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1 沖縄総合社会調査 2006のねらいとデザイン

はじめに

本研究の目的は大きく2つある｡一つは､戦後 60年ないし本土復帰後 30数年を経た沖

縄の社会構造を､県民 (住民)の統計的調査から明らかにすることである｡今一つは､沖

縄についての､二次利用が可能な公開個票データセットを構築することである1｡これらの

目的を果たすために､われわれは､通称 ｢沖縄総合社会調査 2006｣プロジェク トを企画し､

沖縄県本島中南部において調査 (有効回答者数 :885人)を実施 した｡本書は､ひとまずそ

の基礎集計結果を報告するものである｡本章では､本調査研究プロジェク トの背景､ねら

い､基本デザインについて述べる｡

111本調査研究の背景

沖縄における社会調査の現状と課題

沖縄は､本土とは異なった社会構造と歴史的 ･文化的背景のために､しばしばそれ自体

を全体社会 (調査母集団)とする調査のフィール ドとなってきた｡その噂矢は､1960年代

初頭からからすでに明治大学や東京大学などによって行われた学術調査があげられるが

(鈴木 [編]2005)､その後の､いわゆる ｢沖縄調査｣の代表的なものをあげれば､復帰前

後の 1971-73年の九学会連合沖縄調査 (1976)に始まり､1980年代には鈴木広氏らによ

る過剰都市化研究 (鈴木 1986;谷 1989)､前述の九学会連合調査に日本社会学会から参加

した山本英治らによる 1990年代初頭の都市と農村の追跡調査 (山本ほか 1995)などがあ

る｡沖縄の都市部の社会階層と職業構造に関しては､波平勇夫による､30年にわたる定点

調査がある (波平 1980&2003)｡本研究プロジェク トの実施主体である琉球大学社会学講

座でも､そ うした過去のいくつかの調査プロジェク トに参加 したり､また個人ないしグル

ープで沖縄での調査を行ったりしてきた (伊江ほか 1985)20

このように､県内外の研究者による小規模な学術調査や､社会学隣接分野のものを含め

れば､これまでに相当数の調査が沖縄をフィール ドとして行われてきた｡このあたりで､

こうした数々の調査結果を時系列的につなぎ合わせて トレン ド分析を行い､戦後 60年およ

び沖縄の復帰 30年を経た沖縄の社会構造の変動を検証 してみる時期にきているといえる｡

そのための最新のデータが今必要とされているのである｡

沖縄の社会調査をめぐるもう1つの問題 として､沖縄社会を研究するための調査個票デ

1本報告書で ｢個票データ｣(あるいは ｢個票データセット｣)とは､個々の調査票の内容を記入した

データ (セット)のことであるが､ほかにも英語のmicrodataをそのままカタカナ表記をした ｢マ

イクロデータ｣あるいは ｢ミクロデータ｣という呼び方もある｡ここではこれらを皆同じものとし

て扱っている｡

2 1960年代以降の沖縄関係の世論調査 ･意識調査をまとめたものとして､比嘉要による資料 (鈴木

[編] 2005所収)を参照｡
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一夕が公開されていないということである｡沖縄を対象地域とする統計的社会調査はおそ

らく数百にものぼると見込まれるが､管見によれば､これらのうち個票データとして二次

利用に供されているデータセットは末だ存在しない｡数多くの調査が実施されながら､諸

般の事情からそのほとんどすべてが一次分析者の手元におかれ､二次利用のために公開さ

れてこなかった｡それは我が国における社会調査をめぐる状況一般がそうであったのであ

り､沖縄の場合も例外ではなかった｡近年､内外の二次分析向けの社会調査公開データ整

備 ･拡充の動きは､ますます活発化している｡実際､後述するように､SSJデータ ･アー

カイブを始めとした､いくつかのデータ ･アーカイブを通して､多くの個票データが公開

されるようになってきた｡そうした動向に照らすと､沖縄では､そのような二次利用可能

な公開データの整備において後れをとっていると言わざるをえない｡とりわけ､沖縄の社

会構造とその変動の研究のために研究者 ･実務家 ･大学院生が利用可能な､信頼できる基

礎的なデータ収集が必要であるとの認識は深まりつつあった｡こうした現状を打開するべ

く､われわれは､社会学､社会福祉学､マスコミ学といった学際的な研究チームを組織し､

沖縄初の公開データの構築を目的の一つに組み込んだ､通称 ｢沖縄総合社会調査｣プロジ

ェクトを企画し､調査を実施することになった｡

公開データ

沖縄を対象とする二次利用可能な公開個票データを整備するという目的をもつ､われわ

れのプロジェク トにもっとも影響を与えているのは､諸外国や日本ですでに先行している

数々の同様のプロジェクトである｡ここで､二次利用可能な社会調査ミクロデータ構築の

動向にふれておきたい｡というのも､こうした運動は日本ではまだ歴史が浅いし､とりわ

け沖縄の社会調査の現況の中ではあまりなじみがないと考えられるからである｡

社会調査の公開個票データとしては､1972年にシカゴ大学世論調査研究所(National

OpinionResearchCenter)が始めたGeneralSocialSurveys(GSS)が､包括的なテーマをも

った社会調査公開データとしてはもっとも先駆的な蓄積の一つである｡また､この思想を

日本で実現しようと1998年に始まった､大阪商業大学比較地域研究所と東京大学社会科学

研究所による ｢日本版総合的社会調査(JGSS)｣は､より直接的に､その基本的なねらいか

ら､具体的な質問項目にいたるまで､沖縄総合社会調査プロジェク トの模範となっている｡

このほかにも､筆者の関心領域である家族に目を転じるなら､米国ウィスコンシン大学

人口研究所による全米家族世帯調査 NationalSuⅣeyofFamiliesandHouseholdsが､

1987年より数次にわたってデータを蓄積 しており､家族 ･人口分野における公開データの

パイオニアである｡やはり､これを範として､日本では日本家族社会学会が ｢家族につい

ての全国調査｣(NFRJ)プロジェクトを立ち上げ､1998年以来､3つのデータセットを公

開している｡この NFRJプロジェクトも､われわれが模範として採用したもう一つの研究

フォーマットである｡

こうした個票データは通常､データ ･アーカイブと呼ばれる機関に委託されて､保持 ･

二次利用のための提供サービスがなされている｡データ ･アーカイブとは､｢社会調査のマ
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イクロデータ (個々の調査票の記入内容のデータ)を収集 ･保管し､学術目的での2次分

