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JGSS 事項索引 

大見出し 小見出し 変数名 JGSS変数ラベル 

NSCモジュール ネットワーク NOKINST 1日に接する家族や親類以外の人の地位 

NSCモジュール ネットワーク OCPCOMP 交流のある知人の具体的な職業：コンピュータプログラマー 

NSCモジュール ネットワーク OCPFARM 交流のある知人の具体的な職業：農業従事者 

NSCモジュール ネットワーク OCPHAIR 交流のある知人の具体的な職業：美容師・理容師 

NSCモジュール ネットワーク OCPLAW 交流のある知人の具体的な職業：弁護士 

NSCモジュール ネットワーク OCPNURS 交流のある知人の具体的な職業：看護師 

NSCモジュール ネットワーク OCPPERS 交流のある知人の具体的な職業：人事担当者 

NSCモジュール ネットワーク OCPPOLIC 交流のある知人の具体的な職業：警察官 

NSCモジュール ネットワーク OCPPROF 交流のある知人の具体的な職業：大学教授 

NSCモジュール ネットワーク OCPRCPT 交流のある知人の具体的な職業：受付係 

NSCモジュール ネットワーク OCPTEACH 交流のある知人の具体的な職業：中学校の教員 

NSCモジュール ボランティア VOLCOMM 過去 1年間のボランティア活動：自分の住んでいる地域をよくする 

NSCモジュール ボランティア VOLOTHER 過去 1年間のボランティア活動：その他 

NSCモジュール ボランティア VOLSPORT 過去 1年間のボランティア活動：スポーツ・文化・芸術・学術 

NSCモジュール ボランティア VOLVULN 過去 1年間のボランティア活動：社会的な支援を必要とする人々 

NSCモジュール 外国の知人 ACQABRD 海外に住んでいる親類、友人、知り合い 

NSCモジュール 外国の知人 ACQFNR 外国人の知り合い 

NSCモジュール 求職 JBNETNUM 職業紹介ネットワーク：就職の際に協力してくれた人の人数 

NSCモジュール 求職 JBNETUSE 職業紹介ネットワーク：協力が役立った程度 

NSCモジュール 金融商品 FINBOND 保有金融商品：債券 

NSCモジュール 金融商品 FINFRGN 保有金融商品：外貨預金 

NSCモジュール 金融商品 FININVTR 保有金融商品：投資信託 

NSCモジュール 金融商品 FINNO 保有金融商品：いずれも保有していない 

NSCモジュール 金融商品 FINOTHER 保有金融商品：その他 

NSCモジュール 金融商品 FINSTOCK 保有金融商品：公開株 

NSCモジュール 信頼 TR4BANK 信頼感（EASS尺度）：銀行員 

NSCモジュール 信頼 TR4CLG 信頼感（EASS尺度）：職場の人 

NSCモジュール 信頼 TR4CNTGV 信頼感（EASS尺度）：国家公務員 

NSCモジュール 信頼 TR4EXEC 信頼感（EASS尺度）：企業経営者・役員 

NSCモジュール 信頼 TR4FRI 信頼感（EASS尺度）：友人 

NSCモジュール 信頼 TR4JRNL 信頼感（EASS尺度）：報道関係者 

NSCモジュール 信頼 TR4JUDGE 信頼感（EASS尺度）：裁判官 

NSCモジュール 信頼 TR4LOCGV 信頼感（EASS尺度）：地方公務員 

NSCモジュール 信頼 TR4NB 信頼感（EASS尺度）：近所の人 

NSCモジュール 信頼 TR4NGO 信頼感（EASS尺度）：非政府組織や非営利団体のリーダー 

NSCモジュール 信頼 TR4PHYS 信頼感（EASS尺度）：医者 

NSCモジュール 信頼 TR4POLIC 信頼感（EASS尺度）：警察官 

NSCモジュール 信頼 TR4RELAT 信頼感（EASS尺度）：親類 

NSCモジュール 信頼 TR4SDF 信頼感（EASS尺度）：自衛隊員 
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NSCモジュール 信頼 TR4STRNG 信頼感（EASS尺度）：初対面の人 

NSCモジュール 信頼 TR4TEACH 信頼感（EASS尺度）：教員 

NSCモジュール 人間観 POWCHGLF 人生に対する自己効力感 

NSCモジュール 政治意識 Q7CNTSOC 社会のために役立ちたい（EASS尺度） 

NSCモジュール 政治意識 Q7GVCMPL 国民と政治のかかわり：理解度（EASS尺度） 

NSCモジュール 政治意識 Q7NOPWR 国民と政治のかかわり：市民の影響力（EASS尺度） 

NSCモジュール 政治意識 Q7POLINT 政治に関心がある（EASS尺度） 

NSCモジュール 政治活動 ELCCAMP 選挙運動の依頼：選挙運動員 

NSCモジュール 政治活動 ELCFAM 選挙運動の依頼：家族・親類 

NSCモジュール 政治活動 ELCFRI 選挙運動の依頼：友人 

NSCモジュール 政治活動 ELCHOBBY 選挙運動の依頼：所属している趣味やスポーツなどの会の人 

NSCモジュール 政治活動 ELCNB 選挙運動の依頼：近所の人 

NSCモジュール 政治活動 ELCNO 選挙運動の依頼：誰からも頼まれなかった 

NSCモジュール 政治活動 ELCOTHER 選挙運動の依頼：その他 

NSCモジュール 政治活動 ELCRELIG 選挙運動の依頼：信仰しているお寺や神社や教会の人 

NSCモジュール 政治活動 ELCWORK 選挙運動の依頼：職場の人 

NSCモジュール 政治活動 VOLNO 過去 1年間の活動：いずれも行なっていない 

NSCモジュール 政治活動 VOLPOL 過去 1年間の活動：政治や政策 

NSCモジュール 組織への所属 ORGHIERA 参加している組織のなかの人間関係 

NSCモジュール 組織への所属 ORGHOMO 参加している組織内の人々の同質性 

NSCモジュール 組織への所属 PRTALUM 組織への積極的参加：同窓会 

NSCモジュール 組織への所属 PRTCIVIL 組織への積極的参加：市民の会・生協 

NSCモジュール 組織への所属 PRTHOBBY 組織への積極的参加：趣味の会やスポーツクラブ 

NSCモジュール 組織への所属 PRTMSTAT 過去 1間にもっとも積極的に参加した会や組織 

NSCモジュール 組織への所属 PRTNBAS 組織への積極的参加：地縁組織（自治会・町内会） 

NSCモジュール 組織への所属 PRTPLTGP 組織への積極的参加：政治団体 

NSCモジュール 組織への所属 PRTPROF 組織への積極的参加：専門職協会・学術団体・業界団体・同業者団

体 

NSCモジュール 組織への所属 PRTRL 組織への積極的参加：宗教の団体や会 

NSCモジュール 組織への所属 PRTUNION 組織への積極的参加：労働組合 

NSCモジュール 組織への所属 PRTVLNTR 組織への積極的参加：ボランティア・NPO 

NSCモジュール ソーシャルイーティ

ング 

EATNKDOM 外食時の状況：1人か 2人の人が会話を支配 

NSCモジュール ソーシャルイーティ

ング 

EATNKFQ 家族や親類以外の人との外食頻度 

NSCモジュール ソーシャルイーティ

ング 

EATNKHI 外食時の状況：地位の高い人が最初に話し始める 

NSCモジュール ソーシャルイーティ

ング 

EATNKNEW 外食時の状況：外食時に新しい知り合いができる頻度 

NSCモジュール ソーシャルイーティ

ング 

EATNKSEA 外食時の状況：席順に注意を払う 
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NSCモジュール 相談相手 HLPCARE 援助を求める相手：家事や育児、介護の問題 

NSCモジュール 相談相手 HLPDIS 援助を求める相手：緊急時や災害時の問題 

NSCモジュール 相談相手 HLPFIN 援助を求める相手：金銭的な問題 

NSCモジュール 相談相手 HLPHLTH 援助を求める相手：健康上の問題 

NSCモジュール 相談相手 HLPWRRY 援助を求める相手：悩みや心理的問題 

NSCモジュール 知り合い SOTOLEQ 意見交換：立場や地位がほぼ同じ知り合い 

NSCモジュール 知り合い SOTOLHI 意見交換：立場や地位が高い知り合い 

NSCモジュール 知り合い SOTOLLO 意見交換：立場や地位が低い知り合い 

NSCモジュール 地域環境 COMMDIS 自然災害時の地域の人どうしの協力 

NSCモジュール 地域環境 MEETCONS 地域の会合：消費者問題 

NSCモジュール 地域環境 MEETEDU 地域の会合：教育問題 

NSCモジュール 地域環境 MEETENV 地域の会合：環境問題 

NSCモジュール 地域環境 MEETSAFE 地域の会合：安全・安心に関する問題 

NSCモジュール 地域環境 NNBFAVOR つきあいのある近所の人数：頼み事や相談 

NSCモジュール 地域環境 NNBGREET つきあいのある近所の人数：あいさつ程度 

NSCモジュール 地域環境 Q7NBASS 近隣状況：手助けしてくれる（EASS尺度） 

NSCモジュール 地域環境 Q7NBMTCN 近隣状況：互いに気にかけている（EASS尺度） 

NSCモジュール 悩みの相談 Q7SLVPRB 自分の問題は他人に頼らず解決したい（EASS尺度） 

GRIT GRIT GRIT_S1 Grit-S尺度（A）：関心がそれる 

GRIT GRIT GRIT_S2 Grit-S尺度（A）：困難にめげない 

GRIT GRIT GRIT_S3 Grit-S尺度（A）：すぐに飽きる 

GRIT GRIT GRIT_S4 Grit-S尺度（A）：頑張りやである 

GRIT GRIT GRIT_S5 Grit-S尺度（A）：別の目標に変える 

GRIT GRIT GRIT_S6 Grit-S尺度（A）：興味を持ち続けるのは難しい 

GRIT GRIT GRIT_S7 Grit-S尺度（A）：始めたことはやり遂げる 

GRIT GRIT GRIT_S8 Grit-S尺度（A）：勤勉である 

GRIT GRIT GRITS_1 Grit-S尺度（B）：集中できない 

GRIT GRIT GRITS_2 Grit-S尺度（B）：あきらめない 

GRIT GRIT GRITS_3 Grit-S尺度（B）：しばらくすると飽きる 

GRIT GRIT GRITS_4 Grit-S尺度（B）：努力家である 

GRIT GRIT GRITS_5 Grit-S尺度（B）：別の目標に向かう 

GRIT GRIT GRITS_6 Grit-S尺度（B）：取り組み続けることが苦手 

GRIT GRIT GRITS_7 Grit-S尺度（B）：必ずやり遂げる 

GRIT GRIT GRITS_8 Grit-S尺度（B）：勤勉である 

ウエイト ウエイト WEIGHT ウエイト 

エコロジー エコ行動 DOECLMC エコ商品の利用：低公害車 

エコロジー エコ行動 DOECMNP エコ商品の利用：深夜電力 

エコロジー エコ行動 DOECNONE エコ商品の利用：いずれも利用していない 

エコロジー エコ行動 DOECSLP エコ商品の利用：ソーラーパネル 

エコロジー エコ行動 DOECWC エコ商品の利用：エコウィル・エコキュート 

エコロジー エコ行動 FQ4BAG 買物には袋などを持参 
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エコロジー エコ行動 FQ4BUS 公共交通機関の利用 

エコロジー エコ行動 FQ4DENKI 電気はこまめに消す 

エコロジー エコ行動 FQ4ELC 消費電力を減らす工夫 

エコロジー エコ行動 FQ4MEND 故障物は修理して使用 

エコロジー エコ行動 FQ4NOYAK 無農薬や有機栽培の野菜の購入 

エコロジー エコ行動 FQ4PACK 包装を簡単にしてもらう 

エコロジー エコ行動 FQ4RECYC 再生商品の購入 

エコロジー エコ行動 FQ4REFIL 詰め替え商品の購入 

エコロジー エコ行動 FQ4SORT ゴミは分別して捨てる 

エコロジー エコ行動 FQ4TAIHI 生ゴミを堆肥に 

エコロジー エコ行動 FQ4USED リサイクルショップの利用 

エコロジー エコ行動 FQ4WATER 節水の心がけ 

エコロジー エコ行動 XPBEPCE 環境保護と企業倫理に基づく購買行動 

エコロジー エコ行動 XPBPDR 政治・外交的理由に基づく購買行動 

エコロジー 環境問題 AXFDRAD 放射性物質による食品汚染の不安感 

エコロジー 環境問題 ENHMSP 環境被害：土壌汚染 

エコロジー 環境問題 Q4SAVELC 意見への賛否：生活水準が低くなっても、電力消費を少なくするべき

だ 

エコロジー 環境問題 QECOVGE 意見への賛否：環境保護より経済成長を優先 

エコロジー 環境問題 QNCVLGE 意見への賛否：環境悪化を防ぐためなら生活が不便になってもかま

わない 

エコロジー 環境問題 STECOCO 満足度：企業の環境問題への取り組み 

エコロジー 環境問題 STECOLOC 満足度：自治体の環境問題への取り組み 

エコロジー 環境問題 STECONAT 満足度：国の環境問題への取り組み 

ネットワーク 仕事の相談 Z3ELSE 仕事の相談相手：記入外の人数 

ネットワーク 仕事の相談 Z3KNOWIJ I と Jが知り合いか 

ネットワーク 仕事の相談 Z3KNOWIK I と Kが知り合いか 

ネットワーク 仕事の相談 Z3KNOWIL I と Lが知り合いか 

ネットワーク 仕事の相談 Z3KNOWJK J と Kが知り合いか 

ネットワーク 仕事の相談 Z3KNOWJL J と Lが知り合いか 

ネットワーク 仕事の相談 Z3KNOWKL K と Lが知り合いか 

ネットワーク 仕事の相談 Z3NUM 仕事の相談相手：記入人数 

ネットワーク 仕事の相談 Z3XX[I-L] [I-L]欄への記入の有無 

ネットワーク 仕事の相談 ZAGE[I-L] [I-L]の年齢 

ネットワーク 仕事の相談 ZCLOSE[I-L] [I-L]との親密度 

ネットワーク 仕事の相談 ZCOHOBB[I-L] [I-L]とのコミュニケーション：共通の趣味 

ネットワーク 仕事の相談 ZCOMONY[I-L] [I-L]とのコミュニケーション：お金を借りられる 

ネットワーク 仕事の相談 ZCONOMK[I-L] [I-L]とのコミュニケーション：いずれも選択していない 

ネットワーク 仕事の相談 ZCOUTG[I-L] [I-L]とのコミュニケーション：いっしょに外出 

ネットワーク 仕事の相談 ZFQTALK[I-L] [I-L]と会話する頻度 

ネットワーク 仕事の相談 ZFRIE[I-L] [I-L]との間柄：友人 
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ネットワーク 仕事の相談 ZJOB[I-L] [I-L]の職種 

