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１．はじめに 

 2000 年代に入り、多くの社会調査（ここ

では、質問紙等の標準化された様式による

量的な調査のこと）で回収率の低下が報告

されている。社会調査を実施する側として

は、調査協力を得るために従来にも増して

様々な工夫や地道な努力が必要になってい

る。調査員の訪問時間の工夫に関する取組

はその一例といえよう（有坂 2010）。 

 その一方で、調査協力が得られた標本の

特性を明らかにすることもますます重要に

なっていると考えられる。なぜなら、調査

結果は基本的に回収できた標本の情報を整

理したものであり、回収率が低下しつつあ

る中では、非標本誤差がより大きくなる可

能性を排除できないからである。回収状況

に応じたウェイトを設定して調査結果を補

正する試みもみられるが、非回収標本の情

報取得の困難が完全に解消されるわけでは

なく、この場合も回収状況に関する慎重な

検討は不可欠である。 

 社会調査の結果の公表に際して、分析対

象となった標本の特性に関する検討結果が

積極的に取り上げられることは少ないよう

に思われる。このテーマが一般の関心を呼

びにくいことはやむを得ないのかもしれな

い。しかし、標本の特性を理解しないまま

社会調査の結果を用いることは、しばしば

指摘されるように、誤った現実理解に陥る

ことになりかねない。 

 本稿では、政府の統計調査の１つである 

 

 

 

 

 

 

 

全国家庭動向調査を取り上げ、その標本特

性を検討する。詳細は次章に譲るが、全国

家庭動向調査は国立社会保障・人口問題研

究所（以下、社人研）が５年に１度実施す

る全国規模の反復横断調査で、1993 年の第

１回調査以来、1998 年、2003 年、2008 年

の計４回行われている。 

 以下、次章で全国家庭動向調査の概略を

整理し、３章で非回収標本の特徴から回収

率の推移の背景を探り、４章で分析対象と

なったケースに限定して、その基本属性の

分布を国勢調査と比較し、家庭動向調査の

標本について考えてみたい。５章では、全

体を簡潔にまとめる。 

 2007 年の統計法の全面的な改正以降、い

わゆる政府統計の作成に用いられた統計調

査の個票の利用が従来よりも容易になった。

本稿が全国家庭動向調査を利用する上での

一助となれば幸いである。 

 

２．全国家庭動向調査の概略 

（１）国立社会保障・人口問題研究所の実

施する全国調査と全国家庭動向調査 

 全国家庭動向調査は，社人研が毎年実施

する「社会保障・人口問題基本調査」の中

の１つとして実施されている。「社会保障・

人口問題基本調査」には、全国家庭動向調

査の他に、現在は、世帯動態調査、出生動

向基本調査、人口移動調査、生活と支えあ

いに関する調査が含まれる。社人研では、

この５つの調査の中から毎年１つの調査を

政府統計調査の標本特性の検討 
－全国家庭動向調査を例に－ 

国立社会保障・人口問題研究所 

人口構造研究部 第１室長 山内 昌和 
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行っている１。 

 全国家庭動向調査を含む「社会保障・人

口問題基本調査」は、厚生労働省が毎年実

施する国民生活基礎調査の後継調査でもあ

り、標本抽出や実査では国民生活基礎調査

の枠組みを利用している。この仕組みは、

社人研が多様かつ大規模な社会調査を定期

的かつ効率的に実施することを可能にして

いる。ただし、全国家庭動向調査にとって

は、次節でみるように、調査で想定する母

集団（target population）と抽出に際して

用いる母集団（frame population）のずれ

が生じる一因にもなっている。 

 全国家庭動向調査の目的は、家庭内にお

ける出産・子育て、老親の扶養・介護をは

じめとする家庭機能の実態とその変化を捉

えることである。 

 調査内容は各回により少しずつ異なるが
2、おおむね次の８項目について調査されて

きた。①夫婦の人口学的・社会経済的属性、

②両親、子どもに関する事項、③出産・育

児、扶養・介護に関する事項、④日常生活

でのサポート資源に関する事項、⑤夫の家

事・育児に関する事項、⑥夫婦関係に関す

る事項、⑦子どもや家族に関する考え方（意

識）に関する事項、⑧資産の継承に関する

事項。 

各回の調査結果は、報告書（厚生省人口

問題研究所 1995，国立社会保障・人口問題

研究所 2000，2007，2011a,b）や雑誌「人

口問題研究」を中心に公表されてきた 3。 

 