析のために提供する機関｣(松井 2000)のことである｡欧米諸国のほとんどで 1960年代に

は学術目的のデータ ･アーカイブが設立されていて､研究 ･教育に活用されてきた｡ 日本

では､1998年になってようやく､東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センター

がSSJデータ･アーカイブ(socialScienceJapanDataArchive)を設立して､データ提供を

開始した (松井 上掲論文)｡この SSJデータ ･アーカイブには､数百にのぼる個票データ

セットが寄託されており､学術目的での利用が可能となっている3｡

1-2ねらいと研究経過

以上のような背景をもちながら､本プロジェク トのねらいは､共同研究によって沖縄県

民の住民意識調査を行い､統計的な情報を共有し､それに基づいて多様な角度からの分析

を行うという点で､これまでの先行研究には見られなかった新たな地平を沖縄の社会構造

及び変動の研究に切 り開こうとするところにある｡同時に､本研究では二次利用として公

開可能なミクロデータとして構築することをめざす｡このことは､沖縄に関心をもつ研究

者に大きく寄与することが可能である｡すなわち､沖縄社会の変容予測に関わる基盤デー

タを構築し､その研究データを広く公開することにより､学術 ･政策利用の便宜に供する

ことを目指している｡具体的には､本研究を端緒として沖縄版 GeneralSocialSurveysを

構築することがわれわれの将来的な目標である｡

その理念は､当初からデータ ･アーカイブで個票データセットを公開することを目的と

して立ち上げられた JGSSの理念が､われわれの沖縄総合社会プロジェクトにとっても､

そのままあてはまる｡すなわち､1)アメリカのGSSのように変数の多い､学者や学生た

ちが自由に使 うことのできる汎用データを収集 ･整備する､2)調査後早い機会に､コー

ドブックとともにデータを公開する､3)プロジェクト･メンバーたちは､定期的にデー

タを発信するだけではなく､率先して分析を行 う (大阪商業大学比較地域研究所,2005:i)｡

もちろん､われわれのプロジェク トは､カバーする研究分野も､スタッフ陣容も､そし

て予算規模も､GSSはおろか､JGSSにも遥かにおよばない｡けれども､一定の統計的有

意性を確保しつつ､沖縄社会の特性に関してなにがしかをいうことのできる調査データを､

研究者のコミュニティと教育の現場で共有したいという熱意は変わらない｡本研究は､い

ずれはJGSSにならってOGSSとして認知されることを目指している｡

ここで､ 3年間にわたる本プロジェク トの研究経過について簡単にまとめておきたい｡

実は､本科研プロジェク トに先立ち､われわれは､沖縄の社会構造と生活世界を調査する

ための準備として､先行研究の成果をまとめつつ､今後取 り組むべき研究課題を整理 し､

報告書にまとめる作業を行った｡これは琉球大学における平成 16年度大学教育研究重点化

3 このほか､寄託された公開データセットの数は少ないけれども､札幌学院大学が運用している ｢社

会･意識調査データベース作成プロジェクト｣SocialandOpinionResearchDatabaseProject(略

称SORD)がある｡
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経費 (競争的研究経費)よるものである｡その後､平成 17年度～19年度に､本成果報告書

