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第3章 調査をしようと思ったら

3.1 調査計画書とは

　調査を行う前には、まず、調査計画

書を作成する。

　この調査計画書には、少なくとも以

下の事項が整理・明記されている必要が

ある。

• 調査目的：なぜ調査を行うのか、調
査によって何を明らかにしたいのか

• 調査内容： 調査目的を達成するた
めに、どのような調査項目を用いる

のか

• 母集団：調査対象は誰か（どこか）、
またその大きさは

• 標本サイズ：標本とする調査対象の
数は

• 調査実施時期： いつ調査を行うか

• 標本抽出方法：標本とする調査対象
をどのように選ぶか

• 調査実施方法：どのように調査を行
うか

• 調査実施者：実査を担当するのは誰
か（どこか）

• 結果の公表： 結果を公表するのか、
どのような形で公表するのか

• 経費： 予算はいくらか

　調査計画書は、調査を行うためには、

少なくとも事前にこれだけのことは十分に

検討しておくべきである、という事項を並

べたものである。実際に調査票を設計した

り、調査を実施する段階になって大幅な変

更が生じることのないよう、調査経験の豊

富な人の意見を聞いたり、他の調査計画書

も参考にするとよい。

　調査計画書の事項の多くは、調査報

告書にも必要な内容であるため (15.1節参

照)、調査計画書をきちんと整理しておく

ことは、報告書作成にも役立つ。
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第 3章 調査をしようと思ったら

3.2 調査計画書の具体例

　図 3.1および図 3.2は、調査計画書の一例である。

　

　

「○○県における生涯学習に関する意識調査」計画書

平成１９年１０月１日

○○県教育委員会

1 調査の目的

○○県における学習活動の実態及びニーズを把握し、生涯学習活動推進施策立案のための資料と

する。

2 調査の内容

（別紙参照）

3 母集団と標本サイズ

平成 19年 10月 1日現在○○県に居住する 20歳以上の男女個人　 2,000人

4 調査実施時期

平成 19年 10月 19日 (金) から 11月 16日 (金)

5 調査方法

標本抽出方法： 住民基本台帳からの層化二段抽出 (第一次抽出単位は国勢調査区 100地点)
調査実施方法： 郵送調査法
調査実施者　： (財)社会教育研究センター

6 結果の公表

報告書を作成し、関係部局・機関へ配付

7 経費　2,000千円

謝金 100,000 調査項目作成 10人日× 10,000円
印刷製本費 105,000 調査票印刷 2,000部×@15円

封筒・添書 2,000部×@10円
督促状 1,000部×@5円
報告書印刷 100部×@500円

通信運搬費 379,500 調査票送料 2,000部× 2回×@80円
督促状送料 1,000人×@50円
報告書送料 10カ所×@950円

委託費 400,000 標本抽出 @100,000円
データ入力・集計 @300,000円

その他 1,015,500 対象者謝礼 2,000人×@500円
雑費 15,500円

　 　

図 3.1: 調査計画書の例
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第 3章 調査をしようと思ったら

　

　

調 査 内 容 一 覧

調査項目（大分類） 調査項目（小分類）

学習要求を構成する 希望する学習内容 趣味・教養・社会問題・家事一般・職業知識

要素 希望する学習方法 公的機関の講座・民間の講座・個人レッスン・通信
教育

希望する学習場所 社会教育施設・自宅・講師宅・学校

学習開始時期 今すぐ・４月から・数年以内

学習にかけてもよ
い費用

3,000円以下・5,000円以下・10,000円以下・10,001
円以上

学習したい時間帯 平日昼間・平日夜間・休日昼間・休日夜間

日常生活の状況 生き甲斐 学習活動・仕事・趣味・家事・友人との交流・買い
物

地域への関心 関心がある・関心がない

地域活動への参加 参加している・参加していない

ボランティア活動
への参加

参加している・参加していない

社会教育施設の利
用状況

週に１回以上・月に１回以上・年に１回以上・利用
していない

休業日 土曜日休業・日曜日休業・平日休業

基本属性 性 男・女

年齢 平成 19年 10月 1日現在（自由回答）

職業 自営業・自由業・管理職・事務職・労務職・主婦・
学生・無職

居住地域 ○○町・△△町・××町

居住年数 平成 19年 10月 1日現在（自由回答）

家族構成 配偶者・父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 　

図 3.2: 調査計画書の例
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第4章 調査計画立案の基本原則