（２）調査デザイン－第 4 回調査を中心に 

 第４回調査の目的と主要な調査項目は、

これまでと同様であり、上述したとおりで

ある。調査対象は、第３回調査まで全国の

有配偶女性としていたものを、第４回調査

では離死別を含む結婚経験のある女性とし

た４。ただし、標本抽出では全国の世帯を母

集団とする。具体的には、全国の国勢調査

区から層化無作為抽出された国民生活基礎

調査のための 1,088 調査区から、さらに抽

出された 300 調査区に居住する全世帯を標

本としており、集計・分析に際して、有効

回収標本から結婚経験のある女性を含むケ

ースを取り出すという形式である。  

 調査に使用する質問票は１種類のみであ

る。結婚経験のある女性が含まれる標本の

場合は当該女性が、結婚経験のある女性が

含まれない標本の場合には世帯主が、また、

結婚経験のある女性が複数含まれる標本の

場合にはもっとも若い結婚経験のある女性

がそれぞれ回答する。設問は問１から問 21

まであり、両面印刷されたＡ３用紙で４枚

分の分量である。ただし、結婚経験のある

女性がいない標本の場合、回答するのは問

１と問２のみである。 

 実査は、地方自治体や保健所の協力のも

と、地方自治体によって選ばれた統計調査

員が配票・回収する訪問留置法で実施され

た。調査票の配布に際しては、できるだけ

標本となった世帯の世帯員に面会し、配布

するよう依頼しているが、やむを得ない場

合には郵便受け等に配布することも認めて

いる。調査実施日は 2008 年７月１日であり、

おおむね６月下旬から７月上旬が実査の期

間となる。 

 調査票回収後は、国立社会保障・人口問

題研究所で回収票の点検作業を行い、デー

タの入力とクリーニング、合成変数の作成、

集計を行う。データクリーニングには、値

範囲が不適切な場合や回答内容に論理エラ

ーがある場合に回答を修正する作業のほか、

記入状況や記入内容に不備が多いものを無

効票として除外する作業も含まれる。 
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３．回収率の変化とその背景 

（１）回収率の動向 

 表１は全国家庭動向調査の第１回調査か

ら第４回調査にかけての回収状況を整理し

たものである。第１回調査から第３回調査

までは世帯内に複数の有配偶女性がいる場

合に該当人数分の調査票を各世帯に配布し

ていたため５、配布に対する回収、有効回収、

集計対象の割合でみていく。集計対象とは

各回の報告書で集計・分析の対象となって

いるケースのことであり、有効票のうちの

有配偶女性が回答したケースである（１世

帯から１ケースのみとし、第１回調査から

第３回調査までは、同一世帯内の複数の有

配偶女性のケースのうち若い方のみとして

いる）。 

 回収率は、第１回調査の 93.1％から継続

して低下し、第４回調査では 84.7%であっ

た。記入状況の悪い無効票を除いた有効回

収率は、第１回調査で 80.6％、第２回調査

では 87.7％と上昇したが、第３回調査では

約 10 ポイント低下して 76.9％、第４回調

査では第３回調査とほぼ同じ 76.7％であ

った。これらの値は類似の調査と比べて高

い値のように見えるが、調査対象世帯数に

対する有効回収率は第２回調査で 75.7％、

第４回調査で 64.0％であり（山内 2012）、

特に良好な水準というわけではない。 

 配布数に対する集計対象数の割合は、第

１回調査から第４回調査にかけて 53.0％

→55.6％→50.6％→52.7％と上下しながら

推移している。有配偶女性を集計対象とし

ているため、本来であれば未婚化や晩婚化

の影響を反映してこの値は直線的に低下し

ていても良さそうだが、そのようになって

いない。この主たる要因は、上述したよう

に、第１回調査から第３回調査までは１世

帯あたりの配布数が複数の場合もあったた

めである。調査対象世帯数に対する集計対

象数の割合で考えれば、直線的に低下して

いるとみなせるだろう６。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうした回収率の低下の背景を探るため