ネットワーク 仕事の相談 ZJOBCOL[I-L] [I-L]との間柄：同僚 

ネットワーク 仕事の相談 ZJOBETC[I-L] [I-L]との間柄：その他の仕事関係 

ネットワーク 仕事の相談 ZJOBREL[I-L] [I-L]との間柄：上司・部下 

ネットワーク 仕事の相談 ZKIN1[I-L] [I-L]との間柄：親・子 

ネットワーク 仕事の相談 ZKIN2[I-L] [I-L]との間柄：その他の家族・親せき 

ネットワーク 仕事の相談 ZKNOWYR[I-L] [I-L]と知り合ってからの年数 

ネットワーク 仕事の相談 ZLSTSCH[I-L] [I-L]の最終学歴 

ネットワーク 仕事の相談 ZNEIB[I-L] [I-L]との間柄：近所の人 

ネットワーク 仕事の相談 ZPLTALK[I-L] [I-L]との政治的な会話 

ネットワーク 仕事の相談 ZRELETC[I-L] [I-L]との間柄：その他 

ネットワーク 仕事の相談 ZRLNOMK[I-L] [I-L]との間柄：いずれも選択していない 

ネットワーク 仕事の相談 ZSEX[I-L] [I-L]の性別 

ネットワーク 仕事の相談 ZSS[I-L] [I-L]との間柄：配偶者 

ネットワーク 仕事の相談 ZTEAM[I-L] [I-L]との間柄：組織・団体 

ネットワーク 仕事の相談 ZTP7JOB[I-L] [I-L]の就労地位 

ネットワーク 仕事の相談 ZVOTE[I-L] [I-L]が投票する政党 

ネットワーク 政治的な話題 Z2ELSE 政治的な話題の相手：記入外の人数 

ネットワーク 政治的な話題 Z2KNOWEF E と Fが知り合いか 

ネットワーク 政治的な話題 Z2KNOWEG E と Gが知り合いか 

ネットワーク 政治的な話題 Z2KNOWEH E と Hが知り合いか 

ネットワーク 政治的な話題 Z2KNOWFG F と Gが知り合いか 

ネットワーク 政治的な話題 Z2KNOWFH F と Hが知り合いか 

ネットワーク 政治的な話題 Z2KNOWGH G と Hが知り合いか 

ネットワーク 政治的な話題 Z2NUM 政治的な話題の相手：記入人数 

ネットワーク 政治的な話題 Z2XX[E-H] [E-H]欄への記入の有無 

ネットワーク 政治的な話題 ZAGE[E-H] [E-H]の年齢 

ネットワーク 政治的な話題 ZCLOSE[E-H] [E-H]との親密度 

ネットワーク 政治的な話題 ZCOHOBB[E-H] [E-H]とのコミュニケーション：共通の趣味 

ネットワーク 政治的な話題 ZCOMONY[E-H] [E-H]とのコミュニケーション：お金を借りられる 

ネットワーク 政治的な話題 ZCONOMK[E-H] [E-H]とのコミュニケーション：いずれも選択していない 

ネットワーク 政治的な話題 ZCOUTG[E-H] [E-H]とのコミュニケーション：いっしょに外出 

ネットワーク 政治的な話題 ZFQTALK[E-H] [E-H]と会話する頻度 

ネットワーク 政治的な話題 ZFRIE[E-H] [E-H]との間柄：友人 

ネットワーク 政治的な話題 ZJOB[E-H] [E-H]の職種 

ネットワーク 政治的な話題 ZJOBCOL[E-H] [E-H]との間柄：同僚 

ネットワーク 政治的な話題 ZJOBETC[E-H] [E-H]との間柄：その他の仕事関係 

ネットワーク 政治的な話題 ZJOBREL[E-H] [E-L]との間柄：上司・部下 

ネットワーク 政治的な話題 ZKIN1[E-H] [E-H]との間柄：親・子 

ネットワーク 政治的な話題 ZKIN2[E-H] [E-H]との間柄：その他の家族・親せき 

ネットワーク 政治的な話題 ZKNOWYR[E-H] [E-H]と知り合ってからの年数 
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ネットワーク 政治的な話題 ZLSTSCH[E-H] [E-H]の最終学歴 

ネットワーク 政治的な話題 ZNEIB[E-H] [E-H]との間柄：近所の人 

ネットワーク 政治的な話題 ZPLTALK[E-H] [E-H]との政治的な会話 

ネットワーク 政治的な話題 ZRELETC[E-H] [E-H]との間柄：その他 

ネットワーク 政治的な話題 ZRLNOMK[E-H] [E-H]との間柄：いずれも選択していない 

ネットワーク 政治的な話題 ZSEX[E-H] [E-H]の性別 

ネットワーク 政治的な話題 ZSS[E-H] [E-H:]との間柄：配偶者 

ネットワーク 政治的な話題 ZTEAM[E-H] [E-H]との間柄：組織・団体 

ネットワーク 政治的な話題 ZTP7JOB[E-H] [E-H]の就労地位 

ネットワーク 政治的な話題 ZVOTE[E-H] [E-H]が投票する政党 

ネットワーク 知り合い CONV20S 会話の頻度：20-30歳代くらいの人 

ネットワーク 知り合い CONV40S 会話の頻度：40-50歳代くらいの人 

ネットワーク 知り合い CONV60S 会話の頻度：60-70歳代くらいの人 

ネットワーク 知り合い CONV80S 会話の頻度：80歳以上の人 

ネットワーク 知り合い CONVELEM 会話の頻度：小学生 

ネットワーク 知り合い CONVHIGH 会話の頻度：中学生または高校生 

ネットワーク 知り合い CONVPRE 会話の頻度：就学前の子ども 

ネットワーク 知り合い FRNDEDU 親しい友人：あなたと学歴が同じくらいの人 

ネットワーク 知り合い FRNDFRGN 親しい友人：外国人 

ネットワーク 知り合い FRNDGEN 親しい友人：あなたと同世代の人 

ネットワーク 知り合い FRNDINC 親しい友人：あなたと収入が同じくらいの人 

ネットワーク 知り合い FRNDSEX 親しい友人：あなたと同性の人 

ネットワーク 知り合い NUMFRND 親しい友人の数 

ネットワーク 知り合い ZKBANKF 知り合い：銀行員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKBANKM 知り合い：銀行員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKBANKN 知り合い：銀行員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKBANKX 知り合い：銀行員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKCOMPF 知り合い：情報技術者：女性 

ネットワーク 知り合い ZKCOMPM 知り合い：情報技術者：男性 

ネットワーク 知り合い ZKCOMPN 知り合い：情報技術者：いない 

ネットワーク 知り合い ZKCOMPX 知り合い：情報技術者：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKDIETF 知り合い：国会議員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKDIETM 知り合い：国会議員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKDIETN 知り合い：国会議員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKDIETX 知り合い：国会議員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKDOCF 知り合い：医師：女性 

ネットワーク 知り合い ZKDOCM 知り合い：医師：男性 

ネットワーク 知り合い ZKDOCN 知り合い：医師：いない 

ネットワーク 知り合い ZKDOCX 知り合い：医師：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKFCTRYF 知り合い：工場作業員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKFCTRYM 知り合い：工場作業員：男性 
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ネットワーク 知り合い ZKFCTRYN 知り合い：工場作業員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKFCTRYX 知り合い：工場作業員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKGVMTF 知り合い：中央官庁の役職者：女性 

ネットワーク 知り合い ZKGVMTM 知り合い：中央官庁の役職者：男性 

ネットワーク 知り合い ZKGVMTN 知り合い：中央官庁の役職者：いない 

ネットワーク 知り合い ZKGVMTX 知り合い：中央官庁の役職者：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKINSF 知り合い：保険の勧誘員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKINSM 知り合い：保険の勧誘員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKINSN 知り合い：保険の勧誘員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKINSX 知り合い：保険の勧誘員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKJICHIF 知り合い：町内会の役員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKJICHIM 知り合い：町内会の役員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKJICHIN 知り合い：町内会の役員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKJICHIX 知り合い：町内会の役員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKLOCALF 知り合い：地方議会議員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKLOCALM 知り合い：地方議会議員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKLOCALN 知り合い：地方議会議員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKLOCALX 知り合い：地方議会議員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKMAYRF 知り合い：市区町村の首長：女性 

ネットワーク 知り合い ZKMAYRM 知り合い：市区町村の首長：男性 

ネットワーク 知り合い ZKMAYRN 知り合い：市区町村の首長：いない 

ネットワーク 知り合い ZKMAYRX 知り合い：市区町村の首長：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKMEDIAF 知り合い：マスコミ関係者：女性 

ネットワーク 知り合い ZKMEDIAM 知り合い：マスコミ関係者：男性 

ネットワーク 知り合い ZKMEDIAN 知り合い：マスコミ関係者：いない 

ネットワーク 知り合い ZKMEDIAX 知り合い：マスコミ関係者：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKPREFF 知り合い：県庁の役職者：女性 

ネットワーク 知り合い ZKPREFM 知り合い：県庁の役職者：男性 

ネットワーク 知り合い ZKPREFN 知り合い：県庁の役職者：いない 

ネットワーク 知り合い ZKPREFX 知り合い：県庁の役職者：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKSECRF 知り合い：政治家の後援会の世話役：女性 

ネットワーク 知り合い ZKSECRM 知り合い：政治家の後援会の世話役：男性 

ネットワーク 知り合い ZKSECRN 知り合い：政治家の後援会の世話役：いない 

ネットワーク 知り合い ZKSECRX 知り合い：政治家の後援会の世話役：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKSMALLF 知り合い：中小企業経営者：女性 

ネットワーク 知り合い ZKSMALLM 知り合い：中小企業経営者：男性 

ネットワーク 知り合い ZKSMALLN 知り合い：中小企業経営者：いない 

ネットワーク 知り合い ZKSMALLX 知り合い：中小企業経営者：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKTOWNF 知り合い：役所（市区町村）の役職者：女性 

ネットワーク 知り合い ZKTOWNM 知り合い：役所（市区町村）の役職者：男性 

ネットワーク 知り合い ZKTOWNN 知り合い：役所（市区町村）の役職者：いない 
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ネットワーク 知り合い ZKTOWNX 知り合い：役所（市区町村）の役職者：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKTRDEF 知り合い：同業組合の役員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKTRDEM 知り合い：同業組合の役員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKTRDEN 知り合い：同業組合の役員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKTRDEX 知り合い：同業組合の役員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKUNIF 知り合い：労働組合の役員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKUNIM 知り合い：労働組合の役員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKUNIN 知り合い：労働組合の役員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKUNIX 知り合い：労働組合の役員：いずれも選択していない 

ネットワーク 知り合い ZKVOLF 知り合い：市民運動団体の役員：女性 

ネットワーク 知り合い ZKVOLM 知り合い：市民運動団体の役員：男性 

ネットワーク 知り合い ZKVOLN 知り合い：市民運動団体の役員：いない 

ネットワーク 知り合い ZKVOLX 知り合い：市民運動団体の役員：いずれも選択していない 

ネットワーク 調査員設問 ZTIME B票面接部分の所要時間 

ネットワーク 同一人物 ZSAME[1-6] 同一人物：[1-6]番目 

ネットワーク 悩みの相談 Q5SLVPRB 自分の問題は他人に頼らず解決したい 

ネットワーク 悩みの相談 TLKBOSS 相談相手：職場の上司または部下 

ネットワーク 悩みの相談 TLKCC 相談相手：子ども 

ネットワーク 悩みの相談 TLKCLLG 相談相手：職場の同僚 

ネットワーク 悩みの相談 TLKFRI 相談相手：その他の友人・知人・恋人 

ネットワーク 悩みの相談 TLKNB 相談相手：近所の人 

ネットワーク 悩みの相談 TLKNO 相談相手：相談できる人はいない 

ネットワーク 悩みの相談 TLKPM 相談相手：親 

ネットワーク 悩みの相談 TLKSIB 相談相手：兄弟姉妹・その他家族・親せき 

ネットワーク 悩みの相談 TLKSS 相談相手：配偶者 

ネットワーク 悩みの相談 TLKWRK 相談相手：その他の仕事関係の人 

ネットワーク 悩みの相談 Z1ELSE 悩みの相談相手：記入外の人数 

ネットワーク 悩みの相談 Z1KNOWAB A と Bが知り合いか 

ネットワーク 悩みの相談 Z1KNOWAC A と Cが知り合いか 

ネットワーク 悩みの相談 Z1KNOWAD A と Dが知り合いか 

ネットワーク 悩みの相談 Z1KNOWBC B と Cが知り合いか 

ネットワーク 悩みの相談 Z1KNOWBD B と Dが知り合いか 

ネットワーク 悩みの相談 Z1KNOWCD C と Dが知り合いか 

ネットワーク 悩みの相談 Z1NUM 悩みの相談相手：記入人数 

ネットワーク 悩みの相談 Z1XX[A-D] [A-D]欄への記入の有無 

ネットワーク 悩みの相談 ZAGE[A-D] [A-D]の年齢 

ネットワーク 悩みの相談 ZCLOSE[A-D] [A-D]との親密度 

ネットワーク 悩みの相談 ZCOHOBB[A-D] [A-D]とのコミュニケーション：共通の趣味 

ネットワーク 悩みの相談 ZCOMONY[A-D] [A-D]とのコミュニケーション：お金を借りられる 

ネットワーク 悩みの相談 ZCONOMK[A-D] [A-D]とのコミュニケーション：いずれも選択していない 

ネットワーク 悩みの相談 ZCOUTG[A-D] [A-D]とのコミュニケーション：いっしょに外出 
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ネットワーク 悩みの相談 ZFQTALK[A-D] [A-D]と会話する頻度 