4.1 まず目的・内容をはっきりさせる

　調査計画の立案にあたっては、まず、

調査目的および内容をはっきりさせる必要

がある。調査の実施方法は、調査目的と調

査内容に応じて決まってくる。

　調査目的や内容は、統計的方法 (1.2

節参照) を用いる社会教育調査に適したも

のとすることが重要である。社会教育調査

は、知りたいことがどんなことでも分かる

万能の方法ではない。

例えば、ボランティア活動促進のための

資料を得ようと調査を企画したとする。調

査企画者は、活動が不活発である原因や活

動促進に有効な施策を最も知りたいことで

あろう。だからと言って、一般の住民に直

接、あなたはなぜボランティア活動に参加

しないのですか、あるいは、どのようにす

ればボランティア活動が盛んになると思い

ますか、と質問することは不毛である。そ

のような理由や方策は、調査結果を基に、

社会教育に携わる者が考えるべき事柄で

あり、調査によって直ちに分かる事柄では

ない。

　調査に適した内容とは、

• 過去の経験・実績や現在の状況といっ
た実態

• 既に決まっている計画
• 強く希望していたり関心がある事柄

などである。

逆に、調査に適さない内容とは、

• 不確実な将来に関する予測
• ある行為を行った、あるいは行わな
かった理由

• 知らないことや普段考えたことがな
いこと

• 身近に感じられない事柄や現実感に
乏しい事柄

などである。

　調査目的や調査内容を整理するため

には、次のようなKJ法が有効である。

まず、複数の人が、思いつくままに調査

内容を一つずつ付箋等に書き出す。次に、

それらを似た内容ごとに集め、重複した内

容はまとめていく。この結果、図 3.2にあ

る調査計画書 (3.2節参照) のうち、調査

内容の調査項目（大分類）や調査項目（小

分類）が整理されていく。
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第 4章 調査計画立案の基本原則