に、以下では山内（2012）に基づき、第４

回調査の非回収標本の特徴を整理し、第２

回調査との比較を行う。第２回調査と比較

するのは、回収状況の詳細な分析結果が報

告書(国立社会保障・人口問題研究所 2000)

に記載されているためである。 

 

（２）第４回調査の欠票の特徴 

 一般に、調査対象となった標本は有効標

と欠票（survey nonresponse）に大別でき、

さらに欠票は未配布、未回収、無効に細分

できる。このうち未配布とは調査対象とな

った標本のうち調査票の配布ができなかっ

たもの、未回収とは調査票の配布はできた

が回収ができなかったもの、無効とは回収

できたものの記入内容の不備等で無効とさ

れたものである。 

 表２はこうした標本の区分と、その属性

（世帯規模と居住地域）との関連を整理し

たものである。同表の表頭のうち、欠票率

と未配布率は標本全体に占める欠票または

未配布となった標本の割合、未回収率は配

布標本に占める未配布標本の割合、無効率

第1回
(1993年）

第2回
（1998年）

第3回
（2003年）

第4回
（2008年）

調査区数 238 300 300 300

配布数 11,480 13,630 14,332 13,045

10,691 12,398 12,681 11,046
93.1 91.0 88.5 84.7

9,252 11,951 11,018 10,009
80.6 87.7 76.9 76.7

6,083 7,578 7,252 6,870
53.0 55.6 50.6 52.7

資料：各回の報告書

注1）調査区数は調査対象となった国勢調査区の数である。

注2）回収数、有効回収数、集計対象数の下段は配布数に占める割合（％）

回収数

有効回収数

集計対象数

表１ 全国家族動向調査の回収に関する指標 
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は回収できた標本に占める無効標本の割合

である。なお、同表の世帯規模は、調査の

際に調査員が把握したものであり、不詳も

含まれる。 

 欠票率は全体で 36.0％であり、総じて世

帯規模が小さく、非三大都市圏よりも三大

都市圏で高い。１人世帯や三大都市圏では、

欠票率は 40％台と高い値を示す。また、世

帯規模が不詳の世帯は１千を超え、ほぼ全

てが欠票であった。 

 未配布率と未回収率は，全体ではそれぞ

れ 16.8％、15.1％とほぼ同水準であり、１

人世帯や三大都市圏で高く、ほぼ 20％を上

回った。無効率は、これらとは傾向を異に

しており、世帯規模や三大都市圏との明確

な関連はみられなかった。世帯規模が不詳

の世帯では、未配布率、未回収率、無効率

のいずれも高い値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第４回調査の未配布・未回収の理由 

 未配布および未回収となった理由を整理

したのが表３である。ここでの理由は、調

査員が調査実施の際に判断したものを筆者

が整理したものである。 

 未配布の理由は、全体では拒否が最も多

い 47.6％、次いで不在の 31.5％であった。

世帯規模との関係をみると、１人世帯や世

帯規模が不詳の世帯では不在が拒否を上回

り、４割を超えるのに対し、２人以上の世

帯では拒否が６割以上を占めた。大都市圏 

との関係をみると、非三大都市圏に比べて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三大都市圏では不在の割合が高く、拒否の 

割合が低い。 

 未回収の理由は、全体では不在が 48.2％、

拒否が 33.4％であった。世帯規模との関係

をみると、不在の割合は１人世帯で５割、

世帯規模が不詳の世帯では８割を超えるの

に対し、２人以上の世帯では拒否が５割、

３人以上の世帯では拒否が６割を超える。

大都市圏との関係をみると、拒否の割合は

三大都市圏と非三大都市圏でほぼ同じであ

るが、三大都市圏でその他の割合が高い。 

 

