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1 NHKの世論調査
NHKにおける調査の歴史はラジオ放送開始と同年の1925年に行われ

た娯楽番組の嗜好調査まで遡るが，ランダムサンプリングによる調査とい

うことになると，1948年に社団法人日本放送協会（現在のNHKの前身）

が実施した放送番組世論調査が最初である。その後，放送の視聴実態や放

送への要望を調べる調査に加えて1960年代からは社会的・政治的な問題

を扱った調査も行うようになり，放送文化研究所を中心に今日まで数多く

の調査を実施してきた。放送文化研究所では現在，年に10本を超える世

論調査を多様なテーマで実施しており，1つの調査で複数回実施している

ものを合わせると年間20本近くになるが，いずれの調査も，人びとがど

のような考えを持っているかを明らかにし，その結果を公表することが共

通の目的である。また放送法においては，「放送及びその受信の進歩発達

に必要な調査研究」が国内放送，国際放送とともにNHKの業務として挙

げられている。しかし実際には次節以降で述べるように，実施にあたって

の課題や苦労している点も多い。

NHKが行う世論調査はその方法もさまざまで，調査の目的や内容に応

じて，個人面接法，配付回収法（留置法），郵送法，電話法といった方法

を用いている。かつては調査の大半が個人面接法によるものであり，原則

として意識調査ならば個人面接法，全国個人視聴率調査や国民生活時間調

査のような実態調査ならば配付回収法，という使い分けをしていた。しか

し個人面接法の調査の回収率がしだいに低下してきたことから，10年ほ

ど前から，意識調査の場合にも個人面接法に代えて，比較的高い回収率が

見込める配付回収法を用いるケースが多くなっている。郵送法の調査はま

だ数が少ないが，従来回収率が低いと言われてきた郵送法を近年になって

見直す動きがあり，NHKでも今後郵送法の調査が増える可能性がある。

電話法は1990年代になって選挙調査などで使うようになり，2000年代

からは現在のRDD（Random Digit Dialing）法を導入した。
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RDD調査は調査相手を抽出するための名簿が必要なく，機動的に調査

が行えるところが大きな利点である。後述するように住民基本台帳や選挙

人名簿の閲覧が制限されるようになって以降，そのメリットは一層大きく

なった。今では時事問題を扱った調査はRDDで行うことが多く，その手

法の検討も行っている。

RDD調査は新聞社や他のテレビ局でも頻繁に行われており，調査結果

が新聞やニュース番組などで報じられることも多い。そのためか世論調査

と政治，世論調査と民主主義といった視点からはRDDによる電話調査の

手法が議論になることも少なくない。

しかしNHKでは，RDD調査の利用は機動的な調査にほぼ限られている。

RDD調査は準備から実施ま

で最短1か月程度で行うこと

が可能で，経費も抑えられる

一方，質問を耳で聞くだけで

視覚的な情報がないため，質

問の数や長さが限られる，込

み入った質問ができない，な

どの制約があるからである。

そのため，規模の大きな調査

では今も個人面接法，配付回

収法といった，調査員を使っ

た訪問調査が主流となってい

る。図1には訪問調査の企画

から分析までの流れを示した1）。

以下ではこうした訪問調査が

実際にどのように行われてい

るのか，また調査主体にとっ

てどのような課題があるかに

図1　世論調査実施の流れ
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ついて述べる。

2 調査の企画
世論調査の実施が決まると，調査の目的に

沿って調査対象（地域や年齢範囲），調査方

法などを決める。さらに質問文や選択肢を作

成し調査票を設計する。調査票の設計に関し

てはここでは詳しく触れないが，調査相手の

意識や行動を正しく測定できるよう，質問文

や選択肢の検討を重ねる。

なお調査票の作成作業は，かつては調査相手の抽出と並行して行ってお

り，調査相手を抽出した後で調査票を作成する場合もあった。しかし現在

は住民基本台帳や選挙人名簿の閲覧を自治体に申請する際に調査票を提出

しなければならないため，閲覧申請（調査実施の3か月程度前）までには

調査票を作成しておく必要がある。とはいえ緊急の調査や，調査直前まで

質問文が決まらないような調査は，閲覧申請までに調査票を準備すること

が時間的に難しい。こうした調査の場合には，電話法など別の調査方法で

の実施を検討することになる。

3 調査相手の抽出

3.1　サンプリングのデザイン
世論調査を行うにあたっては，調査相手が

特定の地域，性別，年齢，職業などに偏ら

ず，母集団の縮図となるように選ばなければ

ならない。そのためには無作為抽出（ランダ

ムサンプリング）が必要であり，NHKでは
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層化無作為2段抽出で調査相手を抽出している。NHKの全国調査では，