4.2 適切な実施方法を選ぶ

　調査の実施方法は、調査目的や内容、

調査対象、結果報告の締切、予算などのコ

スト、などと、各実施方法の特性 (第 5章参

照)とを総合的に勘案して選ぶべきである。

　一般に、予算が少ない場合には、自記

式調査法とすることが多い。これは、調査

員が不要で、人件費がかからないためであ

る。なかでも、郵送調査法とすることが多

い。事業への参加者を調査対象とする場合

など、調査対象者が集まる状況があれば、集

合調査法とすることもある。インターネッ

ト調査法は、一般に、経費は少なくてすむ

が、現状では、母集団によっては確率抽出

(6.2節参照) が難しく、結果の偏りを否定

できない。

　意思決定のため早急に調査結果を得

たい、といったような、調査期間が短い場合

には、電話調査法がある。特に CATI (5.5

節参照) であれば、調査が終了すると同時

に結果も得られる。

　調査項目に回答するために、資料を

調べてもらったり、ある一定期間中の行

動実態の記録をつけてもらう場合には、留

置調査法とするのがよい。郵送調査法に比

べ、調査員が調査方法についてきちんと説

明できるという利点があるからである。た

だし、標本サイズが大きく、予算が限られ

ている場合には、郵送調査法も用いられる。

　調査項目の量が多かったり、調査内

容が複雑である場合には、個別面接聴取

法とするのがよい。絵や写真、道具などを

使って調査をする場合にも、個別面接聴取

法が向いている。

　法人や企業、施設など組織を調査対

象とする場合には、郵送調査法がよく用い

られる。最近では、インターネット調査も

用いられつつある。なお、組織を調査対象

とする場合には、組織内のどういう立場の

人に回答してもらうのか検討しておく必要

がある。
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第 4章 調査計画立案の基本原則

4.3 人手、時間、予算に気を配る

　調査を実際に実施すると、計画段階

では予想もしなかった事態が起こることが

よくある。そのため特に、人手、時間、予

算に余裕を持たせた計画を心がけたい。

　調査主体は、調査対象からの問い合

わせ先を用意しておかなければならない

(13.2節参照)。調査がはじまると、必ずと

言ってよいほど、問い合わせがある。その

対応のための担当者を決めておく必要が

ある。

また、回収した調査票は、集計のために

エディティング (14.2節参照) やコーディ

ング (14.3節参照) を行う必要がある。調

査項目が多い、調査内容が複雑である、自由

回答が多い、標本サイズが大きい、といっ

た場合には、エディティングやコーディン

グに多くの人手が必要となってくる。

　一般に、本調査に入る前には予備調

査 (12.2節参照) を実施し、作成した調査

票に問題がないか、不足している調査項目

がないか、などを確認するのがよい。その

ため、調査票がとりあえずできあがってか

ら本調査を実施するまでにも、十分な期間

が必要である。

郵送調査法では、回収の締切を過ぎても

なお、少なくない数の調査票が返送されて

くる。回収の締切に合わせてその後の日程

を計画していると、これらの調査票は有効

票 (14.2節参照) として扱うことができな

くなる。特に、調査期間が長期の連休や夏

休みなどにかかっていると、調査票が締切

から遅れて返送されてくることも多い。

なお、お盆や年末年始などの忙しい時期

は、調査の実施を避ける方がよい。

　経費の安い郵送調査法であっても、

督促 (13.5節参照) を何度も行ったり、謝

礼品 (13.7節参照) を送ったりすると、少

なくない費用がかかる。

また、調査結果を見てクロス集計 (16.4

節参照) を行いたい場合など、専門業者に

結果の分析を追加委託すると、新たな費用

が発生することになる。
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第 4章 調査計画立案の基本原則

4.4 調査間の比較計画は慎重に

　比較調査を計画するときには、調査

方法はなるべく変えないのが原則である。

この場合の調査方法とは、調査の実施方法

(第 5章参照) だけでなく、調査実施者や

調査票なども含む広い意味での調査方法の

ことである。

　以前に実施した調査と同じ内容の調

査を再度実施し、経年変化を調べたい、と

いうことはよくある。また、他の自治体が

実施した調査と同内容の調査を実施し、比

較を行いたい、ということもある。調査結

果は、比較をすることによって情報として

の価値が高まるため (15.6節参照)、この

ような比較調査は望ましい。

また、新たに調査を計画する場合でも、

既に同様の調査が実施されていないか調べ

るとよい。

　ところで、調査結果は、わずかな調

査方法の違いにも敏感に反応して、大きく

変わってしまう場合がある。

例えば、全く同じ調査項目であっても、

自記式調査法 (5.1節参照) による結果と

他記式調査法による結果とは異なると考え

た方がよい。公的な機関が自ら調査を実施

する場合と、民間業者に委託して調査を実

施する場合とでは、調査対象の反応は異な

る。選択肢回答法 (9.2.1節参照) では、選

択肢の順番を変えると、結果が変わってし

まうことがある (10.8節参照)。質問文の

表現を変え、微妙なニュアンスを変えれば、

当然結果は変わってくるし、質問の順序効

果 (11.4節参照) によって、質問項目の順

番を入れ替えるだけでも結果が変わる場合

がある。

　このため比較調査では、調査方法は

なるべく同一なものとするのがよい。異な

る方法で調査を行ってしまうと、結果の違

いが、母集団の違いによって生じたものな

のか、方法の違いによって生じたものなの

かが分からなくなるおそれがある。

　調査報告書では、結果だけでなく、調

査方法に関しても詳述するのがよい (15.1

節参照)。比較調査を計画するときに役立

つからである。

　なお、例えば他の自治体が実施した

調査票を用いて調査を行おうとする場合な

どは、あらかじめ了承を得ておくとよい。

また、同一の調査項目を用いた場合には、

報告書にその出典を明記すべきである。
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第 4章 調査計画立案の基本原則