 

総数
（標本）

欠票率
(%)

未配布率
(%)

未回収率
(%)

無効率
(%)

1人 4,206 46.9 22.3 25.9 7.6

2人 4,051 29.9 11.8 8.9 12.7

3人 2,827 24.4 10.3 7.2 9.2

4人 2,106 20.1 8.3 7.0 6.2

5人以上 1,385 19.6 6.4 6.4 8.3

不詳 1,069 99.7 61.6 97.8 66.7

三大都市圏 7,898 42.7 22.6 18.7 9.0

非三大都市圏 7,746 29.2 10.9 12.0 9.7

15,644 36.0 16.8 15.1 9.4

15,029 24.3 9.4 9.0 8.2
資料：山内（2012）

注１）欠票率は全標本に対する欠票となった標本の割合、未配布率は全標本に対する未配布標本の

　　　 割合、未回収率は配布標本に対する回収できなかった標本の割合、無効率は回収標本に対す

　　　 る無効となった標本の割合。なお、全標本は欠票となった標本と有効となった標本の合計であり、

　　　 欠票となった標本は未配布・未回収・無効の3つに区分される。

注２）三大都市圏には埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県が含ま

　　　 れ、それ以外の道県は非三大都市圏に含まれる。

属性

世
帯
員
数

地

域

全体

参考）第2回調査

表２ 第４回調査の欠票となった標本の属性 
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（４）第２回調査との比較 

 以上の結果を、第２回調査と比較したと

ころ、下記３点が明らかになった。１点目

は、第２回調査と比較した第４回調査の欠

票率の高さは、主として未配布率と未回収

率の上昇によるものである。表２にみるよ

うに、第４回調査では、第２回調査に比べ

て欠票率が 11.7 ポイント高く、未配布率は

7.4 ポイント、未回収率は 6.1 ポイント、

無効率は1.2 ポイントそれぞれ上昇していた。 

 

表４ 標本属性別にみた欠票率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２点目は、標本の属性によって第２回調

査と第４回調査の欠票率の差が異なる点で

ある（表４）。第２回調査と比較した第４回

調査の欠票率は、三大都市圏と非三大都市

圏別にみると、いずれも第２回調査から第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４回調査にかけて 10 ポイント程度上昇し