のもとになる沖縄総合調査 2006プロジェク トを立ち上げた｡

この3年間のうち､初年度 (平成 17)は､調査デザインの立案から調査票の作成までを

研究グループで行った｡平成 18(2006)年 6月から7月には､調査会社に委託して､那覇

市および南城市 (旧佐敷町)の 2地点において､24人を対象に予備調査を行い､さらにそ

の結果をふまえて､本調査用の調査票を秋までに完成させた｡本調査 (実査)は同 11月～

翌年 2月に行った｡本調査の詳細については次章で述べる｡

最終年度の平成 19(2007)年度は､データのクリーニングとェディティング､および分析

作業に費やされたが､その過程で､11月には安藤が日本社会学会自由報告部会において､

本調査の概要とともに､沖縄における公開ミクロデータ構築の意義と課題について報告し

た｡現在は､本調査データのデータ ･アーカイブ-の寄託をするべく準備作業を進めてい

るところである4｡

1-2沖縄総合社会調査 2006の調査デザインと調査項目

ここで､いよいよ本プロジェク トの核である沖縄総合社会調査 2006の調査デザインと調

査項目を述べよう｡本調査研究は､個人を単位とした統計的意識調査である｡もともとマ

スメディア接触や世論調査の分野では､個人が調査単位であったことはいうまでもない｡

また､社会学では､先述した GSS､JGSSなどの先行調査研究などがそうであるように､

社会意識を研究するような大規模な統計調査では､やはり個人を調査 ･分析単位としてい

る｡こうした理由から､本研究においても､個人を調査単位としたデザインならびに調査

票設計を採用している｡

したがって､本調査の調査対象 (ユニバース)は､基本的には沖縄社会の構成メンバー

個人 (住民)ということになるけれども5､今回の沖縄総合社会 2006では､いくつかの実

際的な制約から､その外延と内包は限定されたものとなっている｡まず､回答者のサンプ

リングを選挙人名簿に頼ったことから､母集団は必然的に､沖縄県に現住所があり､かつ

選挙権のある日本人に限定された｡選挙人名簿を使用したもっとも大きな理由は､住民基

本台帳閲覧の場合に伴 う､閲覧手続きの煩雑さ､閲覧料 (自治体によって請求しない場合

もあるが)を回避 したいからであった6｡また､こうした母集団設定により､日本人以外の

住民は除外されている.これには､外国人登録者や､いわゆる SOFA(日米地位協定)7に

4 このほか､平成 18(2006)および平成19(2007)年度において､対象者に対する調査結果還元の一環

として､小冊子 ｢沖縄県民の生活･福祉 ･社会意識についてのアンケート調査結果概要｣(本文約

20ページ)を作成し､回答して頂いた方々に対して郵送した｡

5 沖縄社会というのが社会文化的にどの範囲を含めるかについては議論が必要ではあるけれども､さ

しあたり本研究では､沖縄県という地理的･行政的範域を考えている｡

6 ちょうど調査前年の2005年から施行された個人情報保護法の規定が誇大に喧伝されたことにより､

サンプリングのための住民基本台帳閲覧に対する自治体の消極的対応も予想された｡

7正式名称は ｢日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び
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基づいて滞在する米国軍人や軍属 (家族も含めて)､あるいは日本人の親をもちながら日本

国籍がない人などが該当する｡

次に､沖縄県在住の日本人が調査対象となったところで､原則的には､すべての年齢層

および､県内全域の在住者が対象になるべきであるけれども､実際の母集団は､沖縄本島

の中南部 17市町村在住の20-64歳男女とした｡ここでの地理的範域は､沖縄本島内で船

舶や航空機を必要としないで移動できる地域で､かつ北部 (名護市､国頭郡)を除外 した

範囲である｡本島以外で外されたのは､宮古諸島､八重山諸島､北 ･南大東島といった離

島地域である (本島南部管内の島尻郡に含まれる離島町村も除外されている)｡このように､

地域的限定を付した理由は､端的にいって資金的な制約によるものである｡すなわち､配

布留め置き法にかかる交通費や人件費が､県内全域をカバーするだけの予算が得られなか

ったためである｡こうした制約の克服は､将来的な課題として残された｡

対象者の年齢については､就学者が多数を占める20歳未満と､自記式調査票 (後述)の

回収率が低くなると予想される高齢者は､今回の対象からは外された｡これは､たとえば

先行調査であるJGSSでは20-89歳を対象としているのに比べると､せまい年齢層の設定

となっている｡このあたりはわれわれの間でもかなり議論されたけれども､予想される回

収率と投入できる資金とを秤にかけて出された､さしあたりの結論であった｡

統計的な分析を行 うに十分なサンプル規模と有効回収率を確保するために､調査方法は

自記式の調査票を用いた配布留め置き法を採用 し､実査では調査員が対象者を1人ひとり

訪問して配布し､後日､回収を行った｡

調査項目の設定方針としては､対象者の生活構造と意識について幅広くとらえ､かつ､

今後も定期的にデータ収集を行 う定点調査としての意義をもたせるべく､先行プロジェク

トによるデータセットと比較可能な変数を一部盛 り込むと同時に､沖縄に特徴的な社会問

題や時事問題についての沖縄県民の意識 ･行動の実態を描き出すための項目を数多く設定

している｡たとえば､家族､社会福祉､国際化 ･グローバ リゼーション､エスニシティ (日

系人 ･外国人 ･アメラジアン問題)､沖縄アイデンティティ､観光と沖縄イメージ､米軍基

地問題､開発問題などである｡沖縄総合社会調査 2006の概要は表 1-1を､また具体的な調

査項目については表 1-2を参照されたい80

以上､本プロジェク トの背景､ねらい､調査デザインについて述べた｡実際の調査の過

程､すなわち､サンプリングとデータの基本特性については､次章で述べる｡

区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定｣｡

8なお､個々の章ではその都度断ってはいないけれども､質問項目には､JGSS､NFRJなどの先行

調査で用いられたものを多く採用した｡
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表 1-1 沖縄総合社会調査の概要

1.調査の名称 ｢沖縄県民の生活 .福祉 .社会意識についてのアンケー ト｣

2.実施主体 沖縄総合社会調査委員会 (代表 鈴木規之､琉球大学法文学部教授)

3.調査対象 沖縄県本島中南部 17市町村に居住の男女 (20-64歳)

4,調査項 目 以下の分野に関する行動 .意識 :

家族､地域生活､社会貢献､児童福祉､社会福祉､精神障がい者福祉､交通問題 .

身体障がい者福祉､ショッピングモール､沖縄イメージ､開発 .発展､外国人 .

日系人 .アメラジアン､マスメデ ィア接触､インターネット利用､政治 .社会意

識､ウチナーンチュ .アイデンティティ､基本属性

5.標本規模 と標本抽出方法 計画標本 1,640人､確定標本 1,739人○選挙人名簿からの層化 2段無作為抽出

6.調査方法 と期間 訪問留置法O平成 18年 11月 23日～2月20日

7.回収状況 有効回答者数 :885人 (有効回収率 :54.0%)