4.5 結果のまとめ方も考えながら

　調査内容を検討するときには、結果

のまとめ方や分析の方法についても考えて

おくとよい。とりあえず調査を実施し大量

のデータを集めさえすれば、統計的な分析

手法によって何か興味深い結果が得られる

と考えるのは、誤りである。

　調査を行おうと考えたときには、漠

然としたものであるにせよ、調査内容に関

して何らかの仮説があるはずである。もち

ろん、例えばある活動への参加率を調べる

場合など、仮説はなく、母集団に関して数

値情報を得ることが調査目的という場合も

ある。明確な調査目的がなく、仮説も全く

ない、という場合には、統計的方法 (1.2節

参照) ではなく、事例的方法も用いて調査

を実施することを考えるべきである。

調査内容は、仮説の真偽を確かめるため

にはどのようなことを明らかにすればよい

であろうか、あるいは、仮にその仮説が正

しいとしたらどのような結果が得られるは

ずであろうか、という仮説検証的な視点を

持ちながら考えるとよい。

　例えば、ボランティア活動促進のた

めの資料を得ようと調査を計画したとす

る。さらに、ボランティア活動に参加しな

い人は、活動に対して否定的なイメージを

持っている、という仮説が考えられたとす

る。この仮説の真偽を確かめるためには、

活動に参加している人と参加していない

人とを調査対象とし、両者の間でイメージ

に差があるかどうかを調べればよい。つま

り、ボランティア活動に対するイメージを

調査内容として含める必要がある。

あるいは、ボランティア活動に関する情

報が少ないために、活動に参加しない人が

多い、という仮説が考えられたとする。こ

の仮説が正しいのであれば、活動に参加し

ている人と参加していない人とでは、活動

に関して持っている情報の量が異なる、と

いう結果が得られるはずである。そこで、

ボランティア活動に関する情報への接触量

を調べる必要がある。

　仮説を念頭に置きつつ調査内容を考

える、ということは、結果のまとめ方や分

析方法についても同時に考える、というこ

とになる。逆に言えば、結果のまとめ方を

考えていくと、調査すべき内容が出てくる

ことが多い。

さらに、ここで考えた結果のまとめ方や

分析方法をメモしておくと、調査が終了し

集計・分析を行う段階になって役立つ。
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第 4章 調査計画立案の基本原則

4.6 調査協力者へのフィードバックを忘れずに

　調査結果がまとまったら、調査に協

力してくれた調査対象には、できるだけそ

の結果を知らせる（結果のフィードバッ

クと呼ぶ）のがよい。

　その理由はいくつかある。まず、人

が調査に協力してくれるのは、調査内容に

関心があったり、調査目的のために役立ち

たいと思っているからであることが多い。

調査結果や、その活用状況をフィードバッ

クすることは、そのような人たちに対する

最大の謝礼となる (13.7節参照)。

また、仮に調査結果がフィードバックさ

れないと、調査に協力した人は、何の手応

えも感じられない。そのため、今後その調

査主体が実施する調査に協力しようとは思

わなくなったり、調査全般への協力を拒む

ようになってしまうおそれもある。

さらに、調査によっては、回答への影響

を避けるため、調査主体を隠して調査を行

わざるを得ないこともある。また、RDD

による電話調査 (5.5節参照) など、確か

にその調査主体が調査を実施していること

を、調査対象が調査実施時には確認できな

かったりする調査もある。結果をフィード

バックすることは、その調査主体が確かに

調査を実施した、ということを知らせるこ

とにもなる。

　フィードバックの方法としては、調

査結果を印刷したものを調査対象に直接郵

送したり、広報誌やホームページ上で公開

する、といった方法がある。

調査を実施してから時間が経ちすぎる

と、調査対象が、調査に協力したことを忘

れてしまったり、移転してしまったりする

ので、遅くとも調査終了後数ヶ月から一年

以内にはフィードバックしたい。
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第5章 調査実施方法のいろいろ