ネットワーク 悩みの相談 ZFRIE[A-D] [A-D]との間柄：友人 

ネットワーク 悩みの相談 ZJOB[A-D] [A-D]の職種 

ネットワーク 悩みの相談 ZJOBCOL[A-D] [A-D]との間柄：同僚 

ネットワーク 悩みの相談 ZJOBETC[A-D] [A-D]との間柄：その他の仕事関係 

ネットワーク 悩みの相談 ZJOBREL[A-D] [A-D]との間柄：上司・部下 

ネットワーク 悩みの相談 ZKIN1[A-D] [A-D]との間柄：親・子 

ネットワーク 悩みの相談 ZKIN2[A-D] [A-D]との間柄：その他の家族・親せき 

ネットワーク 悩みの相談 ZKNOWYR[A-D] [A-D]と知り合ってからの年数 

ネットワーク 悩みの相談 ZLSTSCH[A-D] [A-D]の最終学歴 

ネットワーク 悩みの相談 ZNEIB[A-D] [A-D]との間柄：近所の人 

ネットワーク 悩みの相談 ZPLTALK[A-D] [A-D]との政治的な会話 

ネットワーク 悩みの相談 ZRELETC[A-D] [A-D]との間柄：その他 

ネットワーク 悩みの相談 ZRLNOMK[A-D] [A-D]との間柄：いずれも選択していない 

ネットワーク 悩みの相談 ZSEX[A-D] [A-D]の性別 

ネットワーク 悩みの相談 ZSS[A-D] [A-D]との間柄：配偶者 

ネットワーク 悩みの相談 ZTEAM[A-D] [A-D]との間柄：組織・団体 

ネットワーク 悩みの相談 ZTP7JOB[A-D] [A-D]の就労地位 

ネットワーク 悩みの相談 ZVOTE[A-D] [A-D]が投票する政党 

ペット ペットの保有 DOBIRDA ペットの種類：鳥類 

ペット ペットの保有 DOCAT ペットの種類：猫 

ペット ペットの保有 DODOGE ペットの種類：犬（室外で） 

ペット ペットの保有 DODOGI ペットの種類：犬（室内で） 

ペット ペットの保有 DOFISHA ペットの種類：魚類 

ペット ペットの保有 DOINSECT ペットの種類：昆虫類 

ペット ペットの保有 DOMAMMAL ペットの種類：小型ほ乳類 

ペット ペットの保有 DOOTHER ペットの種類：その他 

ペット ペットの保有 DOPCATE ペットの保有：猫（室外で） 

ペット ペットの保有 DOPCATI ペットの保有：猫（室内で） 

ペット ペットの保有 DOPCCATE 世話をしているペット：猫（室外で） 

ペット ペットの保有 DOPCCATI 世話をしているペット：猫（室内で） 

ペット ペットの保有 DOPCDOGE 世話をしているペット：犬（室外で） 

ペット ペットの保有 DOPCDOGI 世話をしているペット：犬（室内で） 

ペット ペットの保有 DOPCMIN  ペットの世話時間：分 

ペット ペットの保有 DOPCNONE 世話をしているペット：世話はしていない 

ペット ペットの保有 DOPCOTHR 世話をしているペット：その他 

ペット ペットの保有 DOPCTHR  ペットの世話時間：時 

ペット ペットの保有 DOPDOGE ペットの保有：犬（室外で） 

ペット ペットの保有 DOPDOGI ペットの保有：犬（室内で） 

ペット ペットの保有 DOPET ペットの有無 

ペット ペットの保有 DOPMDPAY ペットの医療費 



 

 

JGSS事項索引 
JGSS-2000～JGSS-2021（LCSを除く） 

10 

ペット ペットの保有 DOPNOMK ペットの種類：いずれも選択していない 

ペット ペットの保有 DOPNONE ペットの保有：何も飼っていない 

ペット ペットの保有 DOPOTHR ペットの保有：その他 

ペット ペットの保有 DOREPTL ペットの種類：両生類／は虫類 

ペット ペットの保有 PTCARE ペットと過ごす時間 

ペット ペットの保有 PTHOUR ペットと過ごす時間（時間） 

ペット ペットの保有 PTMIN ペットと過ごす時間（分） 

ペット ペットの保有 XDTHPET ペットの死の経験 

ペット ペット観 OPPTCALM ペットへの意見：気持ちがなごむ 

ペット ペット観 OPPTKILL ペットへの意見：安楽死 

ペット ペット観 OPPTREG ペットへの意見：厳しく規制 

ペット ペット観 PT4ALONA ペットの存在：癒してくれる 

ペット ペット観 PT4BEINA ペットの存在：生きがいである 

ペット ペット観 PT4FFCOA ペットの存在：コミュニケーションに役立つ 

ペット ペット観 PT4NEEDA ペットの存在：自分を必要としてくれる 

ペット ペット観 PT4NETWA ペットの存在：人間関係が広がる 

ペット ペット観 PT4REGUA ペットの存在：規則正しい生活ができる 

ペット ペット観 PT4RELAA ペットの存在：なごませてくれる 

ペット ペット観 PT4WORTH ペットの存在：はりあいを与えてくれる 

ボランティア 寄付 SZDNT 寄付の金額 

ボランティア 寄付 XDNTBOX 寄付の経験：募金箱に寄付 

ボランティア 寄付 XDNTMASS 寄付の経験：マスコミを通して 

ボランティア 寄付 XDNTNONE 寄付の経験：していない 

ボランティア 寄付 XDNTOTHR 寄付の経験：その他 

ボランティア 寄付 XDNTREG 寄付の経験：定期的な寄付 

ボランティア 寄付 XDNTSCH 寄付の経験：学校や地域を通して 

ボランティア 参加 WLVLDO ボランティア活動への参加：今後の意向 

ボランティア 参加 XVLCC ボランティア活動：子ども 

ボランティア 参加 XVLDISAB ボランティア活動：障害者 

ボランティア 参加 XVLELD ボランティア活動：高齢者 

ボランティア 参加 XVLIMPRT ボランティア活動：まちづくり 

ボランティア 参加 XVLNONE ボランティア活動：いずれも行なっていない 

ボランティア 参加 XVLNTENV ボランティア活動：自然や環境の保護 

ボランティア 参加 XVLOTHR ボランティア活動：その他 

ボランティア 参加 XVLSAFE ボランティア活動：安全な生活 

ボランティア 参加 XVLSPTS ボランティア活動：スポーツ・文化・芸術・学術 

ボランティア 支援 XVLBAZZR ボランティア団体への支援：バザーへの出品 

ボランティア 支援 XVLBLOOD ボランティア団体への支援：献血 

ボランティア 支援 XVLCARD ボランティア団体への支援：ボランティア貯金・寄付金つきクレジット

カードの利用 

ボランティア 支援 XVLCUL ボランティア団体への支援：文化的奉仕 
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ボランティア 支援 XVLDONAT ボランティア団体への支援：寄付・募金 

ボランティア 支援 XVLENV ボランティア団体への支援：清掃・環境 

ボランティア 支援 XVLETC ボランティア団体への支援：その他 

ボランティア 支援 XVLLABOR ボランティア団体への支援：労働奉仕 

ボランティア 支援 XVLNOMK ボランティア団体への支援：いずれも選択していない 

ボランティア 支援 XVLSTAMP ボランティア団体への支援：寄付金つき切手・はがき・ユニセフカード

などの購入 

ボランティア 支援 XVLTEACH ボランティア団体への支援：指導 

ボランティア 支援 XVLUSED ボランティア団体への支援：古着や毛布などの寄贈 

ボランティア 支援 XVLWF ボランティア団体への支援：介護・福祉 

ボランティア 地域活動 DOLACLN 地域活動への参加：清掃活動 

ボランティア 地域活動 DOLANONE 地域活動への参加：いずれも参加していない 

ボランティア 地域活動 DOLAPTRL 地域活動への参加：パトロール 

ボランティア 地域活動 DOLARCYC 地域活動への参加：リサイクル品の回収 

ボランティア 地域活動 LACLN 地域活動：清掃活動 

ボランティア 地域活動 LADK 地域活動：わからない 

ボランティア 地域活動 LANONE 地域活動：いずれも行なわれていない 

ボランティア 地域活動 LAPTRL 地域活動：パトロール 

ボランティア 地域活動 LARCYC 地域活動：リサイクル品の回収 

ボランティア 定期 SZVLREG 定期的ボランティア：活動量（時間/月） 

ボランティア 定期 XVLRCUL 定期的ボランティアの内容：文化・芸術 

ボランティア 定期 XVLRDNT 定期的ボランティアの内容：寄付金集め 

ボランティア 定期 XVLREG 定期的ボランティア活動：経験の有無 

ボランティア 定期 XVLRENV 定期的ボランティアの内容：環境保護・清掃 

ボランティア 定期 XVLROTHR 定期的ボランティアの内容：その他 

ボランティア 定期 XVLRTCH 定期的ボランティアの内容：教育・技術指導 

ボランティア 定期 XVLRWF 定期的ボランティアの内容：介護・福祉 

ボランティア 不定期 SZVLIRRG 不定期なボランティア：活動量（合計日数/年） 

ボランティア 不定期 XVLIRREG 不定期なボランティア：経験の有無 

ボランティア 不定期 XVLTCUL 不定期なボランティアの内容：文化・芸術 

ボランティア 不定期 XVLTDNT 不定期なボランティアの内容：寄付金集め 

ボランティア 不定期 XVLTENV 不定期なボランティアの内容：環境保護・清掃 

ボランティア 不定期 XVLTOTHR 不定期なボランティアの内容：その他 

ボランティア 不定期 XVLTTCH 不定期なボランティアの内容：教育・技術指導 

ボランティア 不定期 XVLTWF 不定期なボランティアの内容：介護・福祉 

メディア インターネット DOEMAIL 電子メールの利用 

メディア インターネット DOINBANK インターネットの利用：バンキング 

メディア インターネット DOINBRS インターネットの利用：情報検索 

メディア インターネット DOINGAME インターネットの利用：インターネットゲーム 

メディア インターネット DOINHP インターネットの利用：ホームページの作成 

メディア インターネット DOINHPB インターネットの利用：ホームページの作成（ブログを含む） 



 

 

JGSS事項索引 
JGSS-2000～JGSS-2021（LCSを除く） 

12 

メディア インターネット DOINNONE インターネットの利用：いずれも行なっていない 

メディア インターネット DOINSHOP インターネットの利用：ショッピング 

メディア インターネット DOSNS インターネットの利用：SNSなどでの情報発信 

メディア インターネット FQ6NWSIN インターネットでニュース記事を読む頻度 

メディア テレビ HRTV テレビ視聴時間 

メディア パソコン FQPCMAIL パソコンでのメール送信の頻度 

メディア パソコン FQPCMAIX パソコンでのメール送信の頻度（全員） 

メディア 携帯電話 FQMPMAIL 携帯電話でのメール送信の頻度 

メディア 携帯電話 FQMPMAIX 携帯電話でのメール送信の頻度（全員） 

メディア 携帯電話 FQMPTALK 携帯電話での通話の頻度 

メディア 携帯電話 FQMPTALX 携帯電話での通話の頻度（全員） 

メディア 新聞 FQ5NEWSP 新聞を読む頻度 

メディア 新聞 NPAKAHAT 購読新聞：赤旗 

メディア 新聞 NPASAHI 購読新聞：朝日 

メディア 新聞 NPCHUNI 購読新聞：中日新聞 

メディア 新聞 NPDAYSP 購読新聞：デイリースポーツ 

メディア 新聞 NPETC 購読新聞：その他 

メディア 新聞 NPETCX1 購読新聞：その他：具体的記述（１番目） 

メディア 新聞 NPETCX2 購読新聞：その他：具体的記述（2番目） 

メディア 新聞 NPFUJI 購読新聞：夕刊フジ 

メディア 新聞 NPGENDAI 購読新聞：日刊ゲンダイ 

メディア 新聞 NPHOKKAI 購読新聞：北海道新聞 

メディア 新聞 NPHOUCHI 購読新聞：報知 

メディア 新聞 NPJAPAN 購読新聞：Japan Times  

メディア 新聞 NPMAINI 購読新聞：毎日 

メディア 新聞 NPNIKKEI 購読新聞：日経 

メディア 新聞 NPNIKSP 購読新聞：日刊スポーツ 

メディア 新聞 NPNOMARK 購読新聞：いずれも選択していない 

メディア 新聞 NPNONE 購読新聞：ない 

メディア 新聞 NPSANKEI 購読新聞：産経 

メディア 新聞 NPSANSP 購読新聞：サンケイスポーツ 

メディア 新聞 NPSEIKYO 購読新聞：聖教新聞 

メディア 新聞 NPSPNIP 購読新聞：スポーツニッポン 

メディア 新聞 NPTOKYO 購読新聞：東京新聞 

メディア 新聞 NPWESTJP 購読新聞：西日本新聞 

メディア 新聞 NPYOMIUR 購読新聞：読売 

メディア 通信媒体 DOCOMPJ 利用通信媒体：パソコン（職場・学校で） 

メディア 通信媒体 DOCOMPP 利用通信媒体：パソコン（自宅で） 

メディア 通信媒体 DOEMAILJ 利用通信媒体：電子メール（仕事） 

メディア 通信媒体 DOEMAILP 利用通信媒体：電子メール（私用） 

メディア 通信媒体 DOFAX 利用通信媒体：ファックス 
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メディア 通信媒体 DONETSB 利用通信媒体：インターネットによるショッピング・バンキング 

メディア 通信媒体 DONETSTK 利用通信媒体：インターネットによる株取引 

メディア 通信媒体 DONONE 利用通信媒体：いずれも選択していない 

メディア 通信媒体 DONONEX 利用通信媒体：いずれも利用していない 

メディア 通信媒体 DOPHS 利用通信媒体：携帯電話・スマートフォン 

メディア 通信媒体 DOTBL 利用通信媒体：タブレット 

メディア 読書 FQ5READ 1 ヶ月の読書冊数 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC1 遺伝子組換え食品：大豆（大豆加工食品） 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC2 遺伝子組換え食品：とうもろこし 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC3 遺伝子組換え食品：じゃがいも 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC4 遺伝子組換え食品：米 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC5 遺伝子組換え食品：麦 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC6 遺伝子組換え食品：トマト 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC7 遺伝子組換え食品：豆全般・穀類全般 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC8 遺伝子組換え食品：野菜全般・その他の青果 