ていたのに対し、世帯規模別にはカテゴリ

間で差がみられた。すなわち、１人世帯で

は欠票率はほぼ同水準であったのに対し、

２人以上の世帯では 10 ポイント前後伸び

ていた。また、第２回調査では存在しなか

った世帯規模が不詳の世帯が多数生じてい

た。 

 ３点目は、欠票率上昇の主因であった未

配布率や未回収率の伸びの背景に、拒否や

不在の大幅な増加があった点である。第２

回調査から第４回調査にかけて全標本に占

める配布・回収できなかった標本の割合は

17.6％から 29.4％へ上昇し、このうち拒否

を理由とするものは 5.9％から 12.2％、不

在を理由とするものは 6.4％から 11.4％、

その他 7・不詳は 5.2％から 5.8％への上昇

であった。また、表３に示したように、第

４回調査では第２回調査に比べ、未配布で

は不在の割合が微減となったのに対し拒否

の割合が上昇し、未回収では拒否の割合が

微増となったのに対し不在の割合がより大

きく上昇した。 

 以上から、全国家庭動向調査も、他の社

会調査同様、大都市地域や単独世帯で調査

協力を得ることが難しかったことが分かる。

表３ 未配布と未回収の理由 

拒否 不在 その他 不詳 拒否 不在 その他 不詳

1人 940 35.2 43.7 18.3 2.8 847 25.1 51.1 21.3 2.5

2人 480 65.6 14.6 18.1 1.7 318 50.6 30.8 13.5 5.0

3人 292 65.8 17.8 12.3 4.1 182 63.7 23.1 10.4 2.7

4人 175 70.3 10.9 16.6 2.3 136 60.3 22.8 14.7 2.2

5人以上 88 75.0 13.6 9.1 2.3 83 65.1 24.1 8.4 2.4

不詳 659 34.4 40.5 12.0 13.1 401 7.7 81.0 10.0 1.2

三大都市圏 1,786 45.2 35.4 14.4 5.0 1,140 33.2 41.0 21.8 4.0

非三大都市圏 848 52.7 23.5 18.0 5.8 827 33.7 58.3 7.3 0.7

2,634 47.6 31.5 15.6 5.2 1,967 33.4 48.2 15.7 2.6

1,417 40.6 33.3 1,219 31.3 34.6

資料：山内(2012）

属性

未配布 未回収

標本数
構成（％）

標本数
構成（％）

34.0

世
帯
員
数

地

域

全体

参考）第2回調査 26.1

属性
第2回調査

(%)
第4回調査

(%)
差
(%)

1人 48.2 46.9 -1.3
2人 20.7 29.9 9.2
3人 15.1 24.4 9.4
4人 12.2 20.1 7.8
5人以上 8.2 19.6 11.4
不詳 - 99.7 -
三大都市圏 30.3 42.7 12.4
非三大都市圏 19.0 29.2 10.2
資料：山内（2012）
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さらに、近年の調査環境が厳しさを増して

いるといわれる中で、全国的に２人以上の

世帯で調査協力を得られにくくなっており、

このことが近年の有効回収率の低下につな

がっていたと考えられる。 

 全国家庭動向調査の集計対象が有配偶女

性であることを考えると、２人以上の世帯

で欠票率が増したことは集計対象となった

標本の特性にも何らかの影響が生じている

可能性がある。次章では、この点について

検討しよう。 

 

４．国勢調査との比較にみる全国家庭動向

調査の集計対象標本の特性 

（１）分析方法 

 ここでは集計対象となった標本の基本属

性、具体的には有配偶女性の年齢、仕事の

有無、学歴に関して国勢調査と比較する。

比較に際しては、両調査の調査時期や設問

形式が異なること、両調査ともに不詳（unit 

nonresponse）が含まれることを踏まえ、厳

密な数値の比較よりも傾向の把握に力点を

おく。比較の方法は以下の通りである。 

 年齢については全ケースに対する年齢別

割合を算出し、両調査を比較した。ただし、

全国家庭動向調査は国勢調査年次間のほぼ

中間時点で実施されるため、全国家庭動向

調査に前後する国勢調査の平均値と全国家

庭動向調査の値とを比較した。例えば、2008

年７月に実施された第４回調査の結果につ

いては、2005 年と 2010 年の国勢調査の結

果の平均値と比較する。 

 仕事の有無については、仕事ありと仕事

なしの合計に対する仕事ありの割合を年齢

別に算出し、両調査を比較した。比較に際

し、全国家庭動向調査については仕事の有

無を直接把握できる設問を利用し、国勢調

査については労働力状態に関する集計結果

を利用した（労働力人口のうちの就業者を

仕事あり、完全失業者と非労働力人口を仕

事なしとした）。両調査の調査年次のズレは

上述の年齢と同様の考え方で補正した。 

 学歴については、中学卒、高校卒（専門

学校・短大・高専卒を含む）、大学・院卒の

構成比を年齢別に算出し、両調査を比較し

た。両調査の調査年次のズレについて、国

勢調査の学歴に関する調査が 10 年に１度

であるため、例えば 2008 年７月に実施され

た第４回調査の結果については、2000 年と

2010 年の国勢調査の結果に１：３の重みを

つけた平均値と比較した。第１回から第３

回調査の結果についても同様の考え方に基

づいて国勢調査と比較する。学歴のカテゴ

リについて、国勢調査では在学中や未就学

のカテゴリもあるが、今回は最終卒業学校

のみを利用した。 

 なお、実際の分析は年齢５歳階級別に実

施したが、紙幅の都合で適宜まとめて表示

する。 

 

