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現場から

　たいていの新聞では，最低でも月に1回は世論調査結果の記事が出る。
時には一面で内閣支持率が上がった，または下がったなどという見出し
がつく。NHKでもニュースなどで世論調査の内閣支持率などの結果を報
道している。このような世論調査は，電話法（RDD追跡法 1））という方
法で行われている。この方法では，固定電話の電話番号をランダムに発
生させ，その番号に電話をかけ，電話に出た人にその番号の世帯に調査
対象の人が何人いるか聞き，その中から調査の回答者をランダムにひと
り選んで調査を行う。
　朝日新聞社の調査によれば，最近ひとり暮らしの若い人を中心に固定
電話を持たずに，携帯電話のみを使用している人が増えている（石本 

2014）。こういった人たちは，現在の固定電話の世論調査では対象とは 

ならない。このように，携帯電話しか持っていない人が除かれてしまう 

のは，世論調査の代表性の面で問題がある。最近では，一般の人から
NHKに対して，携帯電話で世論調査を行わないのはどうしてかと問い
合わせが来ることもある。電話世論調査を行っている報道機関などでは，
現状の固定電話による世論調査の精度の確かさや，携帯電話で調査を行
わない理由を，説明できるようにしておかなければならない状況になっ
てきた。
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　アメリカをはじめ，ヨーロッパの国々や韓国など，すでに携帯電話調
査を固定電話調査と組み合わせて使っている国があるが，最近になって，
日本でも携帯電話調査の検討が行われ始めた。本稿では，NHKが2015

年3月に実施した携帯電話実験調査について紹介し，固定電話調査に組
み合わせて使用するための携帯電話調査の課題を探る。

携帯電話実験調査の実施

　携帯電話調査の実施にはいろいろと困難がある。そもそも携帯電話と
いうものを，家族や限られた友だちとのやりとりなどのプライベートな 

目的のみで使っている人もかなり多い。そういった人も含めて，電話の画 

面に表示された知らない電話番号に出てくれるのでなければ，携帯電話
調査は成り立たない。また，電車など公共交通機関に乗っている人，道
を歩いている人，仕事中の人などいろいろな状況の人に電話がかかるこ
とが想定される。自動車などを運転している最中の人にかかったら，大
事故につながるかもしれない。子どもの携帯電話にかかって親からの不
審を買ってしまうかもしれない。このように心配されることがいくつも
あるため，日本では，携帯電話調査の実施についての検討をほとんど行
ってこなかった 2）。しかし，年々，固定電話の所有者は減少し続け，携
帯電話のみを使用する人たちが若年層から高年層に広がっていくことは
間違いないと思われる。そして，報道機関などがそのことを無視できな
くなる時が来るだろう。
　そのような状況の中で，携帯電話調査についての検討が始まった。
2014年4月に日本世論調査協会の調査研究会として，共通の問題意識を
持つ加盟6社（朝日新聞社，NHK，共同通信社，日経リサーチ，毎日新
聞社，読売新聞社）が共同で固定電話調査の現状についての研究を始め
ることにした。研究会を重ねるうちに，携帯電話調査の検討が必要であ
り，先にあげたような実施上の困難があるのかどうかを確認するために
は，実際に携帯電話による調査を実施してみるしかないという結論に達
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した。そして，2014年9月と10月に2回の実験調査を実施した。1回目
については携帯電話調査の実施が可能かどうかを確かめることのみを目
的とし，2回目については，実際の世論調査に近い形で行った。
　さらに，NHKでは，2015年3月に独自の実験調査を実施した。

携帯電話実験調査の方法

　NHKの行った実験調査の概要は，表1のとおりである。
　6社共同の調査は日経リサーチ名で実施していたこと，また，実施の
可能性を探ることが目的であったため，調査相手を説得して回収率を上
げる努力が不十分であったと考えられる。そのため，NHK独自調査では，
NHK名で行ったときの影響と，調査相手の説得を強化するなどの施策に
よる回収率への効果の検証を目的とした。
　調査は，3月13日（金）～ 15日（日）の3日間で実施した。金曜日は
15時から23時，土・日曜日は9時から23時である。ただし，実際に電
話を発信したのは21時までで，21時から23時までは，調査相手からの
折り返し電話の受信のための待機時間とした。