5.1 自記式調査法と他記式調査法

　調査実施方法には、大きく分けて、

自記式調査法（あるいは自計式調査法）

と他記式調査法（あるいは他計式調査法）

とがある。

自記式調査法とは、回答者自身が、質問

を読み、回答を記入する調査方法のことで

ある。一方、他記式調査法とは、調査員が

質問を読み上げ、回答者の回答を調査票に

記入する調査方法のことである。

　自記式調査法の特徴は、基本的に

• 回答者の都合がよい時間に、回答者自
身のペースで回答することができる。

• 回答のために資料を調べてもらう必
要がある内容など、直ちに回答でき

ない事柄を調査することができる。

• 全ての質問を回答者が任意の順番で
見ることができるため、質問の順序

効果 (11.4節参照) が生じにくい。

• 質問文などの文章を確実に読んでも
らえるとは限らない。

• 質問を読み飛ばしてしまう、答えに
くい質問には回答しない、等による

無回答が生じるおそれがある。

• 標本として選ばれた調査対象が本当
に回答したかどうか確認できない。

　他記式調査法の特徴は、基本的に

• 回答者が標本として選ばれた調査対
象かどうか確認できる。

• 濾過質問 (11.7節参照) を多用する

など複雑な構造の調査票でも、回答

者を混乱させない。

• 深夜にしか在宅しない等の調査対象
は調査することができない。

• プライベートな内容は調査しにくか
ったり、正直に答えてもらえないお

それがある。

• 調査員の性別・年齢・態度などが回
答者に影響するおそれがある。

　以上のような違いがあるため、同じ

調査票を用いても、自記式調査法と他記式

調査法とでは、調査結果が大きく異なる場

合がある。
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5.2 面接で調査する—個別面接聴取法—

　個別面接聴取法は、調査員が調査

対象の自宅等を訪問し、面接して調査を行

う他記式調査法の一つである。

　個別面接聴取法の利点は、

• 調査員が直接訪問するため、調査に
対する不審が少なく、調査対象の協

力を得やすい。

• そのため日本においては長く、個人
を調査対象とする調査法としては最

も信頼できる方法と言われてきた。

• 比較的大量の項目を調査することが
できる。20～30 分程度かかる調査

も可能である。

• 回答者に、図や写真等の資料を提示
した上で回答をしてもらったり、道

具を使って回答してもらったりする

ことができる。

さらに最近では、調査員がノートパソ

コン等を持参し、回答者に動画等を見

せたり、回答をコンピュータに直接入

力する方法（CAPI ; Computer As-

sisted Personal Interview）もある。

その反面、欠点は、

• 調査員の人件費や交通費等、多額の費
用がかかる。また、調査員の訓練や

管理が大変である。そのため、専門

調査会社に委託することが多くなる。

• 個人を調査対象とする場合、在宅率
が高い週末に調査を実施することに

なるため、調査期間が少なくとも二

～三週間はかかる。

• 最近は、特に都市部では、オートロッ
クマンションの増加等により調査が

困難な世帯が増えている。

• 調査員が、実際に調査を行わずに調
査票の回答を不正に記入する（これ

をメイキングと呼ぶ）可能性がある。

　ワンポイント アドバイス
調査員相手では正確な回答をはばかる内
容や、非常にプライベートな内容は、調
査員による面接では調査しにくい。そ
こで、調査票を回答者に渡し、調査員
の目の前で回答を記入してもらう面前
記入法という方法もある。調査対象者
本人が回答したことを確認できる点が、
自記式調査法である留置調査法 (5.3節
参照) とは異なる。
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5.3 調査票を置いてくる—留置調査法—

　
とめおき
留置調査法は、調査員が調査対象

の自宅等を訪問して調査票を留め置き、数

日後に再び調査員が訪問して、記入された

調査票を回収する自記式調査法の一つで

ある。

　留置調査法の利点は、

• 個別面接聴取法 (5.2節参照) と同様

に、調査員が直接訪問するため、調

査対象の協力を得やすい。

また、調査対象に直接協力依頼でき

なくとも、家族などを通じて依頼す

ることができる。

• 調査員の役割は、調査への協力依頼
と調査票の回収であるため、調査員

としての経験をあまり必要としない。

• 国勢調査などの統計調査ではよく使
われている方法である。

その反面、欠点は、

• 調査員の人件費や交通費等、多額の
費用がかかる。

　ワンポイント アドバイス
世帯内の全員を調査する場合には、留
置調査法が向いている。まず、標本と
なる世帯を抽出する。次に、調査員が
その世帯を訪問し、世帯人数を尋ねて、
人数分の調査票を留め置いてくるので
ある。
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5.4 調査票を郵送する—郵送調査法—

　郵送調査法は、調査票を調査対象に

郵送し、後日、記入された調査票を郵便で返

送してもらう自記式調査法の一つである。

　郵送調査法の利点は、

• 調査員を必要としないため、実査の
管理が容易であり、他記式調査法に比

べ経費などのコストが少なくてすむ。

• そのため、一般の社会調査などでも
よく用いられているポピュラーな方

法である。

• プライベートな内容を調査するため
に、調査票を無記名（誰が返送した

調査票か分からないようにする）と

し、調査対象の匿名性を確保するこ

ともできる。

その反面、欠点は、

• 調査主体や調査内容によって回収率
(13.5 節参照) が大きく変わる。調

査対象の関心が高い内容であれば回

収率も高くなるが、難しそうな内容

であったり、調査対象が興味を持て

ない内容であれば、回収率が一割程

度になることもある。

• 調査の開始から回収までに一～二か
月という長期間かかる。

• 調査の不能理由のほとんどが無応答
であり、調査不能の理由がはっきり

しない。

　ワンポイント アドバイス
回収率を高めるため、調査票の配付は
郵便で行い、回収は調査員が訪問して
行う方法や、逆に調査員が調査票を配
付し、郵便で返送してもらう方法もあ
る。さらに、調査票を郵送し、電話や
インターネットで回収を行う方法もあ
る。
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5.5 電話をかけて調査する—電話調査法—