「全国の△△歳以上の国民」を母集団とし，閲覧台帳には住民基本台帳を

用いることが多い。政治に関する調査の場合には，「全国の有権者」を母

集団として，有権者が記載された選挙人名簿を使うこともある。いずれに

しても母集団を代表するサンプルになっていることが最も重要である。

具体的には全国を13の地域ブロックに分け，各地域ブロックの中の市

区町村を人口規模および産業別就業人口率（第3次または第1次産業率）

の大きさに応じて並べかえる（層化）。そして地域ブロックの人口に比例

した数の地点（1段目）を系統抽出する。さらに各地点から，50人おき

に1人といったように，個人（2段目）を等間隔で系統抽出する。例えば

全国3,600人の調査であれば，まず300の地点を抽出し，1地点につき

12人の調査相手を抽出する。そして実際の調査では1人の調査員が1調査

地点＝12人を受け持つことになる。幼児，高齢者などの特定層や特定の

地域住民を対象とする調査の場合も，これに準じた形で調査相手を抽出し

ている。

調査実施の際に調査相手が転居，死亡していたなどの理由で回答が得ら

れなかった場合に，別の調査相手に差し替える「代替サンプル」という方

法もある。しかしこうした方法は厳密には無作為抽出ではなく，母集団の

推定ができなくなるため，NHKでは代替サンプルの使用はしていない2）。

3.2　サンプリングの手順
調査地点が確定したら，対象となる市区町村に住民基本台帳の閲覧を申

請し，審査を受けて閲覧許可を得なければならない。中には閲覧審査に日

数がかかる自治体があったり，時期によっては閲覧停止期間が設けられて

いたりすることがあるため，調査実施の3か月ほど前には閲覧申し込みの

手続きを始める必要がある。

閲覧申請では，閲覧申出書ほかの定められた書類を提出する。何を提出

するかは自治体によって異なるが，主なものとしては閲覧申出書，誓約書
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（目的外使用や第三者への情報提供をしないことを誓約するもの），調査

票，個人情報保護規程などがある3）。 

閲覧が承認されたら，予約した日時に抽出員が役場へ出向き，調査相手

の抽出を行う。抽出は調査地点の住民が記載された台帳から，決められた

スタート番号，インターバルに従って行うが，抽出の前にまず閲覧台帳の

整理のされ方（台帳に記載されている住民の並び順）や，調査地点の住民

数が事前に把握しておいた人数とだいたい一致しているかなどを確認す

る。閲覧台帳の整理のされ方を確認するのは，台帳での住民の並び順に地

番順・住居表示順，生年月日順，五十音順などがあり，それによって抽出

の仕方が変わる場合があるからである。

例えば，市全域など広い範囲で生年月日順のリストになっている場合，

台帳の一部から抽出すると，調査相手が若年層など特定の年代ばかりに

偏って抽出されてしまうことがある。同様に，広範囲で五十音順に並んで

いる場合には，調査相手が広い地域に散らばってしまい，調査員が訪問す

るのが大変になる。

また東京など都市部の自治体では，紙の閲覧用台帳ではなく，パソコン

の画面で閲覧するようになっているところが出てきている。

抽出した調査相手の名簿は，鍵のかかる場所に保管して厳重に管理し，

調査終了後は裁断・溶解して処分する。

3.3　閲覧に関する課題
今から10年前の2006年1月に住民基本台帳法が改正され，住民基本台

帳は原則非公開となった。世論調査に関しては，公益性が高いと認められ

た場合にのみ，氏名，生年月日，性別，住所を閲覧することができるとさ

れている。選挙人名簿の閲覧についても，同じく2006年の公職選挙法の

改正で，政治・選挙に関する調査研究で公益性が高いと認められるものに

限られることになった。報道や学会発表等で成果が社会に還元されること

が公益性の基準とされているが，実態としては調査が営利目的と判断され
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るかどうかで閲覧の可否が決まることが多い。法改正の直後はこの公益性

