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はじめに  

西野理子（東洋大学） 

 

本書は、全国家族調査パネルスタディ（ National Family Research of  Japan, 

2008-2012 Panel Study; NFRJ-08Panel）の完了報告書である。  

全国家族調査パネルスタディ（ NFRJ-08Panel）は、日本家族社会学会全国家族

調査委員会（ NFRJ 委員会）が 1990 年代から行ってきた家族調査の延長上にある。

日本家族社会学会の会員有志の活動から始まった NFRJ は、組織をつくりファンド

を獲得して、家族に関する全国規模のデータを収集して公開してきた。パネル調査

の実施は、当初から計画の俎上にはあったが、実現にいたる前のハードルは高く、

具体的に取り上げられるチャンスがないままに第 1 回、第 2 回の横断トレンド調査

を終えていた。そして、第 3 回の調査 NFRJ-08 の計画が具体化した最終段階で、

その一部をパネル調査として開始することが可能になった。  

パネル調査の実現に立ちはだかるハードルが解決しているわけではない。第一に、

現在の日本社会では長期間にわたる資金が獲得できない。本パネルの資金源となっ

た日本学術振興会科学研究費助成金も、長くて 5 年間という期限がある。研究の趣

旨からいえばより長期間の実施が望ましいことはいうまでもないが、本パネル調査

も 5 年間という期限内での実現となった。第二に、パネル調査ではデータ収集に時

間がかかるので、成果を得られるのが開始からずいぶん遅くなってしまう。成果が

得られないままに、ある程度長期にわたって労力を費やさねばならないが、 NFRJ

はあくまで学会員有志によるボランタリーな組織であって、専属のスタッフがいる

わけではない。成果を出さなければならない研究者が、相応の労力を投じながら成

果を待たねばならないという矛盾を抱える。  

全国家族調査パネルスタディ（ NFRJ-08Panel）のプロジェクトは、家族に関す

るパネル調査をぜひ実現させようという有志を得て実現することができた。実行委

員会を組織して運営の中心を担ったのは、次頁の実行委員会メンバー 8 名である。

学会員のなかからさらに有志を募り、NFRJ-08 パネル研究会をたちあげ、そのメン

バーで研究会活動、ならびにデータのクリーニングなどの作業協力とデータの共同

利用を行っている。研究会メンバーは次々頁の通りである。  

研究会メンバーは、最終回調査の訪問にも一部、参加した。それまでに蓄積した

データからわからない個所が多かったケースに限って、研究者である研究会メンバ

ーが実査に加わり、可能な限り精確なデータ収集にあたったものである。このかた

ちも、 NFRJ 発足当初に発足時の中心メンバーが発案していたものである。全国に

散住する学会員が協力して調査に参加するという夢は、秘密保護の見地から学会員

に開かれた態勢で実現するわけにはいかなかったが、むしろ秘密保護優先ゆえに実

査の現場に出る機会がない現在だからこそ、とくに若手にとって良い機会になった

面もあるように思われる。  

実行委員会委員ならびに研究会メンバーの尽力を得て、2009 年度の初回開始から



その後の 5 年間にわたって、この家族に関するパネルデータは収集、整備されてき

た。実行委員会のメンバーは、研究会活動の運営をはじめとして多岐にわたって責

任と負担を担ってきたが、なかでもクリーニングの中心を担った保田時男委員には、

格別のご尽力を賜った。とくに記して感謝したい。また、松田茂樹会員は、本プロ

ジェクトの開始当初、メンバーとして協力してくださった。この場を借りてお礼申

し上げたい。  

時間のかかるパネルデータの収集をようやく実現し、本書を出す時点までたどり

着いた。これからさらなる成果を公表していくために、本書がその第一歩のてがか

りとなることを期待したい。  

 

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成金の提供を受けて行われました。  

研究課題：パネルデータによる現代日本家族の動態研究  

研究番号：21243034  

研究期間：平 成 21 年  度  ～  平  成  25 年  度  

 

 

＊初回の調査（ wave1、 NFRJ08）実施にあたっては、 NFRJ08 の研究代表者（稲葉

昭英・教授）の所属先である首都大学東京において倫理審査を受けました。  

＊最終回の調査（ wave5）実施にあたっては、研究代表者（西野理子・教授）の所属

先である東洋大学の社会学研究科において倫理審査を受けました。  
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