（２）全国家庭動向調査の集計対象標本の 

特性 

 年齢について国勢調査と全国家庭動向調

査を比較したのが表５である。 

 

表５ 集計対象標本となった有配偶女性の年齢

分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 年齢 第1回 第2回 第3回 第4回

29歳以下 9.5 7.5 6.8 4.8

30～54歳 67.1 58.2 59.3 50.9

55歳以上 23.4 34.3 33.9 44.3

29歳以下 0.5 -0.8 -0.2 -0.8

30～54歳 7.8 2.5 7.7 2.9

55歳以上 -8.3 -1.7 -7.5 -2.1

資料：各回報告書及び国勢調査

分
布

差

注）分布は全国家庭動向調査の集計対象標本の有配偶女性の年

　　 齢分布であり、差は国勢調査の値を引いたもの。
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 同表によれば、30～54 歳は全国家庭動向

調査の方が国勢調査より多く、29 歳以下や

55 歳以上では国勢調査より少ない傾向に

あり、各回ともほぼ共通する。全国家庭動

向調査では世帯内に複数の有配偶女性がい

る場合に年齢の若いケースを集計対象とし

ているため、国勢調査に比べて高齢者の回

答が少ないことは妥当である。ただし、第

２回や第４回に比べ、第１回や第３回の方

が国勢調査との差は大きい。また、29 歳以

下のような特に若い年齢層で国勢調査より

少ない点は、若年者の捕捉の難しさをあら

わしている可能性がある。 

 年齢別にみた仕事ありの分布は調査回に

よって傾向が異なっている（表６）。第１回

調査では 40 歳代や 50 歳代で国勢調査より

仕事ありの割合が高く、それ以外の年齢で

は低い。第２回調査では、年齢にかかわら

ず国勢調査より仕事ありの割合が低い。そ

れに対し、第３回調査と第４回調査ではほ

ぼ全ての年齢で国勢調査より仕事ありの割

合が高く、とくに第４回調査で差が大きい。

仕事ありの分布が調査回ごとに異なる理由

はよくわからない。仕事に関する分析をは

じめ、全国家庭動向調査を用いた時系列で

の比較を行う際には留意すべき事項といえ

よう。 

 