に関して自治体や担当者によって判断が分かれるケースも珍しくなかった

が，最近ではそれほど大きな混乱はないようである。

手続きの面では，提出する書類の種類が多く，何を提出するかが自治体

によってまちまちなこと，同じ書類でも書式が異なること，手続きのしか

たも統一されていないことなどの問題がある。調査が終わった後も調査の

成果物や抽出した名簿の廃棄報告が必要な自治体があり，閲覧にかかわる

事務作業は煩雑で長期にわたるようになっている。そのほか数は少ない

が，閲覧に際して高額な手数料を請求する自治体がある。

さらに先に述べたように，閲覧を申請する際には調査票を提出する必要

があるため，それまでには調査票をほぼ完成させておかなければならな

い。こうした一連の手続きは個人情報保護の観点からはやむをえないもの

だが，その結果，住民基本台帳から調査相手を抽出する訪問調査は以前に

も増して手間と時間のかかる調査となっている。しかしサンプリングの精

度という点では住民基本台帳や選挙人名簿に代わるサンプリングフレーム

はない。

2012年の住民基本台帳法の一部改正では，外国籍の住民も住民基本台

帳の対象になった。それまでは日本国籍を持つ人が調査対象だったが，外

国籍の住民も住民基本台帳に掲載されるようになったことで，調査によっ

て外国人も含めた「日本に住んでいる人」を調査対象とするケースと，外

国人を除いた「日本国籍を持つ人」を調査対象とするケースが出てきた4）。

「日本に住んでいる人」を対象にする場合は，抽出ではそれほど大きな

問題はないが 5），「日本国籍を持つ人」が対象の場合には，抽出の段階で

日本人だけを抽出する必要がある。これまでのところ，生年が和暦でなく

西暦で表示されている，氏名がアルファベット表記になっている，あるい

は外国籍住民の冊子が別になっている，などで外国籍住民を判別できるこ

とが多い。ただしこれらの方法で完全に判別できるわけではなく，また今

後どのような記載の仕方になっていくかもまだ明らかではない。
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4 調査の実施

4.1　実施の手順
調査実施の1週間ほど前になったら，調査相手に協力依頼状を郵送し，

調査の日程と調査員が訪問することを前もって

知らせておく。それに対して，調査相手から問い

合わせや訪問日時の指定，調査に対する拒否など

の連絡が入ることがある。

調査の数日前には，調査員を集めて説明会を開

き，調査の趣旨や調査方法，調査票の内容，調査

材料などについて説明をする。また決められた方

法で調査をすること，日や時間を変えて繰り返し

訪問することなども指導する。

訪問調査ではまず調査相手に会うことが何よりも重要である。そのため

調査初日は朝から訪問を開始して調査地点や調査相手の状況を把握し，相

手に会える可能性が高い時間に訪問する。例えば昼間は高齢者や主婦など

日中でも在宅していそうな人，再訪問の約束をした人を優先して訪問し，

夜間は若い人を中心に訪問するなど，性別や年齢を考慮して計画的に訪問

する。特に日曜の夜は年齢にかかわらず在宅率が高く，調査相手に会える

可能性が高い。本人が不在だった場合は，家族に在宅時間を聞いたり，訪

問メモを残したりして次回の訪問につなげることも重要である。

4.2　調査実施の課題
そうした調査員の努力にもかかわらず，実際には調査相手に会えないこ

とや，会えたとしても調査への協力を断られてしまうこともある。表1は

NHKが5年ごとに個人面接法で行っている「日本人の意識」調査の回収

率と，調査不能の理由を時系列で示したものである。1978年と直近の

2013年を比較すると，回収率は78.5％から56.9％と20％以上低くなっ
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ている。特に1998年から2008年にかけての低下が大きく，10年で10％

低下している。回収率が低くなった分，調査不能が増えているわけだが，

内訳をみると長期不在とその他（自宅療養など）はあまり変化がなく，拒

否と短期不在が大きく増えている。1978年からの35年間で拒否は2.9％

から14.6％に，短期不在は8.0％から15.7％に増加した。今では拒否と

短期不在が調査不能の3分の2を占めている。

また，回収率の低下は若年層や大都市居住者で大きく，属性による回収

率の差が拡大している。

配付回収法の調査では，どうしても本人に会えなかった場合に家族など

に調査票を渡すことを認めているので，個人面接法に比べると短期不在が

少なく，その分回収率も高めである。しかし配付回収法でも長期的に回収

率が低下し続けている傾向は同じで，個人面接法と共通の課題を抱えてい

る。

こうした調査不能の増加は，調査員の負担増につながる。調査に応じて

くれない調査相手を説得したり，留守の家には何度も訪問したりなければ

ならないからである。

表1　「日本人の意識」調査の回収率・不能理由の推移
回数 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回

調査年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年

有効 78.5％ 75.3 71.4 70.6 67.1 61.5 57.5 56.9

不能 21.5 24.7 28.6 29.4 32.9 38.5 42.5 43.1

長期不在 7.3 7.6 7.2 8.6 8.1 8.1 8.4 7.3

短期不在 8.0 9.8 11.9 11.1 11.9 14.3 12.8 15.7

拒否 2.9 4.3 6.2 5.9 8.6 12.1 14.5 14.6

その他 3.2 3.0 3.4 3.8 4.4 4.0 6.8 5.6

・1973年の第1回調査は，第2回以降と不能理由の分類が異なるため割愛した
・「長期不在」＝転居＋1年以上不在＋10日以上不在
「短期不在」＝10日未満不在＋深夜帰宅＋外出
「その他」＝場所不明＋自宅療養＋死亡＋その他
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短期不在が増加した背景には，生活の夜型化や共働き世帯の増加が考え

