
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成 22 年 5 月 25 日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）：本研究は、1999 年と 2004 年に行われた全国家族調査に引き続く第 3

回調査(NFRJ08)を計画・実施し、公共利用データを作り上げることを目的とする。2008 年 11

月～12月に、日本の全国（島嶼部を除く）に居住する 28歳から 72歳までの男女を対象に 9,400

人を層化二段無作為抽出によって抽出、2009年1月～2月に訪問留め置き法に実査を行い、5,203

名から回収票を得た（回収率 55.4％）。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this research project is to plan the research design 
of the  3rd National Family Research of Japan (NFRJ08) , which is the serial social survey 
research after those conducted in 1999 (NFRJ98) and 2003 (NFRJ03), and to do this survey. 
We finally plan to make up this data set as a public use one for researchers. We selected 
9,400 samples by stratified two stage random sampling method among people aged 28 to 72, 
men and women living in Japan, between November and December in 2008. We did survey by 
self-administered questionnaire method between January and February in 2009. We got 5,203 
respondents from them (response rate was 55.4 percent). 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 日本家族社会学会では、1999 年 1 月に
第 1回全国家族調査(NFRJ98)を実施、このデ
ータを公共利用データとして研究者に公開
した。全国家族調査は反復横断調査として５
年間隔で継続的にデータを収集することが
当初から計画されており、2004 年に第 2回調
査(NFRJ03)が実施された。第 3回調査は 2009
年に実施が予定されていた。 
(2) 2006 年度より、日本家族社会学会全国
家族調査委員会が中心となり、メンバーを学
会内で公募、NFRJ08 実行委員会を組織した。
研究代表者（稲葉）がこの委員会の委員長を
つとめている。 
 
２．研究の目的 
 第 3回全国家族調査（NFRJ08）の計画と実
施、および公共利用データの作成である。 
 
３．研究の方法 
(1) NFRJ08 実行委員会では、デザイン班、
調査票班、サンプリング班、クリーニング班
に作業グループをわけ、それぞれが NFRJ08
の実現にむけて作業をすすめ、定期的に全体
会を開催した。 
(2)  以上の作業の結果できあがったサン
プリング計画と調査票について、実査を(社)
中央調査社に委託し、住民基本台帳を用いた
サンプリング、調査員による訪問留置回収法
による調査を行った。サンプリングは全国の
28歳～72歳の男女を母集団とし、9,400 人を
層化二段抽出で抽出した。この規模は従来よ
りも小さいが、これは予算的な制約によると
ころが大きい。特別推進などの大型研究費に
も応募したが、採択されることはなく、やむ
なく標本の規模を従来よりも少なくした。 
(3)調査票は年齢に応じて異なった内容を尋
ねるべく、若年票、壮年票、高年票の３種類
を用いた。これまで 2回の調査で用いられて
いる項目を継続的に使用することを前提と
しつつ、いくつかの項目について見直しを行
った。 
(4) データのクリーニングは、クリーニン
グ班が中心となって仕様書を作成、その仕様
書にそったクリーニングを中央調査社が行
った。そのうえで、さらなるクリーニングを
クリーニング班が実施した。 

 
４．研究成果 
(1) 実査の結果、5,203 名から回答を得た。
（回収率55.4％）。内訳は正規対象は4901名、
予備対象が 302 名であった。 
(2) データクリーニングの結果、最終的な
データが 2010 年 12 月初旬に完成した。デー
タはただちに NFRJ08 実行委員会メンバーに
配布され、各委員が分担執筆する形で第 1次
報告書を作成した。この報告書は、すべての
変数について、性別×年齢とのクロス集計を
実施したものである。 
(3) 2010 年 4 月より、2 次報告書の作成に
むけて NFRJ08 研究会を組織した。メンバー
は学会内で公募し、このデータを使って実質
的な研究を行っていく。データは、2011 年度
中には研究者向けに一般公開の予定である。 
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