表 1-2 沖縄総合社会調査の調査質問概要

分 野 質 問 項 目

家族 家事行動､子ども数､理想子ども数､子どもの性別希望､家族意識

地域生活 行事参加頻度､祭り参加頻度､居住継続意志､所属団体

社会貢献 社会貢献意志､社会活動経験､社会活動参加意志

児童福祉 子育て環境充実度､子育て貢献意志､里親制度賛否､里親世帯意志

社会福祉 責任所在

精神陣がい者福祉 精神障がい者との接触､精神陸がい者に対するイメージ､精神陣がい者に対する抵

抗感､精神疾患の認知度

交通問題.身体障がい者福 交通問題､交通.移動題解決策､自動車運転有無､

祉 路線バス利用頻度

ショッピングモール ショッピングモ-ル利用頻度､ショッピングモール利用 日的､ショッピングモールに対

する意識

沖縄イメージ

開発.発展 開発で沖縄は良くなったか､沖縄にとって｢望ましい開発のあり方｣､環境と開発につ

いての意見､電化製品を買い換えるときの考え方､この5年間の暮らし向きの変化､今

後の生活の仕方について､沖縄の未来イメージ

外国人.日系人.アメラジア 外国人との接触有無､外国人等に対する抵抗感､外国人とホスト社会との関係､外国

ン 人の人権について

マスメディア接触 新聞購読時間､新聞購読面､テレビ視聴時間､

視聴番組ジャンル

インターネット利用 インターネット利用頻度

政治.社会意識 憲法9条改正､沖縄米軍基地､自衛隊､日米安全保障条約､普天間基地移設､支持

政党

ウチナーンチュ.アイデンテ ｢ウチナーンチュ｣の要件､自分はウチナーンチュか､ウチナーンチュであること-の

イティ 誇り

基本属性 性別､出生年月､出身地､県外居住経験､通算居住年数(県外出身者)､就業有無､

従業上の地位､職種､従業先規模､学歴､階層意識､住居形態､住居面積､世帯年
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2 サンプリングとデータの基本特性

ここでは､標本抽出､実査の状況､データの基本的特性について述べる｡沖縄総合社会

調査 2006では､標本抽出､実査､データ入力までの工程を有限会社沖縄ライフプラン総合

研究所 (以下､沖縄ライフプラン総合研究所)に委託して行った｡

2-1調査対象

沖縄総合社会調査 2006の調査対象は､沖縄本島中南部 17市町村に居住する満 20-64

歳の男女(平成 18年 9-10月現在)である｡すでに前章で述べたように､研究経費上の制約

から､沖縄全県を対象とするのは断念し､沖縄本島の中南部 17市町村を対象地域とした(南

部管内に属する島尻郡の離島村も除外されている)｡ したがって､まず今回の調査対象の､

沖縄県全人口における位置づけを述べておこう｡

われわれの調査直近の平成 17年に実施された国勢調査からみた､本調査研究の母集団人

口から確認していこう｡ただし､今回の調査対象は平成 17年時点では満 19-63歳であっ

たが､比較の目的のためには 1歳のずれは無視できるレベルのものとみなし､ここでは国

勢調査報告記載の5歳階級のデータをそのまま用いる (以下､表 2･1を参照)0

中南部 17市町村の20･64歳人口の合計は､男 320,248人､女 323,577人､合計643,825

人であり､これは県全体の同年齢人口の 82.6%を占めている｡これを市部と郡部に分けて

みると､市部の85%､郡部の75%となり､北部 ･離島を除外したことで､若干都市部人口

の比重が大きくなっている (表 2-1の太枠で囲んだ部分)0

また､地域ごとの年齢階級別人口比率からわかるように､八重山諸島を別にすれば､今

回除外された本島南部離島村､本島北部､宮古諸島の高齢人口比率はいずれも20%を超え

ているのに対 し､今回の調査地域では 15%前後にとどまっていて､県全体よりも若干低い｡

逆に 15歳未満人口比率では､本島中南部は県全体の 18.7%よりも若干高いレベルとなって

いる｡

これらのことから､今回の調査対象地域である本島中南部は､県全体からすると､都市

部人口に若干偏 り､また､年齢別人口構成の点では､高齢者が少なく､若年者が多い地域

となっているOさらに､今回除外された地域との差は､より大きいことはいうまでもない,

2-2サンプリング

標本の抽出は､選挙人名簿を用いた投票区単位の確率比例層化二段抽出により行った｡

ただし､後に述べる理由により､今回の標本抽出は若干変則的なかたちとなった｡それを

説明する前に､基本的な標本設計について述べておこう｡

本調査研究では､調査地点数 40(投票区)×40人(-投票区当たり)-1,600人を当初の計画

標本規模 と設定した｡この標本規模は､選挙人名簿の記載単位である投票区を調査地点と

し､加えて､実査管理の便宜上の理由から1投票区当たりの抽出人数を40人とし､調査票
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の配布 ･回収を行 う調査員を個々の投票区に割 り当てて実査を行 うことを前提にした上で､