リスク認知 遺伝子組み換え GMCONC9 遺伝子組換え食品：青果以外 

リスク認知 遺伝子組み換え KNOWGMO 遺伝子組換え食品の知識 

リスク認知 遺伝子組み換え KWGMCONC 思い浮かぶ遺伝子組換え食品の有無 

リスク認知 遺伝子組み換え NGMCONC 思い浮かぶ遺伝子組換え食品の個数 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMEAT 遺伝子組換え食品への意見：食べてもよい 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMHOW 遺伝子組換え食品への意見：どのようにしてできるか 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMNTRL 遺伝子組換え食品への意見：自然なもの 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMSAFE 遺伝子組換え食品への意見：安全 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMSPRD 遺伝子組換え食品への意見：社会への普及 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMUSER 遺伝子組換え食品への意見：自分にとって有益 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMUSES 遺伝子組換え食品への意見：社会にとって有益 

リスク認知 遺伝子組み換え OPGMWHAT 遺伝子組換え食品への意見：どのようなものがあるか 

家族 きょうだい XNUMBROE 兄弟姉妹人数（兄） 

家族 きょうだい XNUMBROY 兄弟姉妹人数（弟） 

家族 きょうだい XNUMSBLG 兄弟姉妹人数（計） 

家族 きょうだい XNUMSELF 兄弟姉妹人数（本人） 

家族 きょうだい XNUMSISE 兄弟姉妹人数（姉） 

家族 きょうだい XNUMSISY 兄弟姉妹人数（妹） 

家族 その他 FFH[01-05]JOB その他の家族[01-05]：就労の有無 

家族 その他 FFH[01-05]MG その他の家族[01-05]：結婚状況 

家族 その他 FFH[01-08]AGE その他の家族[01-08]：年齢 

家族 その他 FFH[01-08]REL その他の家族[01-08]：続柄 

家族 その他 FFH[01-08]SEX その他の家族[01-08]：性別 

家族 その他 SZFFOTHR その他の家族の人数 

家族 義きょうだい XSSNBROE 配偶者の兄弟姉妹人数（兄） 

家族 義きょうだい XSSNBROY 配偶者の兄弟姉妹人数（弟） 
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家族 義きょうだい XSSNSBLG 配偶者の兄弟姉妹人数（計） 

家族 義きょうだい XSSNSELF 配偶者の兄弟姉妹人数（本人） 

家族 義きょうだい XSSNSISE 配偶者の兄弟姉妹人数（姉） 

家族 義きょうだい XSSNSISY 配偶者の兄弟姉妹人数（妹） 

家族 義親 MMLAGE 義母：年齢 

家族 義親 MMLCNTA 義母：接触頻度（直接） 

家族 義親 MMLCNTB 義母：接触頻度（間接） 

家族 義親 MMLDIST 義母：家までの距離 

家族 義親 MMLFAM 義母：同居者 

家族 義親 MMLJOB 義母：就労の有無 

家族 義親 MMLLIVE 義母：生死 

家族 義親 MMLLVT 義母：同居・別居・一時別居 

家族 義親 MMLLVT0 義母：別居・一時別居 

家族 義親 MMLLVTG 義母：同居・生死 

家族 義親 MMLMG 義母：結婚状況 

家族 義親 MMLWHY 義母：別居理由 

家族 義親 PPLAGE 義父：年齢 

家族 義親 PPLCNTA 義父：接触頻度（直接） 

家族 義親 PPLCNTB 義父：接触頻度（間接） 

家族 義親 PPLDIST 義父：家までの距離 

家族 義親 PPLFAM 義父：同居者 

家族 義親 PPLJOB 義父：就労の有無 

家族 義親 PPLLIVE 義父：生死 

家族 義親 PPLLVT 義父：同居・別居・一時別居 

家族 義親 PPLLVT0 義父：別居・一時別居 

家族 義親 PPLLVTG 義父：同居・生死 

家族 義親 PPLMG 義父：結婚状況 

家族 義親 PPLWHY 義父：別居理由 

家族 婚姻 AGE1DIV 1回目の離婚年齢 

家族 婚姻 AGE1MG 初婚年齢 

家族 婚姻 AGE1WDW 配偶者との 1回目の死別年齢 

家族 婚姻 AGE2DIV 2回目の離婚年齢 

家族 婚姻 AGE2WDW 配偶者との 2回目の死別年齢 

家族 婚姻 AGE3DIV 3回目の離婚年齢 

家族 婚姻 AGEMG1DV １回目離婚後の再婚年齢 

家族 婚姻 AGEMG1WD 配偶者との１回目死別後の再婚年齢 

家族 婚姻 AGEMG2DV ２回目離婚後の再婚年齢 

家族 婚姻 AGEMG2WD 配偶者との２回目死別後の再婚年齢 

家族 婚姻 DODVWDW 配偶者と別れた理由 

家族 婚姻 DOMARRY 結婚状況 

家族 婚姻 FQWDW 配偶者との死別回数 
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家族 婚姻 FQXDIV 離婚回数 

家族 婚姻 MARRYZ 配偶者の有無 

家族 婚姻 XDIV 離婚経験 

家族 婚姻 XMARRY 結婚経験 

家族 婚姻 XMGA1DV １回目離婚後の再婚の有無 

家族 婚姻 XMGA1WD 配偶者との１回目死別後、再婚の有無 

家族 婚姻 XMGA2DV ２回目離婚後の再婚の有無 

家族 婚姻 XMGA2WD 配偶者との２回目死別後、再婚の有無 

家族 婚姻 XWIDOW 配偶者との死別経験 

家族 子ども CC[01-06]LV4G 子ども[01-06]：同居・別居距離・生死 

家族 子ども CC[01-08]BORN 子ども[01-08]：生年 

家族 子ども CC[01-08]EOB 子ども[01-08]：生年（元号） 

家族 子ども CC[01-08]MARK 子ども[01-08]：有無 

家族 子ども CC[01-08]YOB 子ども[01-08]：生年（年） 

家族 子ども CC[01-09]CNTA 子ども[01-09]：接触頻度（直接） 

家族 子ども CC[01-09]CNTB 子ども[01-09]：接触頻度（間接） 

家族 子ども CC[01-09]DIST 子ども[01-09]：家までの距離 

家族 子ども CC[01-09]LIVE 子ども[01-09]：生死 

家族 子ども CC[01-09]LVT 子ども[01-09]：同居・別居・一時別居 

家族 子ども CC[01-09]SCH 子ども[01-09]：就学 

家族 子ども CC[01-09]WHY 子ども[01-09]：一時別居理由 

家族 子ども CC[01-11]AGE 子ども[01-11]：年齢 

家族 子ども CC[01-11]JOB 子ども[01-11]：就労の有無 

家族 子ども CC[01-11]LVTG 子ども[01-11]：同居・生死 

家族 子ども CC[01-11]MG 子ども[01-11]：結婚状況 

家族 子ども CC[01-11]SEX 子ども[01-11]：性別 

家族 子ども CCNUMC 子どもの人数（選択式） 

家族 子ども CCNUMCX 子どもの人数（選択式）：5人以上の場合（具体的記述） 

家族 子ども CCNUMTTL 子どもの人数 

家族 子ども CCYLIVE 末子：生死 

家族 子ども CCYNG 末子の年齢 

家族 親 MMAGE 母親：年齢 

家族 親 MMCNTA 母親：接触頻度（直接） 

家族 親 MMCNTB 母親：接触頻度（間接） 

家族 親 MMDIST 母親：家までの距離 

家族 親 MMFAM 母親：同居者 

家族 親 MMJOB 母親：就労の有無 

家族 親 MMLIVE 母親：生死 

家族 親 MMLV4G 母親：同居・別居距離・生死 

家族 親 MMLVT 母親：同居・別居・一時別居 

家族 親 MMLVT0 母親：別居・一時別居 
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家族 親 MMLVTG 母親：同居・生死 

家族 親 MMMG 母親：結婚状況 

家族 親 MMWHY 母親：別居理由 

家族 親 PPAGE 父親：年齢 

家族 親 PPCNTA 父親：接触頻度（直接） 

家族 親 PPCNTB 父親：接触頻度（間接） 

家族 親 PPDIST 父親：家までの距離 

家族 親 PPFAM 父親：同居者 

家族 親 PPJOB 父親：就労の有無 

家族 親 PPLIVE 父親：生死 

家族 親 PPLV4G 父親：同居・別居距離・生死 

家族 親 PPLVT 父親：同居・別居・一時別居 

家族 親 PPLVT0 父親：別居・一時別居 

家族 親 PPLVTG 父親：同居・生死 

家族 親 PPMG 父親：結婚状況 

家族 親 PPWHY 父親：別居理由 

家族 親 SZHSDEBT 親・親族からの金銭的援助や土地の贈与（本人と配偶者） 

家族 世帯員 COFMAT 同居家族：おば 

家族 世帯員 COFMBYCC 同居家族：弟の子 

家族 世帯員 COFMBYSP 同居家族：弟の妻 

家族 世帯員 COFMCC 同居家族：あなたの子ども 

家族 世帯員 COFMCSS 同居家族：子どもの配偶者 

家族 世帯員 COFMELD 最も高齢の同居家族の年齢 

家族 世帯員 COFMGCC 同居家族：孫 

家族 世帯員 COFMGCSP 同居家族：孫の配偶者 

家族 世帯員 COFMGM 同居家族：あなたの祖母 

家族 世帯員 COFMGML 同居家族：配偶者の祖母 

家族 世帯員 COFMGP 同居家族：あなたの祖父 

家族 世帯員 COFMGPL 同居家族：配偶者の祖父 

家族 世帯員 COFMGPM 同居家族：祖父母 

家族 世帯員 COFMMM 同居家族：あなたの母親 

家族 世帯員 COFMMML 同居家族：配偶者の母親 

家族 世帯員 COFMNONE 同居家族：ひとり暮らし 

家族 世帯員 COFMNONR 同居家族：親族以外の方 

家族 世帯員 COFMOT 同居家族：その他 

家族 世帯員 COFMOTR 同居家族：その他の親族 

家族 世帯員 COFMPM 同居家族：親 

家族 世帯員 COFMPML 同居家族：配偶者の親 

家族 世帯員 COFMPP 同居家族：あなたの父親 

家族 世帯員 COFMPPL 同居家族：配偶者の父親 

家族 世帯員 COFMSB 同居家族：あなたの兄弟姉妹 
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家族 世帯員 COFMSBCF 同居家族：姪 

家族 世帯員 COFMSBCM 同居家族：甥 

家族 世帯員 COFMSBL 同居家族：配偶者の兄弟姉妹 

家族 世帯員 COFMSS 同居家族：配偶者 

家族 世帯員 COFMSYCC 同居家族：妹の子 

家族 世帯員 COFMUN 同居家族：おじ 

家族 世帯員 COFMUNAC 同居家族：おじ・おばの子 

家族 世帯員 COFMUNAT 同居家族：父母の兄弟姉妹 

家族 世帯員 FF[01-09]JOB 家族[01-09]：就労の有無 

家族 世帯員 FF[01-09]MG 家族[01-09]：結婚状況 

家族 世帯員 FF[01-10]AGE 家族[01-10]：年齢 

家族 世帯員 FF[01-10]HEAD 家族[01-10]：世帯主 

家族 世帯員 FF[01-10]HERE 家族[01-10]：同居の有無 

家族 世帯員 FF[01-10]HOME 家族[01-10]：自宅在住か 

家族 世帯員 FF[01-10]OUT 家族[01-10]：一時的に自宅を出ている理由 

家族 世帯員 FF[01-10]REL 家族[01-10]：続柄 

家族 世帯員 FF[01-10]SEX 家族[01-10]：性別 

家族 世帯員 FF[01-10]WHY 家族[01-10]：別居の理由 

家族 世帯員 FF[02-10]MARK 家族[02-10]：有無 

家族 世帯員 FF01MARK 家族 01：本人 

家族 世帯員 FFATX 世帯員変数：おば 

家族 世帯員 FFBRECCX 世帯員変数：兄の子 

家族 世帯員 FFBREWWX 世帯員変数：兄の妻 

家族 世帯員 FFBREX 世帯員変数：兄 

家族 世帯員 FFBRYCCX 世帯員変数：弟の子 

家族 世帯員 FFBRYWWX 世帯員変数：弟の妻 

家族 世帯員 FFBRYX 世帯員変数：弟 

家族 世帯員 FFCCF1 世帯員変数：長女 

家族 世帯員 FFCCF1HH 世帯員変数：長女の夫 

家族 世帯員 FFCCF2 世帯員変数：次女 

家族 世帯員 FFCCF2HH 世帯員変数：次女の夫 

家族 世帯員 FFCCF3 世帯員変数：三女 

家族 世帯員 FFCCF3HH 世帯員変数：三女の夫 

家族 世帯員 FFCCF4 世帯員変数：四女 

家族 世帯員 FFCCF4HH 世帯員変数：四女の夫 

家族 世帯員 FFCCF5 世帯員変数：五女 

家族 世帯員 FFCCFX 世帯員変数：子（女） 

家族 世帯員 FFCCGFX 世帯員変数：孫（女） 

家族 世帯員 FFCCGGFX 世帯員変数：ひ孫（女） 

家族 世帯員 FFCCGGMX 世帯員変数：ひ孫（男） 

家族 世帯員 FFCCGMX 世帯員変数：孫（男） 
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家族 世帯員 FFCCGSPX 世帯員変数：孫の配偶者 