　電話調査法は、調査員が調査対象の

自宅等に電話をかけ、電話口で調査を行う

他記式調査法の一つである。

　電話調査法の利点は、

• 一般に、調査を開始してから数日と
いう短期間で調査結果を得ることが

できる。

最近では、調査員が、コンピュータ

の画面上に表示される質問文を読み

上げ、回答者から聞いた回答をその

まま入力するCATI（Computer As-

sisted Telephone Interview）という

方法が一般的である。CATIでは、調

査者はリアルタイムで調査結果を知

ることができる。

• 電話をかける調査員を一カ所に集め
られるため、調査員の管理が容易で

ある。

その反面、欠点は、

• 大量の項目を調査することは難しい。
五分以上かかる調査では、電話を切

られる可能性が高くなる。

• 長く複雑な選択肢や多数の選択肢を
提示できない。また、図や写真など

視覚的な情報を提示できない。

• 選択肢の順序効果 (10.8節参照) が

大きい。

　個人を調査対象とする場合、従来は、

公開されている電話帳を基に、調査対象宅

の電話番号を探し出すことが多かった。し

かし最近は、電話帳への番号掲載率が低下

しているため、電話番号が判明しない調査

対象が増えている。

そのため、無作為に対象地域内の電話番

号を発生させ、そのうち世帯につながっ

た電話番号を調査対象とするRDD（Ran-

dom Digit Dialing）が電話調査法の標準と

なっている。ただし、RDDでは、突然電

話をかけることになるため、事前の協力依

頼 (13.1節参照) が難しく、回収率は高い

とは言えない。
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5.6 調査対象を集めて調査する—集合調査法—

　集合調査法は、調査会場に調査対

象を集め、いっせいに調査を行う自記式調

査法の一つである。

例えば、児童・生徒を調査対象とする場

合、学級で調査票を配付し、教室内で同時

に調査票に回答してもらう方法は集合調査

法である。また、社会教育施設などにおけ

る事業参加者を調査対象に、その場で調査

に協力してもらう方法もある。

　集合調査法の利点は、

• 全ての調査対象に、同一の状況下で
調査に回答してもらうことができる。

そのため、いっせいに映画、音楽、講

義などを見聞きさせ、視聴の前後で

の変化を調べる、といった実験的な

調査を行いやすい。

• 調査対象が既に集まっている状況を
利用して調査を行う場合には、少な

い経費と労力で高い回収率を得るこ

とができる。

その反面、欠点は、

• 母集団によっては、確率抽出 (第 7

章参照) が難しい。

• その場の雰囲気などが、回答に影響
するおそれがある。

　ワンポイント アドバイス

調査票を持ち帰ってもらい、自宅等で
記入の後、再び持ってきてもらう方法
は、宿題調査法という。記入した調査
票を持ってきてもらわずに、郵送して
もらう方法もある。
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5.7 インターネットを利用して調査する—インターネット
調査法—

　インターネット調査法は、インター

ネットを利用して調査を行う自記式調査

法の一つである。

調査対象が、調査項目のあるWebペー

ジにアクセスし、Web上で回答するWeb

調査や、E メールで調査対象に調査項目

を送り、回答を返送してもらうメール調

査がある。

　インターネット調査の利点は、

• 経費や労力が非常に少なくてすむ。

• 数日間といった短期間で調査を実施
することができる。リアルタイムで

調査結果を得ることができ、調査対

象への結果のフィードバック (4.6節

参照) も容易である。

• 文字だけでなく、図や音楽、動画など
を提示して調査をすることができる。

その反面、欠点は、

• 調査対象が、インターネットの利用
者に限られる。

• 確率抽出 (第 7 章参照) が難しい。

また、同一の調査対象が何度も回答

してしまう可能性もある。

　インターネット調査法は、統計的な

調査方法としては、まだ研究段階である。

特に、個人を調査対象とする場合には、偏り

が非常に大きく、他の調査実施方法とは結

果が大きく異なることが指摘されている。

そのため現状では、アンケート調査 (1.3

節参照) の方法として用いたり、予備調査

(12.2節参照) として実施し、大まかな傾

向を知るための方法として利用するのが

よい。
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5.8 同じ調査対象を繰り返し調査する—パネル調査法—