られる。そのほか直接調査不能に結びつくとは限らないが，世帯人数の減

少やオートロックマンションの増加，集合住宅で表札を出さない家の増加

なども調査を難しくしている。拒否が増加した理由としてはプライバシー

意識の高まりということがよく指摘されるが，それ以前に，調査員が訪ね

てくること自体がいやがられているようだ。最近は調査員が訪問しても居

留守を使う人が増えているように感じられるが，これも調査員に応対した

くないという意思の表れなのだろう。

4.3　対策
このような課題に対応するため，調査員の訪問記録の分析，調査相手に

渡す謝礼（図書カード）の増額，調査材料の工夫といった対策を試みてい

るが，回収率の向上には必ずしもつながっていないのが実情である。

調査材料の面では，訪問メモの文面を変えたものを複数種類用意した

り，調査員証明書を写真入りのものにしたりするなどしている。ただし調

査材料の種類があまり多くなりすぎると，調査員の負担が増すため好まし

くない面もある。調査相手に送る協力依頼状は，以前は郵政はがきに印刷

したものを送っていたが，カラー印刷の圧着はがきに変更し，調査方法や

個人情報の扱いについてより詳しい説明を載せるようにした。それによっ

て調査相手からの問い合わせが大幅に減ったことから，調査の信憑性を高

める効果はあったと考えられる6）。

調査の信憑性を高めるには，世論調査を実施していることをホームペー

ジに掲載すれば，調査相手が本当にNHKの実施している調査なのかを確

認でき効果的かもしれない。ただし最近はNHKの世論調査を装った不審

な電話がかかってきたという事例が増えており，ホームページに情報を掲

載することで，かえってこうした不審な電話を増やしてしまうのではない

かという懸念がある。

調査方法に関しては，複数の調査手法を組み合わせることで回収率を高
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めるという考えもある。もちろん，個人面接法と配付回収法と電話法では

質問の形式や回答結果が違うので，異なる手法で得られた結果を1つのも

のとしてまとめることはできない。しかし配付回収法と郵送法では回答結

果が似ており7），さらにはウェブ調査も本人が記入する（入力する）とい

う点は同じなので，こうした自記式の調査を組み合わせることは可能かも

しれない。ただし配付回収法と郵送法でも結果が全く同じだったわけでは

なく，さらにどういった実施方法が効果的なのか，本当に手間をかけた分

だけの効果が期待できるのかなど，検討すべき課題も多い。

5 まとめ
NHKの世論調査の回収率は，最近では個人面接法で50％台，配付回収

法でも60％台が当たり前になっている。回収率は今後も低下する可能性

があり，そうなれば世論調査に対する社会からの信頼を失ってしまうこと

にもなりかねない。回収率の低下については他の調査機関や国勢調査など

にも共通する課題で，日本以外の多くの国でも同様の悩みを抱えている。

プライバシーや個人情報への意識が高くなっていることが要因と思われる

が，背景には社会的なものに対する不信感が広がりつつあるのではないだ

ろうか。

また個人面接法や配付回収法といった訪問調査はもともと手間と時間の

かかる調査だったが，2006年の住民基本台帳法の改正以降，準備に要す

る期間がさらに長くなって機動性がなくなり，閲覧にかかわる作業量も増

大した。従来は訪問調査で行っていた世論調査の中には，RDDによる電

話調査に切り替えたものもある。

しかし住民基本台帳や選挙人名簿は非常に優れたサンプリングフレーム

であり，詳細な調査を代表性のあるサンプルで行うにはこうした台帳から

の抽出が欠かせない。世論調査の難しさが増す中，訪問調査の質を高めて

いくことが求められている。
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注
1） 現在，サンプリングから調査結果の集計までは外部の調査機関に委託して実施している。
2） 小野寺典子（2007a）「世論調査における代替サンプル使用の問題点と検討」『放送研究と調査』57（12），

48-59

3） そのほか，会社概要，登記簿，定款，調査会社との契約書，過去の類似調査の結果，自治体へのあいさつ
状などがある。

4） 仲秋洋（2013）「外国籍住民に係る住民基本台帳法改正がサンプリングに与える影響」『日本世論調査協
会報』111: 71-77

5） ただし調査実施の際には，外国人のため日本語の調査に答えられない人が出てくることが考えられる。
6） 小野寺典子（2007b）「世論調査における調査協力依頼状の改善―調査不能対策の一環として」『放送研究
と調査』57（2），68-71

7） NHK放送文化研究所世論調査部調査方式比較プロジェクト（2010）「世論調査における調査方式の比較
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