家族 世帯員 FFCCGX 世帯員変数：孫 

家族 世帯員 FFCCM1 世帯員変数：長男 

家族 世帯員 FFCCM1WW 世帯員変数：長男の妻 

家族 世帯員 FFCCM2 世帯員変数：次男 

家族 世帯員 FFCCM2WW 世帯員変数：次男の妻 

家族 世帯員 FFCCM3 世帯員変数：三男 

家族 世帯員 FFCCM3WW 世帯員変数：三男の妻 

家族 世帯員 FFCCM4 世帯員変数：四男 

家族 世帯員 FFCCM4WW 世帯員変数：四男の妻 

家族 世帯員 FFCCM5 世帯員変数：五男 

家族 世帯員 FFCCMX 世帯員変数：子（男） 

家族 世帯員 FFCCX 世帯員変数：子 

家族 世帯員 FFETCX 世帯員変数：その他 

家族 世帯員 FFHEAD 世帯主 

家族 世帯員 FFHH 世帯員変数：夫 

家族 世帯員 FFMM 世帯員変数：母 

家族 世帯員 FFMMGGX 世帯員変数：曾祖母 

家族 世帯員 FFMMGX 世帯員変数：祖母 

家族 世帯員 FFMMLAW 世帯員変数：義母（配偶者の母） 

家族 世帯員 FFMMNS 世帯員変数：親（女） 

家族 世帯員 FFPP 世帯員変数：父 

家族 世帯員 FFPPGGX 世帯員変数：曾祖父 

家族 世帯員 FFPPGX 世帯員変数：祖父 

家族 世帯員 FFPPLAW 世帯員変数：義父（配偶者の父） 

家族 世帯員 FFPPNS 世帯員変数：親（男） 

家族 世帯員 FFRESIDE 同居の有無（本人） 

家族 世帯員 FFSBCCFX 世帯員変数：姪 

家族 世帯員 FFSBCCMX 世帯員変数：甥 

家族 世帯員 FFSELF 世帯員変数：本人 

家族 世帯員 FFSEPWHY 別居の理由（本人） 

家族 世帯員 FFSIECCX 世帯員変数：姉の子 

家族 世帯員 FFSIEHHX 世帯員変数：姉の夫 

家族 世帯員 FFSISEX 世帯員変数：姉 

家族 世帯員 FFSISYX 世帯員変数：妹 

家族 世帯員 FFSIYCCX 世帯員変数：妹の子 

家族 世帯員 FFSIYHHX 世帯員変数：妹の夫 

家族 世帯員 FFSPBREX 世帯員変数：配偶者の兄 

家族 世帯員 FFSPBRYX 世帯員変数：配偶者の弟 

家族 世帯員 FFSPMMGX 世帯員変数：義理の祖母（配偶者の祖母） 

家族 世帯員 FFSPPPGX 世帯員変数：義理の祖父（配偶者の祖父） 
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家族 世帯員 FFSPSEX 世帯員変数：配偶者の姉 

家族 世帯員 FFSPSYX 世帯員変数：配偶者の妹 

家族 世帯員 FFSTAFF 世帯員変数：使用人・雇い人 

家族 世帯員 FFUNACCX 世帯員変数：おじ・おばの子 

家族 世帯員 FFUNASPX 世帯員変数：父母の兄弟姉妹の配偶者 

家族 世帯員 FFUNATX 世帯員変数：父母の兄弟姉妹 

家族 世帯員 FFUNX 世帯員変数：おじ 

家族 世帯員 FFWW 世帯員変数：妻 

家族 世帯員 SZFFAWAY 別居家族人数 

家族 世帯員 SZFFHERE 同居家族人数 

家族 世帯員 SZFFONLY 家族人数（本人除く） 

家族 世帯員 SZFFOUT 一時的な別居家族の人数 

家族 世帯員 SZFFTTL 家族人数（本人含む） 

家族 世帯支出 SZEXED 世帯支出：教育費 

家族 世帯支出 SZEXHIED 世帯支出：教育費が 500万以上の場合（具体的記述） 

家族 世帯支出 SZEXHIHS 世帯支出：住宅費が 600万以上の場合（具体的記述） 

家族 世帯支出 SZEXHOUS 世帯支出：住宅費 

家族 世帯年収 SZHHINCC 世帯年収（簡易版） 

家族 世帯年収 SZHSHINC 世帯年収：2,300万円以上の場合(具体的記述） 

家族 世帯年収 SZHSICM 世帯年収（簡易版） 

家族 世帯年収 SZHSINCM 世帯年収 

家族 配偶者 SPAGEX 配偶者の年齢 

家族 配偶者 SPLVTG 配偶者との同居 

家族 別居 FFO[01-05]AGE 一時的な別居家族[01-05]：年齢 

家族 別居 FFO[01-05]JOB 一時的な別居家族[01-05]：就労の有無 

家族 別居 FFO[01-05]MG 一時的な別居家族[01-05]：結婚状況 

家族 別居 FFO[01-05]SEX 一時的な別居家族[01-05]：性別 

家族 別居 FFO[01-07]REL 一時的な別居家族[01-07]：続柄 

家族 別居 FFO[01-07]WHY 一時的な別居家族[01-07]：別居理由 

家族 離職経験 XQTJBBTH 結婚・出産時の離職経験：出産 

家族 離職経験 XQTJBMRG 結婚・出産時の離職経験：結婚 

家族 離職経験 XQTJBNO 結婚・出産時の離職経験：経験なし・仕事についたことはない 

家族モジュール ジェンダー Q7WWHHX 性別規範：性役割分担 

家族モジュール ジェンダー Q7WWHPHH 性別規範：妻は夫の手助け 

家族モジュール ジェンダー Q7WWLOFF 性別規範：女性を先に解雇 

家族モジュール ジェンダー Q7WWMNCK 性別規範：男性の家事 

家族モジュール ジェンダー Q7JBMMCC 意見についての賛否：子どもへの影響 (EASS尺度) 

家族モジュール 意思決定 DMCCED 家庭内の意思決定者：子どもの教育 

家族モジュール 意思決定 DMEXP 家庭内の意思決定者：家計の管理 

家族モジュール 意思決定 DMHIEXP 家庭内の意思決定者：高価な品物の購入 

家族モジュール 意思決定 DMPPSPPT 家庭内の意思決定者：親の世話 
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家族モジュール 家族観 APPCCSXE 希望する子どもの性別（EASS尺度） 

家族モジュール 家族観 OPDVCNT 離婚後の子どもへの意見：両親と接触 

家族モジュール 家族観 OPDVSGL 離婚後の子どもへの意見：ひとり親 

家族モジュール 家族観 OPDVSTEP 離婚後の子どもへの意見：連れ子 

家族モジュール 家族観 OPISMM 世代間援助への意見：既婚男性から自分の親 

家族モジュール 家族観 OPISMMSS 世代間援助への意見：既婚男性から妻の親 

家族モジュール 家族観 OPISMW 世代間援助への意見：既婚女性から自分の親 

家族モジュール 家族観 OPISMWSS 世代間援助への意見：既婚女性から夫の親 

家族モジュール 家族観 OPISUM 世代間援助への意見：未婚男性から自分の親 

家族モジュール 家族観 OPISUW 世代間援助への意見：未婚女性から自分の親 

家族モジュール 家族観 OPPPCARE 老親の世話の責任 

家族モジュール 家族観 Q7FFAUTH 家系継承規範：父親の権威を尊重 

家族モジュール 家族観 Q7FFCARE 家系継承規範：親の世話をした子が多く相続 

家族モジュール 家族観 Q7FFGRV 家系継承規範：墓を守る 

家族モジュール 家族観 Q7FFHNR 家系継承規範：子どもは親の誇りに 

家族モジュール 家族観 Q7FFMAN 家系継承規範：長男が多く相続 

家族モジュール 家族観 Q7FFNDMN 家系継承規範：息子が必要 

家族モジュール 家族観 Q7MGCC 結婚規範：子どもをもつ必要 

家族モジュール 家族観 Q7MGCOH 結婚規範：同棲はかまわない 

家族モジュール 家族観 Q7MGDVCC 結婚規範：離婚は子が育つまで待つ 

家族モジュール 家族観 Q7MGDVGD 結婚規範：離婚はよい手段 

家族モジュール 家族観 Q7MGECSC 結婚規範：経済的安定 

家族モジュール 家族観 Q7MGMNHP 結婚規範：男性の結婚は幸福 

家族モジュール 家族観 Q7MGOLD 結婚規範：夫は年上 

家族モジュール 家族観 Q7MGWNHP 結婚規範：女性の結婚は幸福 

家族モジュール 家族観 Q7PRFF 家優先規範：自分より家族を優先 

家族モジュール 家族観 Q7PRMAN 家優先規範：妻より夫の親族を優先 

家族モジュール 家族行動 FQFDBOX 食産業の利用頻度：弁当 

家族モジュール 家族行動 FQFDFRZN 食産業の利用頻度：惣菜・冷凍食品 

家族モジュール 家族行動 FQFDOUT 食産業の利用頻度：外食 

家族モジュール 家族行動 FQFFDNRE 家族そろった夕食の頻度（EASS尺度） 

家族モジュール 家族行動 FQFFLSR 家族一緒のレジャー活動の頻度 

家族モジュール 介護 XC2OTHR 介護の相手（本人）：その他 

家族モジュール 介護 XC2PM 介護の相手（本人）：回答者の親 

家族モジュール 介護 XC2SS 介護の相手（本人）：配偶者 

家族モジュール 介護 XC2SSPM 介護の相手（本人）：配偶者の親 

家族モジュール 義親健康状態 MMLHLTH 義母：健康状態（EASS尺度） 

家族モジュール 義親健康状態 MMLHLTHZ 義母：健康状態 

家族モジュール 義親健康状態 PPLHLTH 義父：健康状態（EASS尺度） 

家族モジュール 義親健康状態 PPLHLTHZ 義父：健康状態  

家族モジュール 結婚満足度 STMGLF 生活満足度：結婚生活 
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家族モジュール 婚姻 AGE2MG 結婚した年齢：2回目 

家族モジュール 婚姻 AGE3MG 結婚した年齢：3回目 

家族モジュール 婚姻 AGE4MG 結婚した年齢：4回目 

家族モジュール 婚姻 DOMARRYZ 結婚状況（留置票） 

家族モジュール 婚姻 FSTMTSS 配偶者との出会いのきっかけ 

家族モジュール 婚姻 HLPMGPM 結婚時の親からの援助 

家族モジュール 婚姻 HLPMGPML 結婚時の義親からの援助 

家族モジュール 婚姻 INFLPMMG 結婚の決定への親の影響力 

家族モジュール 婚姻 NUMMARRY 結婚の回数 

家族モジュール 婚姻 WHOINTSS 配偶者の紹介者 

家族モジュール 婚姻 WHRMTSS 配偶者と出会った場所 

家族モジュール 婚姻 XSSRMG 配偶者の初婚・再婚 

家族モジュール 子ども CC18CNT もっとも接している 18歳以上の子ども 

家族モジュール 子ども LVTGCC18 子どもとの同居 

家族モジュール 子ども XCC18 18歳以上の子どもの有無 

家族モジュール 親・義親 PMDTH 両親の存否 

家族モジュール 親・義親 PMLDTH 義親の存否 

家族モジュール 親健康状態 MMHLTH 母親：健康状態（EASS尺度） 

家族モジュール 親健康状態 MMHLTHZ 母親：健康状態  

家族モジュール 親健康状態 PPHLTH 父親：健康状態（EASS尺度） 

家族モジュール 親健康状態 PPHLTHZ 父親：健康状態  

家族モジュール 世代間援助 HLPE2CC 世代間の経済的援助：回答者から子ども 

家族モジュール 世代間援助 HLPE2PM 世代間の経済的援助：回答者から両親 

家族モジュール 世代間援助 HLPE2PML 世代間の経済的援助：回答者から義親 

家族モジュール 世代間援助 HLPEFCC 世代間の経済的援助：子どもから回答者 

家族モジュール 世代間援助 HLPEFPM 世代間の経済的援助：両親から回答者 

家族モジュール 世代間援助 HLPEFPML 世代間の経済的援助：義親から回答者 

家族モジュール 世代間援助 HLPP2CC 世代間の実践的援助：回答者から子ども 

家族モジュール 世代間援助 HLPP2PM 世代間の実践的援助：回答者から両親 

家族モジュール 世代間援助 HLPP2PML 世代間の実践的援助：回答者から義親 

家族モジュール 世代間援助 HLPPFCC 世代間の実践的援助：子どもから回答者 

家族モジュール 世代間援助 HLPPFPM 世代間の実践的援助：両親から回答者 

家族モジュール 世代間援助 HLPPFPML 世代間の実践的援助：義親から回答者 

家族モジュール 政策 OP5CCEDE 国か家族か：子どもの教育費（EASS尺度） 

家族モジュール 政策 OP5CCREE 国か家族か：保育・育児（EASS尺度） 

家族モジュール 政策 OP5SRMDE 国か家族か：高齢者の医療・介護（EASS尺度） 

家族モジュール 政策 OP5SRWFE 国か家族か：高齢者の生活保障（EASS尺度） 

家族モジュール 配偶者介護 SSC2OTHR 介護の相手（配偶者）：その他 

家族モジュール 配偶者介護 SSC2PM 介護の相手（配偶者）：回答者の親 

家族モジュール 配偶者介護 SSC2R 介護の相手（配偶者）：回答者 

家族モジュール 配偶者介護 SSC2SSPM 介護の相手（配偶者）：配偶者の親 
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家族モジュール 配偶者健康状態 SS5HLTHE 健康状態（配偶者）（EASS尺度） 

家族モジュール 配偶者年齢 SPAGEZ 配偶者の年齢（留置Ｂ票のみ） 

家族モジュール 夫婦関係 SSTRLSTN 配偶者との情緒的関係：配偶者が悩みを聞く 

家族モジュール 夫婦関係 SSTRSPK 配偶者との情緒的関係：あなたが悩みを聞く 

家族観・行動 ジェンダー ELWNGVNR 女性知事候補への投票 

家族観・行動 ジェンダー OP4NAME 夫婦別姓意識 

家族観・行動 ジェンダー OP5WINC 女性の就業：給与 

家族観・行動 ジェンダー OP5WJBSC 女性の就業：雇用の安定 

家族観・行動 ジェンダー OP5WJOB 女性の就業：就職 

家族観・行動 ジェンダー OP5WPROM 女性の就業：昇進 

家族観・行動 ジェンダー OPCCSNM 夫婦別姓のもとでの子どもの名字への意見 

家族観・行動 ジェンダー OPEMP1C 長子天皇への賛否 

家族観・行動 ジェンダー OPEMPF 女性天皇への賛否 

家族観・行動 ジェンダー OPEMPFL 女系天皇への賛否 

家族観・行動 ジェンダー Q4JBMMCC 意見についての賛否：子どもへの影響 

家族観・行動 ジェンダー Q4JBMMFM 意見についての賛否：親子関係 

家族観・行動 ジェンダー Q4MNCOOK 意見についての賛否：男性の家事 

家族観・行動 ジェンダー Q4MNMGA 意見についての賛否：男性の幸福 

家族観・行動 ジェンダー Q4NOCCMG 意見についての賛否：子どもをもつ必要 

家族観・行動 ジェンダー Q4WNJB2L 意見についての賛否：女性の自立 

家族観・行動 ジェンダー Q4WNMGA 意見についての賛否：女性の幸福 

家族観・行動 ジェンダー Q4WWHHX 意見についての賛否：性役割分担 

家族観・行動 ジェンダー Q4WWHPHH 意見についての賛否：妻は夫の手助け 

家族観・行動 ジェンダー Q4WWJBIA 意見についての賛否：妻の仕事 

家族観・行動 ジェンダー QWNSUMO 女性知事による大相撲の表彰 

家族観・行動 移動 TRNBIKE 移動手段：自転車 

家族観・行動 移動 TRNBUS 移動手段：バス 

家族観・行動 移動 TRNFCAR 移動手段：自動車（家族が運転） 

家族観・行動 移動 TRNMCAR 移動手段：自動車（自分で運転） 

家族観・行動 移動 TRNMTRBK 移動手段：バイク 

家族観・行動 移動 TRNOTHER 移動手段：その他 

家族観・行動 移動 TRNTAXI 移動手段：タクシー 

家族観・行動 移動 TRNTRAIN 移動手段：電車 

家族観・行動 移動 TRNWALK 移動手段：主に徒歩 

家族観・行動 家事 FQ7CKDNR 夕食の用意：頻度（本人） 

家族観・行動 家事 FQ7CLEAN 家の掃除：頻度（本人） 

家族観・行動 家事 FQ7GARB ゴミ出し：頻度（本人） 

家族観・行動 家事 FQ7RPH 家の簡単な修理：頻度（本人） 

家族観・行動 家事 FQ7SHOP 買い物：頻度（本人） 

家族観・行動 家事 FQ7WASH 洗濯：頻度（本人） 

家族観・行動 家事 RR6ACCT 家計管理 
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家族観・行動 家事 WH3HSWK 家事分担 