表 1　調査の概要
調査目的 ・ NHKが実施主体となって世論調査をしたときの調査相手の

反応を確認し，NHKが携帯電話で世論調査を実施するとき
の最適な依頼方法を検討する

・ 電話をかける回数や拒否に対する再説得など，接触率や協
力率を上げる方法を検討する

調査時期 2015年 3月 13日（金）　15:00～ 23:00（発信は 21:00まで）
 3月 14日（土）　 9:00～ 23:00（発信は 21:00まで）
 3月 15日（日）　 9:00～ 23:00（発信は 21:00まで）

調査項目 使用携帯電話数，固定電話の有無，内閣支持率　ほか計 14問
調査方法（抽出方法） 携帯電話法（携帯電話 RDD追跡法）
調査対象 携帯電話を保使用する 20歳以上の男女（海外滞在者を除く）
総発信番号数 8,000件
有効数 1,628人
回収率 23.6％（分母は明らかな対象外を除いた 6,889件）
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　サンプリングの方法は，通常の固定電話調査のRDD法とほぼ同じで
ある。携帯電話の電話番号をランダムに発生させ，使われていない番号
を機械的に除外し（オートコールチェック），残った番号から一定数の番
号をランダムに選び，その番号にオペレーターが電話をかけた。携帯電
話では，オートコールチェックにより除外される数は少なく，67％が使
用されている番号であった。このように，携帯電話では，電話番号に対
する実存率はかなり高いため，サンプリングの効率は良い。
　固定電話調査の場合は，最初に電話に出た人が調査相手とは限らない。
まずは調査世帯にいる調査対象の人数を聞き，ランダムに年齢の上から
何番目の人というような形で調査相手を選び，その人を呼び出してもら
ったり，いない場合にはかけ直したりする。
　それに比べると，携帯電話調査の場合には，個人所有が前提なので，外
国人や子どもなどのように対象外だったり，電話機を他の人と共有して
いたりしない限り，ほとんどの場合は電話に出た人がそのまま調査相手
となり，導入の部分で複雑なやり取りがないというメリットがある。し
かし，自動車などの運転中，外出中，仕事中など，どのような状況で受
けているかわからないので，そのことに対しての配慮が必要である。
　調査のオペレーションフローは図1のとおりである。
　まず，電話をかけて，簡単に名乗った後，最初に運転中ではないこと
を確認する。そして，運転中であることが判明したときには，事故が起
こらないように，かけ直すことにしてなるべく早く電話を切る。運転中
でないことを確認後，再度調査主体名などを名乗り，相手が会話できる
状態かどうかを確認する。仕事中や移動中で，電話で調査を受ける状況
でないことが判明した場合には，かけ直しをすることになる。次に，調 

査目的や20歳以上の有権者が調査対象であることを説明し，調査対象外 

となる年齢範囲外の人や，会社専用電話や，海外にいる人，外国人であ
ることが判明した場合はそこで調査を終了する。そして，調査への協力
を依頼し，相手が承諾したら調査に入る。
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　相手が忙しいなどと軽い拒否の姿勢をみせた場合には，相手の様子に
よって3分程度だからと説得したり，かけ直しをすることにしたりする。
これまでの実験調査では，携帯電話に世論調査の電話が入ることが疑わ
しいためか，「何で電話番号がわかったか」などといった疑問を呈される
ことがあった。しかし，本格的なトラブルに発展するようなことはなか
った。
　また，携帯電話調査の特徴のひとつは，相手からの折り返し電話が多い 

ことである。折り返し電話を想定して，専任のオペレーターを配置した。

携帯電話番号に電話をかける

発信終了

1

人が出た
人が出ない

（コール音のみ，話中，
留守電等）

運転中ではない
運転中

対話が可能
対話が不可能
（多忙，拒否等）

調査対象内（20歳以上の有権者，個人の携帯電話）
調査対象外

（未成年，外国人，
仕事用電話等）

調査協力可能，OK 今は協力できない
調査拒否

運転中ではないことを確認2

名乗り後，会話できる状態か確認3

調査目的・調査対象を説明する4

調査への協力を依頼5

調査を実施6 アポイントをとる6’

図 1　携帯電話調査のオペレーションフロー（NHK実験調査）
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携帯電話実験調査の実施結果