表６ 集計対象標本となった有配偶女性の年齢

別にみた仕事ありの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別の学歴構成を整理した表７によれ

ば、各回ともに共通した傾向がみられる。

すなわち、全年齢で国勢調査よりも中学卒

の割合が低く、対照的にほぼ全ての年齢で

高校卒の割合が高い。ただし、大学・院卒

についてははっきりした傾向はみられない。

中学卒の割合が少ない点は、全国家庭動向

調査の結果を理解する際に注意が必要であ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろう。 

 ３章では、全国家庭動向調査の回収率低

下に２人以上の世帯での回収率低下が寄与

していることを指摘したが、本章の結果を

みる限り、少なくとも最近の調査の方が集

計対象標本に何らかの偏りが生じていると

いう結果は見いだせない。年齢分布や年齢

別の学歴構成からは全調査に一貫した傾向

区分 年齢 第1回 第2回 第3回 第4回

39歳以下 44.9 38.0 50.8 56.0

40～59歳 63.8 52.9 65.6 71.1

60歳以上 25.8 18.8 28.4 31.8

39歳以下 -1.3 -7.1 5.1 7.5

40～59歳 3.8 -8.5 3.6 7.6

60歳以上 -1.1 -8.0 3.7 7.2
資料：各回報告書及び国勢調査

分
布

差

注）分布は全国家庭動向調査の集計対象標本である年齢別にみた有配

      偶女性の仕事有の割合であり、差は国勢調査の値を引いたもの。

表７ 集計対象標本となった有配偶女性の年齢別にみた学歴構成 

中学 高校 大学・院 中学 高校 大学・院 中学 高校 大学・院 中学 高校 大学・院

39歳以下 5.0 82.5 12.4 4.5 83.6 11.9 3.1 81.8 15.1 3.5 79.1 17.4

40～59歳 23.8 69.9 6.3 17.1 74.9 8.0 12.0 78.0 10.0 7.0 79.4 13.6

60歳以上 45.5 53.5 1.0 43.4 54.0 2.7 41.2 55.2 3.6 33.3 60.4 6.3

39歳以下 -3.7 1.3 2.4 -2.1 1.5 0.6 -2.1 1.3 0.9 -1.2 2.4 -1.2

40～59歳 -7.1 5.6 1.4 -5.8 4.7 1.1 -3.7 2.9 0.8 -2.4 0.6 1.8

60歳以上 -12.2 12.3 -0.1 -8.7 7.7 1.0 -4.2 3.1 1.1 -4.5 1.8 2.7

資料：各回報告書及び国勢調査

注2）高校には、専門学校・短大・高専を含む

注1）分布は全国家庭動向調査の集計対象標本である年齢別にみた有配偶女性の学歴構成であり、差は国勢調査の値を引いたもの。

分
布

差

第2回 第4回
年齢区分

第1回 第3回
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が確認された一方、仕事の有無のように、

調査回によって異なる傾向もみられた。 

 以上の結果を踏まえれば、最近増加して

いる欠票に関して、特定の層に偏って発生

している傾向はないのかもしれない。しか

し、全国家庭動向調査の分析対象標本には、

想定される母集団の特性とは異なる面も含

まれていることは否定できない事実である。

全国家庭動向調査の結果の分析や解釈に際

して、標本特性への配慮は欠かせないとい

えよう。 

 

５．おわりに 

 これまで全国家庭動向調査の回収状況の

変化と、集計対象標本の特徴について検討

してきた。近年の回収率の低下は、従来は

協力的であった２人以上の世帯における拒

否や不在の増加と関連していることが明ら

かになったが、そのことが年齢や仕事の有

無、学歴といった集計対象標本の基本属性

の分布に何らかの偏りを生じさせているわ

けではなかった。ただし、回収率の変化と

直接には関係しない形で、集計対象標本に

は、想定された母集団とは異なる特性がみ

られた。 

 近年の調査環境が悪化する中では、個々

の調査において回収率向上を目指す努力を

重ねることや、本稿で実施したような集計

対象標本に関する評価がますます重要にな

っている。今後は、こうした努力に加え、

類似した調査項目を含む複数の調査を利用

し、それぞれに不足する分析対象標本の情

報を相互に補完することで、分析や考察に

厚みもたらす試みも必要になるであろう。 

 

 

 

 

注） 
１ これら調査の情報は社人研ＨＰで閲覧でき

る。 

（http://www.ipss.go.jp/site-ad/ 

index_Japanese/cyousa.html） 
２ 各回の調査票と個票データのコード表は国

立社会保障・人口問題研究所（2011a）にま

とめられている。 
３ 「人口問題研究」では過去に全国家庭動向調

査に関係する特集号（第 54 巻 3 号、第 57 巻

2 号、第 57 巻 3 号、第 63 巻 4 号、第 66 巻 4

号、第 67 巻 1 号、第 68 巻 1 号）が組まれて

いる。 
４ 結婚経験のある女性には配偶関係が有配偶

と離死別の場合がある。公表段階では有配偶

女性のケースについて集計・分析した結果を

報告し（国立社会保障・人口問題研究所

2011a）、その後、離死別のケースについて集

計表を公表した（国立社会保障・人口問題研

究所 2011b）。 
５ 世帯内に有配偶女性がいない場合は世帯主

が回答するために１票のみ配布する。 
６ 第１回調査と第３回調査の調査対象世帯数

は報告書に明記されていないが、国勢調査区

の世帯数がおおむね 50 世帯であることや、

第２回調査や第４回調査の調査対象世帯数

をもとに判断すると、第１回と第２回が 80％

程度、第３回が 70％程度、第４回が 64.0％

となる。 
７ その他には転居等が含まれる。 
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