実査に投入できる予算金額から割 り出したものである1｡

このような基本設計に基づいて､各市町村から抽出する調査地点 (投票区)の数を､各

市町村の 17市町村全体に占める人口比率に応じて比例配分して決定した｡市町村ごとの調

地点の抽出は無作為で行った (第一次抽出)｡この時点では､市町村の人口規模に応じた確

率比例抽出を第一段目として行い､さらに､調査対象者個人を第二段目の抽出で選ぶ予定

であった2｡

ところが､実際にこのような第一次抽出の結果として､人口比率がもっとも小さい嘉手

納町 (1.1%)が対象からはずれることになった｡ しかしながら､われわれは､米軍基地や

外国人に関する調査項目を含む本調査研究の趣旨にかんがみ､嘉手納町を含めるべきと考

えたので､同町(全 3投票区から1つを無作為抽出)を加えることにした｡

この結果､嘉手納町を加えた計画段階での標本規模は 1,640(41調査地点)となった (表

2-2)｡嘉手納町を除いた場合は投票区を第一段とする確率比例二段抽出であるが､同町を加

えた場合には､17市町村で層化した抽出を行ったことになる｡このように､本調査の標本

設計は､まず第一次抽出の方法において少々変則的な仕様となった30

次に､第二次抽出 (調査対象個人の選定)であるが､上記で抽出された41調査地点 (投

票区)から､各 40人を等間隔法により抽出した｡こうした2段階の抽出作業を行った結果､

計画標本構成の人口比例との誤差は､表 2-2の一番右の列に示されているように､きわめて

小さいものとなった｡ただし､後に述べるように､実査段階で予備標本を投入 したので､

これを加えた最終的な確定標本は 1,739人となった｡

ところで､抽出作業を行った時期､つまりいつの時点の標本かということであるが､わ

れわれの調査では､標本抽出を選挙人名簿に頼ったため､これは各市町村の名簿更新の日

程に依存することになり､それは選挙の日程によっても影響を受ける｡折りよく､豊見城

市以外の市町村では､2006(平成 18)年 9月に選挙人名簿の定時更新が行われたので､10

月に入ってから標本抽出を行った｡豊見城市の場合は､10月に市長選が行われ､名簿の更

新はその直前であったため､同市長選終了後の 11月に抽出作業を行った｡したがって､今

回の調査の対象者は､2006(平成 18)年 9-10月に､現住所に居住していた人々というこ

1もちろん､この人数は､実査での有効回収率を最悪50%と見込んだ場合でも有効サンプル数は800

人となり､有意水準 5%において､母比率 (50%で算出)を±5.0%の精度で推定するに十分な規

模である｡

2 計画のもっとも初期の段階では､中南部 17市町村の全投票区をプールして､そこから無作為に第

一次抽出を行おうとしたが､そのようにするとやはり投票区が1つも選ばれない市町村が出る恐れ

があることが明らかになったので､中途で､市町村ごとの人口比率で40調査地点を比例配分して

抽出する方法に変更をした｡

3 本報告書では､嘉手納町を含めた集計結果を報告しているが､後日公開を計画している個票データ

では､市町村コードの変数によって､嘉手納町を含めるかどうかは選択できるようにする予定であ

る｡
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とになる4｡

2-3調査実施

実査は沖縄ライフプラン総合研究所に委託し､平成 18年 11月23日～平成 19年 2月20

日において､訪問留置法により行った｡

実査の開始時期についてであるが､すでに 1章でも述べたように､2006(平成 18年)は

沖縄県知事選の年に当たっており､当初の計画では､同選挙の公示前までに実査を終えた

いところであったが､諸般の事情でこれに間に合わないことが判明したので､結局､県知

事選投票日の 11月 19日以降に､実査を開始した｡また､実査終了が調査開始から約 3カ

月後とかなり遅くなった理由として､いくつかの調査地点において､本務多忙や病気入院

などの理由により､担当調査員の交代を余儀なくされ､回収に時間がかかったためである｡

この結果は､実査実施を超零細な受託業者と､学生アルバイ トや求職中の社会人で構成さ

れる調査員とに頼らざるを得ない沖縄県内の社会調査市場の限界を反映したものとなった｡

調査票の配布･回収は調査員が原則として直接対象者の住所に訪問して行った5｡その際､

曜日や時間帯を変えて 3度訪問しても対象者に会えなかったサンプルは短期不在とし､欠

票扱いとした｡また､大学の学生寮や自衛隊の駐屯地などの準世帯居住者は､訪問を見合

わせた｡

さて､実査は年末年始をはさんだためか､調査票の回収率が思 うように伸びず､このま

までは全体の有効回収率が 50%を割る恐れが出てきた｡そこで､実査を担当した沖縄ライ

フプラン総合研究所の判断により､短期不在による回収不能率が50% (20票)を超えた7

調査地点において､あらかじめ選挙人名簿からの本標本抽出時に別途抽出しておいた予備

標本 (15ないし20票)を投入 して､実査を続行 した6｡この結果､実査が終了した時点で

の確定標本規模は､計画標本 1,640より99人増えて､1,739人となった｡ここで､確定標

本規模というのは､言い換えれば､実際に会えなかった人も含めて､調査員が氏名と住所

を特定して訪問に出向いた対象者の総数ということになる｡

予備標本は一括 して投入 したため､予備標本と差 し替えの対象となった本標本とを1対

1では特定できない｡ したがって､以下では､当初の計画標本規模 1,640に代えて､確定

した計画標本規模 1,739をもとにして､回収状況についての検討を行いたい｡こうした千

4 先の脚注 2でも述べたように､市町村で層化して調査地点を抽出する方法に変更した結果､41の

調査地点のうち24地点の差し替えが生じた｡このような変更を行った時期が､すでに第二次抽出

作業を終えていた11月に入っていて､県知事選の準備のために名簿閲覧が停止されていたので､

上の24地点の名簿抽出作業は､県知事選終了後の 11月下旬となった｡もっとも､この間に選挙

人名簿の更新は行われていないので､本文に記したように､2006(平成 18)年 9-10月という対

象者の名簿記載時点に変わりはない｡

5対象者の都合で､回収のみ郵送で行った調査票も数票あった｡

6予備標本を投入した調査地点の所在市町村は､那覇市4地点､八重瀬町 (旧東風平町)1地点､中

城村 1地点､沖縄市 1地点である｡
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備標本の使い方は通常のや り方とは異なっているけれども､投入された-まとまりの予備

標本も選挙人名簿から無作為に抽出されたものであるので､標本全体としての無作為性を

大きく損なうものではないと考える｡

2-4回収状況

調査票の回収状況は表 2-3に掲げた｡すでに述べたように,ここでの標本規模は 1,739

人としてある｡これを前提に､対象者から調査票を回収できた票数は 979票であり､この

うち､回答内容の不備や未記入での回収のために無効票としたものが94票あった｡これら

を除外し､データセット-の入力に付せられた有効回収票数は 885票となり､この時点で

有効回収率を50.9%となった｡

回収できなかった調査票のうちで､もっとも多い理由が ｢拒否｣291票で､全体の 16.7%

を占め､次に多いのが ｢短期不在｣190票で 10.9%であった｡これらを合わせると､配布

票数の4分の 1を超える｡これ以外の回収不能理由の比率はきわめて少ない｡

表2-3回収状況

ステータス 実数 比率(%)

有効回収 885 50.9

無効回収 94 5.4

拒否 291 16.7

短期不在 190 10.9

長期不在 37 2.1

病気･陣がい 19 1.1

入院･入所 10 0.6

対象者死亡 1 0.1

住所不明 47 2.7

転居 99 5.7

その他 18 1.0

回収不能 47 2.7

対'象外 1 0.1

合計 1739 100.0

表2-4拒否の理由

詳細 実数 比率(%)