　そうして，携帯電話実験調査を実施した結果，発信番号8,000件の中
から対象外を除いた6,889件のうち，回答を得られたのは1,628件，回
収率 3）は24％であった。
　携帯電話調査では，コール音のみ，話中，留守番電話などでなかなか
相手に接触できない。8,000件中接触できたのは3,673件であった。ま
た，相手に接触できたとしても，調査の協力が必ずしも得られるわけで
はない。接触できた人から対象外216件を除くと3,457件で，それを分
母とした協力率は47％であった。
　自動車運転中や仕事中と言われた時や相手が多忙の場合には，時間を
おいてかけ直す。多忙な人や軽い拒否の人には再発信したが，後でかけ
直しした時にはコール音のみなどとなり，接触できずに終了したのは
1,468件と少なくない。また，調査への理解が得られず強い拒否にあっ
たのは361件である。
　軽い拒否やかけ直しになった2,677件（番号数ではなく発信回数単位）
の詳しい理由について，オペレーターが分類して記録した。その記録の
内訳をみると，「運転中」は390件，「運転以外の移動中」は44件，「仕
事中」308件，「家にいるが対応できない」117件，「外出先で対応でき
ない」114件，「詳細がわからないが多忙」671件，「NHKだから」8件，
「その他，不明」1,025件であった。調査の実施を金曜日の15時から始め
たが，金曜日の15時から17時の時間帯で「運転中」や「仕事中」が多
く，反対に日曜日の18時以降ではこれらの理由によるものは少ない。金
曜日の15時から17時の時間帯に調査を行うのは適切ではないように思
われる。
　また，折り返し電話が多いのが，携帯電話の特徴のひとつである。受
信数は617件で，うち調査OKは204件である。携帯電話の使い方は，人
によって異なると思われる。このような，0120で始まる明らかに企業な
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どの組織からの番号に対して折り返し電話をかけてくるのは，固定電話
を持っていなかったり，携帯電話中心に電話を利用していたり，様々な
用件で携帯電話を使う人に多いのではないかと想像できる。
　一方で，コール音のみなどで接触できなかった電話が3,432件もあっ
た。電話をかけた回数が3日間4回までだったので，回数を増やせば接
触できるのかもしれない。しかし，プライベートな目的中心の電話の使
い方をしていて，知らない電話番号には出ないことにしている人が多く
いるためとも考えられる。
　このようなプライベートな目的中心に使用している人は，何回かけて
も出ない可能性のほうが高いだろう。こういう人に何とかして接触する
ことも携帯電話調査の大きな課題のひとつである。

回答者の特徴

　携帯電話調査の回答者には，固定電話調査の回答者とは異なる特徴が
みられた。固定電話調査では，女性が男性より多く，若年層が少なく高
年層が多い。また，専業主婦や無職の人への偏りが目立つ。それに対し
て，携帯電話調査では，各年代で女性が男性より少ない。そして，固定
電話の調査と比べると専業主婦や無職の人が少なく勤め人が多い。
　また，固定電話調査では若年層の回答が得られず，そのことが問題と 

なっているが，携帯電話調査では国勢調査の構成比と比較すると，若年 

層は若干少ないがかなり近い。この理由としては，ひとつは若年層では 

固定電話を所有せず携帯電話を使うようになってきているため，もうひ
とつは，若年層は外出や深夜帰宅のため固定電話では接触しにくいの
に対し，携帯電話では自宅にいなくても接触できるためと考えられる。
NHKの実験調査の回答者における固定電話の所有は，20代では48％， 
30代では53％と少ないのに対して，40代では77％，50代以上87％， 
60代以上90％，70歳以上93％と高齢になるにつれて多い。また，自宅
外で調査を受けた人は，全体では33％であるが，20代では50％，30代



99第 1章　世論測定をめぐる困難

では41％と若年層で多く，60代では24％，70歳以上では14％と高齢者
で少ない。
　なお，都市規模や地方，県など，地域特性に関しては，国勢調査にか
なり近い結果が得られた。
　携帯電話調査の所要時間は，質問文の読み上げと回答などの一連の作
業から想定していた時間から比べると若干長かった。携帯電話による世
論調査というものに不審に思う人も多く，調査の導入部で「なぜ携帯電
話に世論調査の電話が来るのか」「なぜ電話番号がわかったのか」などの
質問をする人が多いためと考えられる。回答者が電話を受け，切るまで
の所要時間の分布は，3分未満は2％，3分以上4分未満が47％，4分以
上5分未満が39％，5分以上が12％である。

実用化までの課題

　実験調査を重ね，携帯電話による調査実施そのものについては，まっ
たく不可能ではないということがわかったが，携帯電話調査の課題は多
い。
① 回収率は高いとはいえず，回答者の属性も偏っている 4）。電話をす
る回数を増やしたり相手を説得する方法を検討したりして，回収率
を上げる工夫が必要である。

