年と2010 年に実施した郵送実験調査の概
要については，本誌 2011年 8月号を参照のこと。

2）手紙やはがきについての儀礼的な年月日の表
示やサインなどの形式については，文化によっ
て異なると考え，ほとんど参考にしていない。

3）表形式のまま，ページの片側に入れる形式や，
2段にしても，選択肢を横に並べる形式もある
と思われるが，実験調査では，すべて図 2の表
形式を図 1のような縦 2段形式に直した。

4）モデル文は，本稿の検討にあわせて作成した
もので，実際に使用するとは限らない。

5）D i l lma n（2009）のTDM（Tailored�Design�
Method）では，心理学の社会的交換理論を援
用し，調査相手が，調査に協力するときに得る
報酬のほうが，コストよりも多いと感じたときに調
査に回答するとしている。
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