多忙

プライ′くシー上の理由

面倒くさい

身内の不幸

説明を開かずに拒否

家族による拒否

その他

不明

95 32.6

16 5.5

10 3,4

4 1.4

3 1.0

37 12.7

7 24

119 40.9

合計 291 100.0

注:回収状況が｢拒否｣を母数とする｡

注:予備積木を含む

291票をかぞえる拒否の理由について､調査員からの報告内容をもとにアフターコーディ

ングした集計結果が表 2･4である｡すべての対象者に対して､拒否となった理由をたずねる

ことは容易ではないこともあり､特に理由が報告されていないケースが 119票 (40.9%)

ともっとも多いのであるが､それ以外では､｢多忙｣が 3分の 1近くを占めていることがわ

かる｡

市町村別の回収状況を表したのが表2-5である｡ここでは､回収､拒否､短期不在以外の

理由を1つにまとめた｡この表に示されているように､回収率がもっとも低いところは八

重瀬町の38.2%であり､反対に､もっとも高いところは南城市の 72.5%であった｡前者の
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拒否率は 27%で､もっとも高い｡逆に後者の拒否率は 0%というのも突出している｡この

2つの自治体は､ともに本島最南端地区に隣接 していて､性格も極端に異なるわけではな

いのに､このような差が出た原因は不明である｡また､都市部の回収率がとりたてて低い

というわけでもない｡

表2-5市町村別回収状況

回収
W妊
51.5
73
60.8
91
56.9
48
60.0

125
57.6
43
53.8

103
64.4
29
72.5
23
57.5
26
66.7
24
60.0
21
55.3
26
47.3
25
62.5
21
52.5
25
62.5
21
38.2

979
56.3

それ以外

88
17
,
8
16
i竪
∴
聖
28
17
,
5
8
10
.
0
32
14
.
7
6
7
_
5

22
13
.
8
9
22
.
5
4
10
.
0
5
12
.
8
6
15
.
0
5
13
.
2
19
34
.
5
7
17
.
5
5
12
.
5
8
20
.
0
11
20
.
0

279
16
.
0 ≡±ニ±÷≡±ニ÷≡±÷

‰

軒

監

軒

監

糊
監

軸
監

‰

軒

監

‰

一触
監

‰

l‰

那覇市

宜野湾市

浦添市

糸満市

沖縄市

豊見城市

うるま市

南城市

読谷村

嘉手納町

北谷町

北中城村

中城村

西原町

与那原町

南風原町

八重瀬町

全体 実数
比率 (鶴)

注 :｢回収｣には無効回収も含む｡

次に､回収状況を性別･年齢階級別にもみておこう (表 2-6)｡女性の回収率は男性のそれ

よりも約 2ポイン ト高いが､この差では回収率に男女差があるとはいえない｡年齢別では､

若いほど回収率が下がる傾向があり､女性よりも男性のほうがこの傾向ははっきりしてい

る｡回収不能になった理由の内訳は､年代が高くなるほど､短期不在よりも拒否が多くな

り､逆に若い年代では､短期不在が目立つ｡おそらく､20歳代と30歳代では未婚者が多い

ことが起因しているだろう｡
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表 2-6性別･年齢暗級別回収状況

g]収 拒否 短期不在 それ以外
98 30 21 247
49.5 15.2 10.6 124.7

113 31 24 244
54.9 15.0 11.7 日8.4

123 41 21 251
56.4 18.8 9.6 115.1

136 41 22 257
59.6 18.0 9.6 112.7
21 10 2 41
56,8 27.0 5.4 110.8

491 153 90 1040
55.4 17.2 10.1 117.2

110 23 36 251
52.4 11.0 17.1 119.5

日9 33 31 237
56.7 15.7 14.8 112.9

123 41 15 225
60.9 20.3 7.4 1日.4

110 37 15 218
57.9 19.5 7.9 114.7
26 4 3 45

合計
198
100.0
206
100.0
218
100.0
228
100.0
37
100.0
887
100.0
210
100.0
210
100.0
202
100.0
190
100.0
39

男 20歳代 実数

｡｡歳代 芸憲 (%)

4｡歳代 芸芸 (%)

5｡歳代 墓芸 (､'

6場 代 芸芸 (%)

合計 芸芸 (%)

女 2｡鮒 芸芸 (鶴)

3.a

4場 代 芸芸 (%)

5.歳代 芸芸 (%)

6｡歳代 芸芸 (㌔)

合計 量芸 (%)

66.7 10.3 7.7 115.4 1000
488 138 100 976 851

注 :r回収｣T=Tt(聖効回収t5誌 ｡ 16･2 11･8 114･7 100･0

2-5標本データの基本特性

本章の最後の課題として､有効標本データセット (885サンプル)の基本特性を､母集団

に対する代表性の観点から検討しておく｡ここでは､性別 ･年齢階級構成比､婚姻状態､

世帯形態の各点についてみていくが､3つ目の世帯形態については､次節にまわす｡

まず､表2-7は､本調査の標本の性別 ･年齢階級別構成を､母集団である沖縄本島中南部

17市町村全体のそれと比較 し､ずれを表したものである｡ここからわかるように､標本デ

ータの母集団人口とのずれはおおむね小さく､この点において､代表性はまずまずのレベ

ルで確保されているとみなせる｡ただし､40歳代後半､とくに女性､および､50歳代後半

男性の比率が母集団よりも高く､60歳代は少ない｡もっとも､その差はいずれも3ポイン

ト以内におさまっている｡

表 2-7性･年齢別練成比の母集団からのずれ

有効回収標本 H17国調とのずれ
女 合計
0.8 -0.3
0.3 -0.2
0.0 -0.4
-0.7 10.7
-0.2 0.2
2.0 3.0

-1.3 -1.7
0.3 2.3
-0.9 -2.2
0.3 0.0

20_24歳 雪.1
25-29# 10.4
30-34歳 -0.4
35-39歳 0.0
40-44歳 0,3
45-49歳 1.0
50-54歳 -0.4
55-59歳 1.9
60-64歳 -1,3
%ij 10.3