家族観・行動 家族観 APPCCNMX 理想的な子どもの人数：5人以上の場合（具体的記述） 

家族観・行動 家族観 APPCCNUM 理想的な子どもの人数（一般論） 

家族観・行動 家族観 APPCCSXB 希望する子どもの性別 

家族観・行動 家族観 OP2GNR 三世代同居観 

家族観・行動 家族観 OP4FRCRS 老後の不安感：十分な介護サービス 

家族観・行動 家族観 OP4FRFCR 老後の不安感：家族・親族の介護 

家族観・行動 家族観 OP4FRPSN 老後の不安感：年金生活 

家族観・行動 家族観 Q4CCDVY 結婚観：子どもにとっての親の離婚 

家族観・行動 家族観 Q4DIVOK 意見についての賛否：離婚 

家族観・行動 家族観 Q4HHDVY 結婚観：夫にとっての離婚 

家族観・行動 家族観 Q4MGHAPP 意見についての賛否：結婚観 

家族観・行動 家族観 Q4MNCKY 結婚観：男性の家事の賛否 

家族観・行動 家族観 Q4SAMESM 同性婚への賛否 

家族観・行動 家族観 Q4WWDVY 結婚観：妻にとっての離婚 

家族観・行動 家族行動 FQ7FFDNR 家族と一緒の夕食：頻度 

家族観・行動 結婚 WNTMRY 結婚・再婚の意欲 

家族観・行動 結婚 WNTMRYAG 結婚・再婚の意欲：何歳までに 

家族観・行動 配偶者家事 SSFQ7CK 夕食の用意：頻度（配偶者） 

家族観・行動 配偶者家事 SSFQ7CLN 家の掃除：頻度(配偶者） 

家族観・行動 配偶者家事 SSFQ7GRB ゴミ出し：頻度（配偶者） 

家族観・行動 配偶者家事 SSFQ7RPH 家の簡単な修理：頻度（配偶者） 

家族観・行動 配偶者家事 SSFQ7SHP 買い物：頻度（配偶者） 

家族観・行動 配偶者家事 SSFQ7WSH 洗濯：頻度（配偶者） 

家族観・行動 墓 OP7CMTRA 自分の墓について 

家族観・行動 墓 WLMNGGRV 先祖の墓：今後どのように受け継ぐか 

家族観・行動 墓 XCMCARE 共同墓または散骨希望の理由：子どもをわずらわせたくない 

家族観・行動 墓 XCMETC 共同墓または散骨希望の理由：その他 

家族観・行動 墓 XCMNATR 共同墓または散骨希望の理由：自然にかえりたい 

家族観・行動 墓 XCMNOMK 共同墓または散骨希望の理由：いずれも選択していない 

家族観・行動 墓 XCMNONE 共同墓または散骨希望の理由：墓を守る人がいない 

家族観・行動 墓 XCMSENS 共同墓または散骨希望の理由：墓に意味が見いだせない 

家族観・行動 墓 XINHRGRV 先祖の墓の受け継ぎ 

家族観・行動 友人 FQ7FRSEE 友人との会食：頻度 

階層 家計状態 OP3ECN3A 家計状態の変化 

階層 階層 OP10LVL 自分の位置する階層 

階層 階層 OP5LEVK 階層帰属意識 

階層 希望職業 WNTJB 将来なりたかった職業の有無 

階層 希望職業 WNTJBPM なりたかった職業は親の職業か 

階層 希望職業 WNTJBX 将来なりたかった職業 

階層 希望職業 XWNTJOB なりたかった職業に就けたか 
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階層 経済的不安 AXECNSF 将来の経済的不安 

階層 向上機会 OP5CHNCA 生活水準向上機会の有無 

階層 資産 SZHSASST 資産総額（本人と配偶者） 

階層 進学希望 XQTEDU 経済的理由で進学を断念した経験 

階層 世帯収入 OP5FFINX 世帯収入のレベル 

階層 世帯収入 OPFFIX15 15歳の頃の世帯収入レベル 

外国 開発援助 OPADDIPL 開発援助：外交に応じて調整すべき 

外国 開発援助 OPADEXP 開発援助：日本人への説明が不十分 

外国 開発援助 OPADFIN 開発援助：財政状況に応じて減らすべき 

外国 開発援助 OPADINFO 開発援助：現地人への伝達が不十分 

外国 開発援助 OPADOBL 開発援助：援助は義務 

外国 開発援助 OPADVITL 開発援助：援助は不可欠 

外国 開発援助 XADDONAT 開発国支援の経験：募金 

外国 開発援助 XADVOL 開発国支援の経験：ボランティア 

外国 外国人とのつき合い FFXFNMG 外国人とのつき合い：親族の婚姻 

外国 外国人とのつき合い FQ4FNR 外国人に近所で会う機会 

外国 外国人とのつき合い OP4FNEMP 外国人増加による地域への影響：雇用環境の悪化 

外国 外国人とのつき合い OPFNWAG 外国人の受入：農林漁業従事者 

外国 外国人とのつき合い OPFNWCN 外国人の受入：建設作業者 

外国 外国人とのつき合い OPFNWCR 外国人の受入：介護・看護サービス従事者 

外国 外国人とのつき合い OPFNWFC 外国人の受入：工場労働者 

外国 外国人とのつき合い OPFNWPR 外国人の受入：高度専門職従事者 

外国 外国人とのつき合い XFNACT 外国人とのつき合い：地域活動 

外国 外国人とのつき合い XFNASSOX 外国人とのつき合い（経験）：友人 

外国 外国人とのつき合い XFNCLUBX 外国人とのつき合い（経験）：国際交流の活動 

外国 外国人とのつき合い XFNETCX 外国人とのつき合い（経験）：サークル・地域活動 

外国 外国人とのつき合い XFNHLLO 外国人とのつき合い：挨拶 

外国 外国人とのつき合い XFNHLLOX 外国人とのつき合い（経験）：挨拶 

外国 外国人とのつき合い XFNMEAL 外国人とのつき合い：食事招待 

外国 外国人とのつき合い XFNMGX 外国人とのつき合い（経験）：親族の婚姻 

外国 外国人とのつき合い XFNNOMK 外国人とのつき合い：いずれも選択していない 

外国 外国人とのつき合い XFNNOMKX 外国人とのつき合い（経験）：いずれも選択していない 

外国 外国人とのつき合い XFNONE 外国人とのつき合い（経験）：つき合いはない 

外国 外国人とのつき合い XFNSTAY 外国人とのつき合い：宿泊招待 

外国 外国人とのつき合い XFNSTDY 外国人とのつき合い：学校 

外国 外国人とのつき合い XFNSTDYX 外国人とのつき合い（経験）：学校 

外国 外国人とのつき合い XFNWORK 外国人とのつき合い：職場 

外国 外国人とのつき合い XFNWORKX 外国人とのつき合い（経験）：職場 

外国 外国人増加 FNCULT 外国人増加の影響：外国の文化に触れる 

外国 外国人増加 FNETC 外国人増加の影響：その他 

外国 外国人増加 FNINTNL 外国人増加の影響：国際情勢への関心が高まる 
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外国 外国人増加 FNJCUL 外国人増加の影響：日本文化がそこなわれる 

外国 外国人増加 FNLANG 外国人増加の影響：外国語を学ぶ機会 

外国 外国人増加 FNLOCAL 外国人増加の影響：地域性の喪失 

外国 外国人増加 FNLOPOP 外国人増加の影響：過疎地の活性化 

外国 外国人増加 FNNOKNOW 外国人増加の影響：わからない 

外国 外国人増加 FNNOMK 外国人増加の影響：いずれも選択していない 

外国 外国人増加 FNNONE 外国人増加の影響：影響はない 

外国 外国人増加 FNPEACE 外国人増加の影響：国際平和 

外国 外国人増加 FNPREDN 外国人増加の影響：偏見が弱くなる 

外国 外国人増加 FNPREUP 外国人増加の影響：偏見が強くなる 

外国 外国人増加 FNSAFE 外国人増加の影響：治安の悪化 

外国 外国人増加 FNTAXUP 外国人増加の影響：税負担の増加 

外国 外国人増加 FNUNIQ 外国人増加の影響：単一性の喪失 

外国 外国人増加 FNVARTY 外国人増加の影響：社会の多様化 

外国 外国人増加 FNWKCHN 外国人増加の影響：雇用機会の減少 

外国 外国人増加 FNWORK 外国人増加の影響：労働力の補充 

外国 外国人増加 QFNRINCR 外国人増加の賛否 

外国 好感度 FAVFCHN 外国の好感度：中国 

外国 好感度 FAVFIDN 外国の好感度：インドネシア 

外国 好感度 FAVFIND 外国の好感度：インド 

外国 好感度 FAVFKOR 外国の好感度：韓国 

外国 好感度 FAVFMNG 外国の好感度：モンゴル 

外国 好感度 FAVFPHL 外国の好感度：フィリピン 

外国 好感度 FAVFPRK 外国の好感度：北朝鮮 

外国 好感度 FAVFRUS 外国の好感度：ロシア 

外国 好感度 FAVFTHA 外国の好感度：タイ 

外国 好感度 FAVFTWN 外国の好感度：台湾 

外国 好感度 FAVFUSA 外国の好感度：アメリカ 

外国 貿易 INTDEXP 外国との取り引き：外国に輸出している 

外国 貿易 INTDIMP 外国との取り引き：外国から輸入している 

外国 貿易 INTDNEX 外国との取り引き：外国とのやり取りは何もない 

外国 貿易 INTDPRD 外国との取り引き：外国で生産している 

外国語 英語の使用 EAART 過去 1年間の英語使用：映画鑑賞・音楽鑑賞・読書 

外国語 英語の使用 EABUS 過去 1年間の英語使用：仕事 

外国語 英語の使用 EAINET 過去 1年間の英語使用：インターネット 

外国語 英語の使用 EALEARN 過去 1年間の英語使用：学習 

外国語 英語の使用 EANONE 過去 1年間の英語使用：まったく使ったことがない 

外国語 英語の使用 EAOTHER 過去 1年間の英語使用：その他 

外国語 英語の使用 EASOC 過去 1年間の英語使用：付き合い 

外国語 英語の使用 EATRIP 過去 1年間の英語使用：海外旅行 

外国語 英語の使用 EUCLASS 英語の使用：学校や資格取得で使う 
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外国語 英語の使用 EUETC 英語の使用：その他 

外国語 英語の使用 EUFAMLY 英語の使用：家族とのコミュニケーションに 

外国語 英語の使用 EUFRIEND 英語の使用：外国人の友人や知人との付き合いで 

外国語 英語の使用 EUHOBBY 英語の使用：趣味・娯楽・海外旅行で 

外国語 英語の使用 EUKIDS 英語の使用：子ども(孫）に教える 

外国語 英語の使用 EUNO 英語の使用：ほとんど使う機会はない 

外国語 英語の使用 EUNOMARK 英語の使用：いずれも選択していない 

外国語 英語の使用 EUTOKI 英語の使用：仕事で時々使う 

外国語 英語の使用 EUYOKU 英語の使用：仕事でよく使う 

外国語 英語の必要性 OPEUSOC 趣味や人づきあいでの英語の必要性 

外国語 英語の必要性 OPEUWK 仕事での英語の必要性 

外国語 英語以外の外国語 INTFLANG 興味がある外国語 

外国語 英語学習 ELCHILD 英語学習の理由：子どもの教育 

外国語 英語学習 ELENJOY 英語学習の理由：楽しい 

外国語 英語学習 ELETC 英語学習の理由：その他 

外国語 英語学習 ELGETJOB 英語学習の理由：就職・転職 

外国語 英語学習 ELGRADE 英語学習の理由：卒業・進級 

外国語 英語学習 ELINET 英語学習の理由：インターネット 

外国語 英語学習 ELMOVIE 英語学習の理由：ニュース・映画 

外国語 英語学習 ELNEW 英語学習の理由：学習が好き 

外国語 英語学習 ELNOMK 英語学習の理由：いずれも選択していない 

外国語 英語学習 ELPROMO 英語学習の理由：昇進・昇格 

外国語 英語学習 ELQUALF 英語学習の理由：資格 

外国語 英語学習 ELTASK 英語学習の理由：仕事 

外国語 英語学習 ELTRAVL 英語学習の理由：海外旅行 

外国語 英語学習 ELVISION 英語学習の理由：視野を広めたい 

外国語 英語学習 ELWEST 英語学習の理由：米英が好き 

外国語 英語学習 WLRNENG 英語の学習意欲 

外国語 英語学習 XECIRCLE 英語学習・経験：英会話サークル 

外国語 英語学習 XECLASS 英語学習・経験：英会話学校や文化教室 

外国語 英語学習 XEFRIEND 英語学習・経験：外国人の友人や知人との付き合い 

外国語 英語学習 XEMEDIA 英語学習・経験：テレビやラジオの番組やニュース 

外国語 英語学習 XENOMARK 英語学習・経験：いずれも選択していない 

外国語 英語学習 XENONE 英語学習・経験：いずれも経験はない 

外国語 英語学習 XEOSJOB 英語学習・経験：海外勤務や居住 

外国語 英語学習 XEOSSTDY 英語学習・経験：海外留学や海外研修 

外国語 英語学習 XEOSTRIP 英語学習・経験：海外旅行 

外国語 英語学習 XESELF 英語学習・経験：英語教材で自習 

外国語 英語学習 XESHANAI 英語学習・経験：社内研修 

外国語 英語学習 XLRNENG 学校外の英語学習の経験 

外国語 英語教育 OPTEED 英語教育の開始学年への意見 
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外国語 英語教育 XEEBJH 中学校以前の英語教育経験 