　パネル調査法とは、特に時系列的

な変化を調べるために実施する継続調査

法の一つであり、一度選んだ調査対象を

変えずに繰り返し調査する方法のことであ

る。パネル調査のために選び出した標本の

ことをパネルと呼ぶ。なお、パネル調査

では、必ずしも毎回同一の調査項目を用い

るとは限らない。

　パネル調査を実施する目的の一つは、

因果関係 (15.5節参照) を、より慎重に調

べることである。

例えば、学齢と通塾率との関係を調べた

いものとする。そのため、ある時点での小

学校三年生の通塾率と小学校六年生の通塾

率を調べたところ、小学校六年生の通塾率

の方が高かったとする。このような、ある

時点での相関関係 (15.5節参照) を調べる

方法を横断的方法と呼ぶ。横断的方法の

結果から、学齢が上がると通塾率も上がる、

という結論を導くことはできない。なぜな

ら、例えば、調査時の小学校六年生は三年

前から通塾率が高かったかもしれないし、

調査時の小学校三年生の通塾率が三年後に

上がるという保証はないからである。

これに対しパネル調査では、調査を実施

した小学校三年生に対し、三年後に再び

調査を実施し、通塾率の変化を調べること

になる。このような、同一の調査対象を追

跡する方法を縦断的方法と呼ぶ。縦断的

方法では、学齢と通塾率との関係が明確に

なる。

　パネル調査の実施にあたっては、調

査対象に調査協力依頼をするときに、パネ

ル調査であることをきちんと説明しておく

必要がある。

また、調査を繰り返すにしたがって、当

初選び出した標本の一部が脱落していった

り、調査対象が調査慣れをしたり飽きてし

まったりすることに注意しなければならな

い。なお、調査のたびに、一部の標本のみ

を新しい標本と入れ替えていく標本ロー

テーションという方法もある。
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5.9 いろいろな国で調査する—国際比較調査—

　国際比較調査は、複数の国や地域

において、同じ内容の調査を実施し、その

結果を比較することで、それぞれの国や地

域の特徴をより明らかにしようとする調査

である。

統計的方法 (1.2節参照) による社会教

育調査の結果は、比較を行うことでより有

意義なものとなる (15.6節参照) ため、国

際比較調査によって得るものは大きい。し

かし同時に、比較可能性に関して様々な難

しい問題があるため、実施することは容易

ではない。

　まず、母集団 (1.4節参照) と抽出台

帳 (6.1節参照) の問題がある。

国の間の様々な制度の違いによって、日

本で定義できる母集団が必ずしも諸外国に

おいて定義できるとは限らない。また、仮

に定義できたとしても、その母集団を網羅

した抽出台帳を用意できない場合もある。

そのため、標本の抽出方法が国によって

異なってしまう可能性がある。場合によっ

ては、非確率抽出法 (6.3節参照) を用い

なければならない。

　次に、最大の問題点として、言語を

含めた文化的背景の違いがある。

同一の事柄を調査するためには、日本語

の質問文を、単に外国語に翻訳しただけで

は不十分である。外国語の質問文を日本語

に再翻訳し（バックトランスレーションと

呼ぶ）、元の日本語の質問文と比べてみて、

同一の事柄を質問できているかどうか確認

していかなければならない。

仮に、バックトランスレーションによっ

てほぼ同一の事柄を質問できていることが

確認できたとしても、それを調査対象が同

じように解釈するとは限らない。例えば、

「ボランティア活動」が意味する内容は、国

によって異なる可能性がある。

さらに、調査そのものに対する国民性の

違いもある。例えば、欧米人は日本人に比

べ、調査は自分の意見を社会に表明する場

である、と考える傾向が強い。また、段階

評定法 (9.2.3節参照) では、日本人は極端

な選択肢を選ばず、より中間的な選択肢を

選ぶ傾向がある、と言われている。

　このため、特に国際比較調査を企画

する場合には、その経験が豊富な調査専門

家とよく相談するのがよい。
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