② 携帯電話調査では，外出先やまわりに人がいる環境のもとで調査を
受ける人も多いと考えられる。そうした環境では周囲の影響を受け
る可能性があるため，固定電話で調査を受ける場合と同じ回答が得
られるとは限らない。回答への影響をできるだけ小さくするために，
適切な質問の形式や長さを検討する必要があるだろう。

③ 自動車運転中だけではなく，公共交通機関で移動中，歩行中，仕事
中の人，海外ローミングや子どもが使用する電話など，様々な状況
下にいる電話の受け手への対応はまだ充分検討し尽したとはいえな
い。
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④ 地域別の市外局番コードがないため，地域単位の調査に使うことは
ほとんど不可能に近い 5）。すなわち，各報道機関が行っている国政
選挙の選挙区調査などへの適用は難しい。

⑤ さらに，携帯電話調査結果の公表にあたっては，手続きや結果が信
頼できるものであるという正当性が理解されなければならない。は
じめのうちは，携帯電話で世論調査を実施することに対して認知度
が低く，協力が得られにくいと考えられるため，認知度を高めるこ
とも重要である。

⑥ 携帯電話の使われ方そのものも，まだ変化の途上にあるように思わ
れる。携帯電話の使われ方が変わっていくことによって，世論調査
の回答者の特性も変わっていくことが懸念される。

　さらに，当然のことながら，高齢者を中心に固定電話のみで携帯電話
を持たない層についても無視できないため，携帯電話のみの調査は成り
立たない。実用化する場合には，固定電話と組み合わせるデュアルフレ
ームにする必要がある。その場合には，携帯電話調査と固定電話調査の
番号数をどのような配分で振り分けたらいいのだろうか。また，相手に
よって異なる状況に合わせて，集計の際にはひとりひとりの結果にウエ
イトをかけなくてはならない。ウエイトについては，固定電話のみの人，
固定電話と携帯電話を持っている人，携帯電話のみの人，さらに固定電
話は世帯で共有されているのでその中で何人が調査対象か，などについ
ても考慮する必要がある。
　しかし，固定電話と携帯電話の配分やウエイトを算出するために必要
な固定電話や携帯電話の所有人口などの公的な統計資料はない。何らか
の方法で推定値を作成し，それに基づいて算出しなければならないと考
えられる。
　このように，課題は多いが，現状の固定電話による調査の回答者の偏
りが深刻になる前に，実用化の可能性を探る試みが必要である。
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　2015年7月に行われた各社の世論調査では，安部内閣の支持率が急落
し不支持率と逆転した 6）。その理由は安全保障関連法案への批判からで
はないかと言われ，特に女性で不支持率が高い傾向がみられた。しかし，
十数問しか質問できない電話調査では本当に深いところまではわからな
い。そもそも，どういう人に支持率は高かったのだろうか，どういう人
が支持から不支持に変わったのだろうか，それはなぜだろうか。
　世論調査の手法は電話調査法だけではない。電話調査では内閣支持率
についての上昇下降をみるといった表層的な分析しかできない。人々の
内閣支持の根底に何があるか，それを探るために，電話調査だけではな
く，多くの質問を聞くことができる配付回収法（訪問留め置き法）などの
別方式の調査を組み合わせ，複合的・重層的な世論分析を行うのも，世
論調査に携わる者の役割である。

注
 1） RDDはランダム・ディジット・ダイヤリングの略。調査相手をランダムに選んで，本人が

出るまで電話をかける方法を追跡法という。
 2） 1999～ 2005年に（一社）輿論科学協会が実験調査を実施している。
 3） 携帯電話調査では，次の3つの指標を作って調査実施結果の評価を行っている。
  　回収率：「対象外」を除いた全体に対する調査OKの割合
  　協力率：「対象外」を除いた接触した人に対する調査OKの割合
  　接触率：全体に対する接触した人の割合（対象外を含む）
 4） 回答者の属性の偏りについては，高齢者が少ないなど携帯電話所有者そのものの属性の偏

りの影響もあると考えられる。
 5） 住んでいる（選挙権のある）都道府県と市区町村で振り分けるとしても，有権者人口の少

ない選挙区のサンプルを確保するためには，相当数の無駄になる電話番号が発生するため
現実的ではない。

 6） その後，8月に支持率はさらに低下したが，9月以降は支持率が不支持率を上回っている。
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