外国語 英語力 ENGREAD 英語読解力のレベル 

外国語 英語力 ENGTALK 英会話のレベル 

居住地域 愛着 LKLOCAL 現在の居住地域への愛着 

居住地域 愛着 WLLIVE 現在の居住地域に住み続けたいか 

居住地域 居住地 AXCONTCM 居住地域の存続についての不安感 

居住地域 居住地 CTVW20 20歳の頃の居住地（本人）：移動経験 

居住地域 居住地 PREF20 20歳の頃の居住地（本人）：都道府県名 

居住地域 居住地 TP5LOC20 20歳の頃の居住地（本人）：居住地域の規模 

居住地域 居住年数 XLIVEYR 現在の居住地域への居住年数 

居住地域 地域問題 ENHMAGNG 地域問題：高齢化 

居住地域 地域問題 ENHMANML 地域問題：鳥や獣による被害 

居住地域 地域問題 ENHMD 地域問題：山林の維持管理 

居住地域 地域問題 ENHMDCRM 地域問題：犯罪の増加 

居住地域 地域問題 ENHMDEPP 地域問題：人口の流出 

居住地域 地域問題 ENHMDSLD 地域問題：耕作放棄地の増加 

居住地域 地域問題 ENHMEMP 地域問題：空き家の増加 

居住地域 地域問題 ENHMSHOP 地域問題：買い物の不便さ 

居住地域 地域問題 ENHMTRNS 地域問題：公共交通機関の不便さ 

居住地域 地域問題 OP4FNCLT 外国人増加による地域への影響：文化を豊かにする 

居住地域 地域問題 OP4FNECN 外国人増加による地域への影響：地域経済の活性化 

居住地域 地域問題 OP4FNSFE 外国人増加による地域への影響：治安・風紀が乱れる 

教育 いじめ OPCLUBT クラブ活動への教員の立会い 

教育 いじめ SUBULLY いじめの責任：いじめた生徒 

教育 いじめ SUCMATE いじめの責任：それ以外のクラスメート 

教育 いじめ SUFFBUL いじめの責任：いじめた生徒の保護者 

教育 いじめ SUFFSLF いじめの責任：本人の保護者 

教育 いじめ SUSCHL いじめの責任：学校 

教育 いじめ SUSELF いじめの責任：本人 

教育 いじめ SUTCHER いじめの責任：クラスの担任 

教育 いじめ XSBULLY 身近な人の校内いじめの有無 

教育 しつけ LMTCCBH 子どものしつけ：行動制限 

教育 しつけ MMDCPL15 15歳の頃の母親のしつけ 

教育 しつけ PPDCPL15 15歳の頃の父親のしつけ 

教育 しつけ RPSCCFL 子どものしつけ：気持ちへの配慮 

教育 しつけ WNYOCHL 子どものしつけ：他人の子どもへの注意 

教育 しつけ XS10YCDC 10年間の変化：地域のしつけ力 

教育 しつけ XS10YCDH 10年間の変化：家庭のしつけ力 

教育 しつけ XS10YCDS 10年間の変化：学校のしつけ力 

教育 しつけ XS10YMSC 10年間の変化：子どもの道徳意識 

教育 しつけ XS10YPPM 10年間の変化：母親の存在感 
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教育 しつけ XS10YPPP 10年間の変化：父親の存在感 

教育 教育観 IMEDCRAM 重要な教育：塾・予備校 

教育 教育観 IMEDHRU 重要な教育：高レベルの大学 

教育 教育観 IMEDLSSN 重要な教育：習い事 

教育 教育観 IMEDUNIV 重要な教育：大学 

教育 教育観 MSBASIC 学校の意義：基礎的な知識 

教育 教育観 MSETC 学校の意義：その他 

教育 教育観 MSFINDJB 学校の意義：就職が有利 

教育 教育観 MSFRIEND 学校の意義：友達づくり  

教育 教育観 MSFRTIME 学校の意義：自由な時間を利用できた 

教育 教育観 MSHUMAN 学校の意義：人間関係・社会性 

教育 教育観 MSJSKILL 学校の意義：仕事に必要な技能 

教育 教育観 MSMENTAL 学校の意義：精神的成長 

教育 教育観 MSNOMARK 学校の意義：いずれも選択していない   

教育 教育観 MSNONE 学校の意義：特になかった 

教育 教育観 MSQUALF 学校の意義：学歴や資格 

教育 教育観 MSSPEC 学校の意義：専門的な知識 

教育 教育観 MSSPORT 学校の意義：スポーツ・部活動 

教育 教育観 MSSPOUSE 学校の意義：配偶者との出会い 

教育 教育観 MSTALENT 学校の意義：自分の才能 

教育 教育観 MSTEACHR 学校の意義：先生から生き方を学ぶ 

教育 教育観 OP4EDABI 教育観：学歴は本人の実力による 

教育 教育観 OP4EDECN 教育観：学歴は経済的状況による 

教育 教育観 OP4EDHI 教育観：子どもには、できるだけ高い学歴を 

教育 教育観 OP4EDINC 教育観：高い学歴は収入面に恵まれる 

教育 教育観 OP4EDJOB 教育観：高い学歴で希望職に就ける 

教育 教育観 OP4EDMG 教育観：高い学歴でよい結婚ができる 

教育 教育観 OP4EDPAR 教育観：学歴は親の教育方針による 

教育 教育観 OP4EDUNI 教育観：どの大学かで人生が左右 

教育 教育観 OPEDMND 心の教育への意見 

教育 教育観 OPEXED 教育費支出のレベル 

教育 塾経験 XSCORR 小・中学生の頃の経験：通信教育 

教育 塾経験 XSJUKU 小・中学生の頃の経験：塾 

教育 塾経験 XSNOMARK 小・中学生の頃の経験：いずれも選択していない 

教育 塾経験 XSNONE 小・中学生の頃の経験：いずれもない 

教育 塾経験 XSTUTOR 小・中学生の頃の経験：家庭教師につく 

教育歴 高校 XHSRATE 高校：進学率 

教育歴 高校 XHSSUB 高校：学んだ学科 

教育歴 最終学歴 AGEDRP 最終学校の中退年齢（本人） 

教育歴 最終学歴 AGEGRD 最終学校の卒業年齢（本人） 

教育歴 最終学歴 DOLSTSCH 最終学校の卒業・中退（本人） 
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教育歴 最終学歴 USFLLSTS 最終学校の教育が仕事に役立った程度 

教育歴 最終学歴 XLSTSCH 最終学校（本人）（簡易版） 

教育歴 最終学歴 XXLSTSCH 最終学校（本人） 

教育歴 最終学歴 XXSCHDPT 最終学校での学部・学科 

教育歴 在学中 XGRADE 在学中の場合の学年（本人） 

教育歴 成績 OP5SCHPF 中学３年生の頃の成績 

教育歴 専修学校・専門学校 DOSPSUSC 専修学校・専門学校：高等課程の修了 

教育歴 専修学校・専門学校 USFLSPS 専修学校・専門学校：教育が仕事に役立った程度 

教育歴 専修学校・専門学校 WHNSPSCH 専修学校・専門学校：通った時期 

教育歴 専修学校・専門学校 XXSPSTDY 専修学校・専門学校：学科・分野 

教育歴 大学 XUPUBLIC 大学など：国・公・私立 

教育歴 大学 XUSUB 大学など：専攻分野 

教育歴 通学経験 XKAKUSHU 通学経験：各種学校 

教育歴 通学経験 XNOKNOW 各種学校などの通学経験：わからない 

教育歴 通学経験 XNOMARK 各種学校などの通学経験：いずれも選択していない 

教育歴 通学経験 XNOSCH 各種学校などの通学経験：いずれもない 

教育歴 通学経験 XOCCUP 通学経験：公共職業訓練校 

教育歴 通学経験 XSENSHU 通学経験：専修学校・専門学校 

教育歴 通学経験 XSPSCH 専修学校・専門学校への通学経験（本人） 

教育歴 配偶者最終学歴 SLSTSCH 最終学校（配偶者）（簡易版） 

教育歴 配偶者最終学歴 SSAGEDRP 最終学校の中退年齢（配偶者） 

教育歴 配偶者最終学歴 SSAGEGRD 最終学校の卒業年齢（配偶者） 

教育歴 配偶者最終学歴 SSDOLSTS 最終学校の卒業・中退（配偶者） 

教育歴 配偶者最終学歴 SSLSTSCH 最終学校（配偶者） 

教育歴 配偶者在学中 SSXGRADE 在学中の場合の学年（配偶者） 

教育歴 配偶者通学経験 PSPSCH 専修学校・専門学校への通学経験（配偶者） 

教育歴 父最終学歴 PLSTSCH 最終学校（父親）（簡易版） 

教育歴 父最終学歴 PPLSTSCH 最終学校（父親） 

教育歴 母最終学歴 MLSTSCH 最終学校（母親）（簡易版） 

教育歴 母最終学歴 MMLSTSCH 最終学校（母親） 

金融 クレジットカード FNCDCASH クレジットカードの機能の利用：キャッシング 

金融 クレジットカード FNCDINST クレジットカードの機能の利用：分割払い 

金融 クレジットカード FNCDONE クレジットカードの機能の利用：1回払い 

金融 クレジットカード FNCDREVO クレジットカードの機能の利用：リボ払い 

金融 クレジットカード NUMCARD クレジットカードの所有枚数 

金融 クレジットカード OPCDCM クレジットカードへの意見：宣伝を制限 

金融 クレジットカード OPCDCRM クレジットカードへの意見：犯罪に利用される 

金融 クレジットカード OPCDOVER クレジットカードへの意見：使いすぎる 

金融 クレジットカード OPCDUSFL クレジットカードへの意見：便利 

金融 クレジットカード USCDCHRG クレジットカードの用途：公共料金・通信費 

金融 クレジットカード USCDDAY クレジットカードの用途：日常の買い物 
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金融 クレジットカード USCDEAT クレジットカードの用途：外食の代金 

金融 クレジットカード USCDHIGH クレジットカードの用途：高額な買い物 

金融 借金 Q4DEBT 借金への賛否 

金融 消費者金融 NUMCONSF 消費者金融の利用回数 

金融 消費者金融 OPCSCM 消費者金融への意見：宣伝を制限 

金融 消費者金融 OPCSCRM 消費者金融への意見：犯罪に利用される 

金融 消費者金融 OPCSOVER 消費者金融への意見：使いすぎる 

金融 消費者金融 OPCSUSFL 消費者金融への意見：便利 

金融 消費者金融 USCSBANK 消費者金融の利用理由：他の金融機関への支払い 

金融 消費者金融 USCSBUS 消費者金融の利用理由：事業資金 

金融 消費者金融 USCSCLTH 消費者金融の利用理由：服飾品の費用 

金融 消費者金融 USCSDAY 消費者金融の利用理由：日常の生活費 

金融 消費者金融 USCSEDU 消費者金融の利用理由：教育費 

金融 消費者金融 USCSHOB 消費者金融の利用理由：趣味の費用 

金融 消費者金融 USCSMD 消費者金融の利用理由：医療費 

金融 消費者金融 USCSOTHR 消費者金融の利用理由：その他 

金融 消費者金融 USCSSOC 消費者金融の利用理由：交際費 

健康 COVID-19 COVGOV COVID-19をめぐる現在の政府の対応への評価 

健康 COVID-19 COVPROB COVID-19感染リスクの可能性 

健康 COVID-19 COVVAC COVID-19 ワクチン接種 

健康 COVID-19 COVWRY COVID-19：感染への不安 

健康 COVID-19 CVCHBTRP COVID-19感染拡大以前と比べての変化：出張 

健康 COVID-19 CVCHINC COVID-19感染拡大以前と比べての変化：収入 

健康 COVID-19 CVCHWKHR COVID-19感染拡大以前と比べての変化：労働時間 

健康 COVID-19 CVCHWKVL COVID-19感染拡大以前と比べての変化：仕事量 

健康 COVID-19 CVGBORD 感染症対策への意見：国境封鎖の重要性 

健康 COVID-19 CVGECON 感染症対策への意見：感染拡大防止か経済活動か 

健康 COVID-19 CVGMOVE 感染症対策への意見：移動制限の重要性 

健康 COVID-19 CVGPRV 感染症対策への意見：行動追跡かプライバシーか 

健康 COVID-19 CVININT COVID-19の情報を知るメディア：インターネット（ウェブ記事） 

健康 COVID-19 CVINNP COVID-19の情報を知るメディア：新聞（オンライン版含む） 

健康 COVID-19 CVINOT COVID-19の情報を知るメディア：その他 

健康 COVID-19 CVINPN COVID-19の情報を知るメディア：知人 

健康 COVID-19 CVINRD COVID-19の情報を知るメディア：ラジオ 

健康 COVID-19 CVINSM COVID-19の情報を知るメディア：ソーシャルメディア（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ、ﾂｲ

ｯﾀｰなど） 

健康 COVID-19 CVINTV COVID-19の情報を知るメディア：テレビ 

健康 COVID-19 CVPCGH COVID-19予防行動：咳エチケットを守る 

健康 COVID-19 CVPCRWD COVID-19予防行動：人混みを避ける 

健康 COVID-19 CVPDINF COVID-19予防行動：手をアルコール消毒する 

健康 COVID-19 CVPDIST COVID-19予防行動：人との距離を 1 メートル以上あける 
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健康 COVID-19 CVPMASK COVID-19予防行動：マスクを着用する 