-
I
3
㍍

‖
-
･6
-
･6
-
･
6
ぷ

削

20-24
歳

25-29
歳

30-34歳

35-39
歳

40-44
歳

45-49歳

50-54
歳

55-59歳

60-64
歳
合

計
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ところが､婚姻状態の分布でみると (表 2･8)､標本データは､母集団に比して､一定程

度のずれが認められる｡一番ずれが大きいところは､20歳代と40歳代男性で､未婚者の比

率が標本では10ポイン ト以上低い｡30歳代と50歳代でも5ポイント程度低くなっている｡

総 じて､男性対象者は､50歳代以下では結婚経験者 (既婚+離死別)に偏ったサンプル構

成であるといえる｡60歳代では逆に､既婚者よりも離死別者に 10ポイン ト強の偏りがある｡

一方､女性では､未婚者が母集団よりも少なく､既婚者に偏ったサンプル構成である点で

は男性と同じであるが､40歳代を別にすれば､その偏りは男性よりも少ない｡ただし､40

歳代では､10ポイン ト近く既婚者に偏っている｡

表 2-8 婚 姻 上 の 地 位 の 母 集 団か らの ず れ

N(人) 既婚 離死別 未婚 無回答 既婚 離死別 未婚 合計 既婚 離死別 未婚
(有効栗本) (H17国明) (すれ)
男 20魚代 84 26.2 6 64.3 3.6 20.9 一.2 77.9 100.0 5.3 4.8 -13.6

30雛代 108 57.4 8.3 34.3 0 54.7 3.8 39.3 100.0 2.7 4.5 -5.0
40縫代 ー08 78.7 10.2 10.2 0.9 67.0 6.2 23.1 100ー0 11ー7 4.0 -12.9
50歳代 目9 77.3 8.4 11.8 2.5 70.6 8,8 17.0 100ー0 6.7 -0.4 -5.2
60歳代 18 66.7 22.2 1日 0 77.1 10.0 ー0.0 100.0 -10.4 12.2 1.I
男性計 437 62.5 8.9 27 1.6 55.2 5.3 37.1 100.0 7.3 3,6 -10.1

女 20歳代 108 25.9 2,8 71.3 0 27.0 3.2 69.3 100.0 -1.1 --や,4 2.0
30歳代 108 68.5 6.5 24.1 0.9 61.9 8.6 27.8 ー00.0 6.6 -2.1 -3.7
40歳代 目4 79.8 10.5 8.8 0.9 70.8 14.4 12.2 100.0 9.0 -3.9 -3.4
50歳代 95 72.6 18.9 8,4 0 70.3 18.2 8.7 100.0 2.3 0.7 -0.3
60歳代 23 73.9 21,7 0 4.3 70.2 21.1 6.3 100.0 3.7 0.6 -6.3
女性計 448 62.3 10 27 0.7 58.5 11.7 27.8 100.0 3.8 -1.7 --0,8

以上をまとめるならば､本調査研究の標本データは､性別 ･年齢別構成に関しては母集

団とのずれがかなり小さいけれども､婚姻状態では､既婚者に偏った構成となっており､

その偏りの程度は女性よりも男性に大きいということになる｡ したがって､分析結果の解

釈には､こうしたサンプル特性を考慮に入れる必要があろう｡

2-6世帯の状況

最後に､本調査の標本データにおける世帯の状況を国勢調査と比較しておこう｡

比較に先立ち､沖縄総合社会調査における現住世帯構成の把握方法について説明してお

く｡本調査では､調査票の中で､幾種類かの続柄カテゴリーにあたる人との同居の有無を

たずねたが､用意されたカテゴリーはきわめてシンプルである｡すなわち､①配偶者 (内

縁を含む)､②自分の親､または配偶者の親､③兄弟 ･姉妹､④子､⑤祖父または祖母､⑥

その他､⑦一人暮らし､の7カテゴリーである｡

世帯類型の作成には､この同居世帯員種別に加えて､現住世帯規模 (人数)と､エゴ (対

象者)本人の結婚上の地位の､合わせて3つの変数を用いて､国勢調査の大分類および 16

分類に準じた世帯類型を作成 したが､これらの3つの変数では､国勢調査の類型と完全に

一致 したものはできない｡それは､以下のような理由による｡

周知のように､国勢調査における世帯の家族類型では､必ず世帯主を特定した上で､そ
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の世帯主と同居世帯員との関係性 (親族/非親族の区別､および親族の続柄)によって類

型を作成 している｡一方､われわれの沖縄総合社会調査では､上に述べた方法で同居世帯

員の種別を調べているので､国勢調査 とまったく同じとい うわけにはいかない0-番大き

な違いとしては､調査対象者はいつも世帯主とい うわけではなく､しかも､対象者が世帯

主かどうかは調査票ではたずねていないし､また､い うまでもなく選挙人名簿でもそのこ

とは特定できない｡

また､詳 しくみるならば､親については､父親 と母親の区別､および自分の親と配偶者

の親を区別 していない｡また､祖父と祖母の区別もされていない｡ さらに､続柄カテゴリ

ーとして準備 されていないけれ ども､実際には ｢その他｣に入ってくる可能性があるもの

として､孫､子の配偶者､兄弟姉妹の配偶者などがあり､実際に､自由記述欄-の記入例

が存在 した｡

表 2-9 世 帯形 態

沖 縄 総合社会 調査 17市町村計 沖縄県
N % N % N %

夫婦のみ
夫婦と子ども
夫婦と親
夫婦と子どもと親
夫婦と他の親族
夫婦と子どもと他の親族
夫婦と親と他の親族
夫婦と子どもと親と他の親族
兄弟姉妹のみ
他に分類されない親族世帯
非親族世帯
単独世帯
分類不能
無回答
lコロ

93 10.5 50.517
532 60.1 197.147
44 5.0 3.224

81 9.2 11.843
4 0.5 1.294

10 1.1 5,286

0 0.0 633

29 3.3 2,929

7 0.8 4,733

4 0.5 7.976

2 0.2 3,014

59 6.7 104.051

1 2.9 66.422 13.6
50.2 235.902 484
0 8 4.545 0.9
3.0 14.795 3.0
0.3 1.749 0.4
1.3 6.649 1,4
0. 2 845 0.2
0.7 3,619 0,7
1.2 5,438 1.1
2.0 9.727 2.0
0.8 3.723 0.8
26.5 133,567 27.4

5 0.6
15 1. 7

88 10

荏 :17市町村と県全体は平成1 7 国調よ り 作成｡ l夫婦 ｣､ l親｣は片親 の 場 合 も含む｡

こうした調査票設計の制約があるため､分類の作成にあたっては､次のような処理を施

した7｡まず､国勢調査における ｢核家族世帯｣においては､下位分類 として､男親または

女親 と未婚子とい うものがあるけれ ども､本調査では､エゴが未婚子で ｢親｣のみと同居

している場合､その親が､両親/男親/女親の区別できないので､これ らは ｢夫婦と子ど

も｣として一括 した80同様のことは､親の特定についても言え､本調査では ｢夫婦 と親｣

7なお､世帯類型の再構成については､NFRJ03での議論と実際の作成方法を大いに参考にした｡

8厳密には､｢兄弟姉妹｣と同居の場合､その配偶者のカテゴリーが存在しないので､核家族かどう

かは判定できないことになるが､その場合は ｢その他｣の自由記述欄に記述されるはずであるとの

仮定に基づいて処理した｡
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には､両親 と､ひ とり親の両方のケースが含まれてお り､これ らは区別 されない9｡

さて､表 2-7は沖縄総合社会調査における標本の世帯形態を､平成 17年の国調データに

よる､沖縄本島中南部 17市町村お よび県全体 と比較 したものである｡今回の標本データと

母集団 (17市町村) とのもっとも大きなずれは､われわれの標本では ｢夫婦 と子 ども｣世

帯比率が母集団よりも約 10ポイン ト大きく､一方､｢単独世帯｣比率が約 20ポイン ト小 さ

いことである｡加 えて､｢夫婦 と子 どもと親｣すなわちいわゆる三世代世帯においても､6

ポイン トほ ど標本では比重が大きい｡ こ うしたずれの うちで､ とりわけ単独世帯比率のそ

れはかな り大きい といってよく､実査において一人暮 らしの対象者か らの調査票回収が思

わ しくなかった と想像 され るO多 くの社会調査でも同様の結果になることは珍 しくないけ

れ ども､われわれの沖縄総合社会調査のサ ンプル構成においても､核家族世帯 (夫婦のみ

をのぞ く) と三世代家族世帯に若干偏 り､単独世帯比率が少なか らず小 さい とい う特性 を

もっているとい うことになる｡ こ うしたずれは､標本データに無視できない歪みをもたら

していることは注意すべきである｡

9 このほか､本調査における世帯分類の作成基準は､次の表のとおりである｡

付表 沖縄総合社会調査における世帯分類作成基準

カテゴリー番号と名称 備 考

1夫婦のみ
2夫婦と子 ●エゴが夫婦の場合､配偶者+(子のみor子配偶者のみ(そ

の他))●エゴが子の場合､親のみと同居､または親+兄弟姉妹の
みと同居o(エゴの配偶者非同居)ただし､男親､女親は
区別できない○

3夫婦と親 ●エゴが夫婦の場合､配偶者+親のみと同居●エゴが親の場合､子+子配偶者 (その他)
4夫婦､子､親 ●エゴが夫婦の場合､配偶者+親+ (子のみと同居or子配

偶者のみ (その他))●エゴが親の場合､子十子配偶者 (その他)+蘇 (その他)
のみと同居●エゴが子の場合､親+祖父母のみと同居､または親+祖
父母+兄弟姉妹のみと同居

5夫婦と他の親族 ●エゴが夫婦の場合､配偶者+(兄弟姉妹or祖父母or他の
親族 (その他))ただし､子の配偶者は含まない●エゴが他の親族の場合､
-さようだい夫婦と同居､兄弟姉妹+その配偶者 (その
也)
-他の親族 (その他)に夫婦が含まれている

6夫婦と子と他の親族 ●カテゴリ-2の条件+カテゴリー5の条件を同時に満たす
7夫婦と親と他の親族 ●カテゴリ-3の条件+カテゴリー5の条件を同時に満たす
8夫婦と子と親と他の親族 ●カテゴリ-2の条件+カテゴリ-3の条件+カテゴリー5

の条件を同時に満たす
9兄弟姉妹のみ
10他に分類されない ●その他の記述内容から判断
11非親族世帯 ●その他の記述内容から判断
12単独

13分類不能 ｢病院に入院中｣､｢共同生活｣､｢同じ通院先での同居者｣､そ
の他に○は付いているが ｢具体的な記述がないもの:無回答｣
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小活

●本調査の母集団である沖縄本島中南部 17市町村は､県全体の約8割を占める｡ただし､

県全体に比べて､都市部人口の比重が若干大きく､また､高齢者が少なく若年者が多

い｡

● 有効回収標本 885人の内訳は､母集団に比べて､未婚者および単独世帯居住者の比重

が小さく偏っている｡とくに､50歳代以下の男性で､5ないし10ポイント未婚者の比

率が小さい｡また､単独世帯居住者は母集団に比べて20ポイント少なく､逆に核家族

および三世代世帯は 10ないし5ポイント多く偏ったサンプル構成となっている｡
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(安藤由美)
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