健康 COVID-19 CVPNOTCH COVID-19予防行動：目、鼻や口を手で触らないように気をつける 

健康 COVID-19 CVPVENT COVID-19予防行動：換気に気をつける 

健康 COVID-19 CVPWASH COVID-19予防行動：20秒以上手を洗う 

健康 COVID-19 CVRFGYM COVID-19感染拡大により控えたこと：スポーツジムやフィットネスクラ

ブの利用 

健康 COVID-19 CVRFHAIR COVID-19感染拡大により控えたこと：美容院や理髪店などの利用 

健康 COVID-19 CVRFMED COVID-19感染拡大により控えたこと：病院での診療 

健康 COVID-19 CVRFMOV COVID-19感染拡大により控えたこと：映画、観劇、コンサートやスポ

ーツ観戦 

健康 COVID-19 CVRFRST COVID-19感染拡大により控えたこと：飲食店の利用 

健康 COVID-19 CVRFSHOP COVID-19感染拡大により控えたこと：買い物 

健康 COVID-19 CVRFTRNS COVID-19感染拡大により控えたこと：公共交通機関の利用 

健康 COVID-19 CVRFTRP COVID-19感染拡大により控えたこと：宿泊を伴う旅行 

健康 COVID-19 CVRSPG COVID-19感染（一般）：本人の責任 

健康 COVID-19 CVRSPR COVID-19感染（本人）：本人の責任 

健康 COVID-19 CVSARGFM COVID-19感染拡大の影響：同居家族との言い争い 

健康 COVID-19 CVSCMT COVID-19感染拡大の影響：時差出勤 

健康 COVID-19 CVSCOMFM COVID-19感染拡大の影響：離れて住む家族とのやりとり 

健康 COVID-19 CVSDLV COVID-19感染拡大の影響：食べ物などの出前・デリバリー  

健康 COVID-19 CVSOLDGN COVID-19感染拡大の影響：オンライン診療  

健康 COVID-19 CVSOLDRK COVID-19感染拡大の影響：オンライン飲み会 

健康 COVID-19 CVSOLEVT COVID-19感染拡大の影響：オンラインイベント 

健康 COVID-19 CVSOLMTG COVID-19感染拡大の影響：オンライン会議・授業 

健康 COVID-19 CVSTLWK COVID-19感染拡大の影響：テレワーク 

健康 COVID-19 CVSVSTFM COVID-19感染拡大の影響：離れて住む家族と会うこと 

健康 COVID-19 CVXBNKR 感染拡大により経験したこと：勤務先が倒産した 

健康 COVID-19 CVXCLS 感染拡大により経験したこと：事業が廃業した（自営業） 

健康 COVID-19 CVXDSZ 感染拡大により経験したこと：事業を縮小した（自営業） 

健康 COVID-19 CVXETC 感染拡大により経験したこと：その他 

健康 COVID-19 CVXFIRED 感染拡大により経験したこと：解雇された 

健康 COVID-19 CVXNEMP 感染拡大により経験したこと：仕事についていなかった 

健康 COVID-19 CVXNEWJB 感染拡大により経験したこと：新しい仕事を見つけた 

健康 COVID-19 CVXNONE 感染拡大により経験したこと：いずれも経験していない 

健康 COVID-19 CVXNORNW 感染拡大により経験したこと：契約が更新されなかった 

健康 COVID-19 CVXRETIR 感染拡大により経験したこと：希望退職をした 

健康 アレルギー HAATOPI 症状の有無：アトピー性皮膚炎（本人） 

健康 アレルギー HAFOOD 症状の有無：食物アレルギー（本人） 

健康 アレルギー HAKAFUN 症状の有無：花粉症（本人） 

健康 アレルギー HANOMARK 症状の有無：いずれも選択していない（本人） 

健康 アレルギー HANONE 症状の有無：いずれもない（本人） 
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健康 アレルギー HAZENSOK 症状の有無：ぜんそく（本人） 

健康 トラウマ XTRAUM5Y トラウマの回数 

健康 医療不安 AXSEMCC 救急医療体制への不安 

健康 医療不安 WRNBLHC 医療を受けられない不安 

健康 飲酒 DO7DRINK 飲酒頻度 

健康 家族アレルギー FAATOPI 症状の有無：アトピー性皮膚炎（同居家族） 

健康 家族アレルギー FAFOOD 症状の有無：食物アレルギー（同居家族） 

健康 家族アレルギー FAKAFUN 症状の有無：花粉症（同居家族） 

健康 家族アレルギー FANOFF 症状の有無：非該当（同居家族はいない） 

健康 家族アレルギー FANOMARK 症状の有無：いずれも選択していない（同居家族） 

健康 家族アレルギー FANONE 症状の有無：いずれもない（同居家族） 

健康 家族アレルギー FAZENSOK 症状の有無：ぜんそく（同居家族） 

健康 家族耽溺行動 ADFALC 同居家族の耽溺行動：飲酒 

健康 家族耽溺行動 ADFGAME 同居家族の耽溺行動：ゲーム 

健康 家族耽溺行動 ADFGMBL 同居家族の耽溺行動：ギャンブル 

健康 家族耽溺行動 ADFSMOKE 同居家族の耽溺行動：喫煙 

健康 介護 XCARE 介護経験（本人） 

健康 喫煙 DOSMOKE 喫煙習慣 

健康 喫煙 DOSMOKEX 喫煙経験 

健康 喫煙 XQTSMOKE 禁煙努力 

健康 健康状態 OP5HLTHE 健康状態（本人）（EASS尺度） 

健康 健康状態 OP5HLTHZ 健康状態（本人） 

健康 健康診断 HLCLGV 健康診断：自治体の健康診断・検診 

健康 健康診断 HLCNONE 健康診断：どれも受けていない 

健康 健康診断 HLCOTHR 健康診断：その他に個人的に受けている 

健康 健康診断 HLCWRKSL 健康診断：職場や学校の健康診断 

健康 受診行動 DORFHSP 通院を控えた経験 

健康 受診行動 FQHSPLZ 通院頻度 

健康 受診行動 RHPCTM 通院を控えた理由：費用がかかる 

健康 受診行動 RHPDKWG 通院を控えた理由：どの病院にいったらよいかわからない 

健康 受診行動 RHPDLSD 通院を控えた理由：病院に行くのは好きではない 

健康 受診行動 RHPHNTP 通院を控えた理由：交通手段がない 

健康 受診行動 RHPNHN 通院を控えた理由：病院が近くにない 

健康 受診行動 RHPNTSD 通院を控えた理由：忙しくて時間がない 

健康 受診行動 RHPOTHR 通院を控えた理由：その他 

健康 受診行動 RHPTLNG 通院を控えた理由：待ち時間が長い 

健康 受診行動 RHPTNNG 通院を控えた理由：病院にいくほどの病気・ケガではないと判断した 

健康 耽溺行動 ADALC 耽溺行動：飲酒 

健康 耽溺行動 ADGAME 耽溺行動：ゲーム 

健康 耽溺行動 ADGMBL 耽溺行動：ギャンブル 

健康 耽溺行動 ADSMOKE 耽溺行動：喫煙 
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健康 耽溺行動 XGMBLBET 過去 1年間のギャンブル：回数や金額を増やす 

健康 耽溺行動 XGMBLLIE 過去 1年間のギャンブル：重要な人へのうそ 

健康 配偶者介護 SSCARE 介護経験（配偶者） 

健康 配偶者健康状態 SS5HLTHZ 健康状態（配偶者） 

健康モジュール SF12 SFHLCND SF12：主観的健康状態 

健康モジュール SF12 SFINTFPN SF12：痛みによる仕事の困難 

健康モジュール SF12 SFINTFSC SF12：健康問題による人づきあいの困難 

健康モジュール SF12 SFLMTMA SF12：日常活動の困難：適度の活動 

健康モジュール SF12 SFLMTSTR SF12：日常活動の困難：階段をのぼる 

健康モジュール SF12 SFMHDPRS SF12：精神的健康：おちこんだ気分 

健康モジュール SF12 SFMHENGY SF12：精神的健康：活力にあふれる 

健康モジュール SF12 SFMHPEAC SF12：精神的健康：おちついた気分 

健康モジュール SF12 SFMNTCNT SF12：精神的健康の問題：ふだんの活動に集中できない 

健康モジュール SF12 SFMNTUSL SF12：精神的健康の問題：ふだんの活動ができない 

健康モジュール SF12 SFPHCNT SF12：身体的健康の問題：内容によりふだんの活動ができない 

健康モジュール SF12 SFPHUSL SF12：身体的健康の問題：ふだんの活動ができない 

健康モジュール インフルエンザ FEARNFLU 新型インフエンザの大流行への不安 

健康モジュール インフルエンザ INFCFLU インフルエンザ感染の有無 

健康モジュール インフルエンザ XFLUVCC インフルエンザの予防接種の経験 

健康モジュール ゆとり PCMIND 心のゆとり感 

健康モジュール ゆとり TMAFFL 時間的なゆとり感 

健康モジュール 医療不安 FRMDPAY 医療不安：医療費を払えない 

健康モジュール 医療不安 FRMDREC 医療不安：必要な時に受けられない 

健康モジュール 医療保険 TPHLINS 医療保険の種類 

健康モジュール 飲酒 DO5DRINK お酒を飲む頻度 

健康モジュール 運動 FQEXER 運動頻度 

健康モジュール 家族インフルエンザ FINFCFLU 同居家族のインフルエンザ感染の有無 

健康モジュール 介護 CRGIVFF 回答者が家族の主な介護者 

健康モジュール 介護 CRNDFF 介護を必要とする家族の有無 

健康モジュール 楽しむ ENJYLF 生活を楽しんでいる 

健康モジュール 希望 NOFUTR 希望のなさ：将来の希望が持てない 

健康モジュール 希望 NOGOAL 希望のなさ：目標は達成できない 

健康モジュール 喫煙 FQSMOKE 現在の喫煙頻度 

健康モジュール 喫煙 SMOKEYR 喫煙年数 

健康モジュール 健康への意識 HLTDMST 健康への意識：家庭内の役割を果たせること 

健康モジュール 健康への意識 HLTNPN 健康への意識：身体の痛みが無いこと 

健康モジュール 健康への意識 HLTPEAC 健康への意識：心のやすらぎがあること 

健康モジュール 健康への意識 HLTWKPL 健康への意識：職場や社会での役割を果たせること 

健康モジュール 健康状態 SLFHLTH 主観的健康状態（改訂版） 

健康モジュール 健康診断 XHLTCHK 健康診断の受診経験 

健康モジュール 孤独 LONELY 孤独感 
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健康モジュール 高齢化 WAFINDPN 年をとることへの不安：経済的に依存する 

健康モジュール 高齢化 WAGTARND 年をとることへの不安：自分で自分のことができなくなる 

健康モジュール 高齢化 WAOTHMD 年をとることへの不安：自分のことを他の人に決めてもらう 

健康モジュール 視力 DOGLS メガネやコンタクトレンズの着用 

健康モジュール 視力 NRSGHT 近視 

健康モジュール 受診行動 FQ6DCTR 医師の診断を受けた頻度 

健康モジュール 受診行動 RFDRAVSN 医師の診断を控えた理由：病院に行くのが好きではない 

健康モジュール 受診行動 RFDRBSY 医師の診断を控えた理由：忙しくて時間がない 

健康モジュール 受診行動 RFDRCST 医師の診断を控えた理由：費用がかかる 

健康モジュール 受診行動 RFDRCV 医師の診断を控えた理由：COVID-19に感染したくない 

健康モジュール 受診行動 RFDRDIS 医師の診断を控えた理由：病院が近くにない 

健康モジュール 受診行動 RFDRDK 医師の診断を控えた理由：どの病院に行ったらよいかわからない 

健康モジュール 受診行動 RFDRINS 医師の診断を控えた理由：保険が使えない 

健康モジュール 受診行動 RFDROTH 医師の診断を控えた理由：その他 

健康モジュール 受診行動 RFDRSLGT 医師の診断を控えた理由：病院に行くほどの病気・ケガではないと判

断した 

健康モジュール 受診行動 RFDRTRNS 医師の診断を控えた理由：交通手段がない 

健康モジュール 受診行動 RFDRWL 医師の診断を控えた理由：待ち時間が長い 

健康モジュール 受診行動 XRFDCTR 医師の診断を控えた経験 

健康モジュール 信頼 OP4TRUST 人への信頼感 

健康モジュール 心身の癒し FRLXBATH 心身の癒し：温泉・銭湯・サウナに行く 

健康モジュール 心身の癒し FRLXEXE 心身の癒し：体操をする 

健康モジュール 心身の癒し FRLXMSC 心身の癒し：音楽を聴く・歌を歌う 

健康モジュール 心身の癒し FRLXMSSG 心身の癒し：マッサージ、リフレクソロジーなどを受ける 

健康モジュール 心身の癒し FRLXNATR 心身の癒し：自然の中で過ごす 

健康モジュール 心身の癒し FRLXPET 心身の癒し：ペットと過ごす 

健康モジュール 身体活動 PHYACTHR 中等度以上の身体活動時間 

健康モジュール 身体活動 SITHR 平日に座っている時間：時間 

健康モジュール 身体活動 SITMIN 平日に座っている時間：分 

健康モジュール 身体活動 WLKMIN 平日の歩行時間：分 

健康モジュール 身長 HEIGHT 身長：cm 

健康モジュール 睡眠 SLPHR 平日の実際の睡眠時間：時間 

健康モジュール 睡眠 SLPMIN 平日の実際の睡眠時間：分 

健康モジュール 睡眠 SLPQUAL 睡眠の質 

健康モジュール 相談相手 FNHP 経済的な面で助けてくれた人の有無 

健康モジュール 相談相手 FNHPCL 経済的な面で助けてくれた人：職場の人 

健康モジュール 相談相手 FNHPFF 経済的な面で助けてくれた人：同居家族 

健康モジュール 相談相手 FNHPFR 経済的な面で助けてくれた人：友人 

健康モジュール 相談相手 FNHPNB 経済的な面で助けてくれた人：近所の人 

健康モジュール 相談相手 FNHPOTH 経済的な面で助けてくれた人：その他 

健康モジュール 相談相手 FNHPPR 経済的な面で助けてくれた人：専門職の人 



 

 

JGSS事項索引 
JGSS-2000～JGSS-2021（LCSを除く） 

35 

健康モジュール 相談相手 FNHPRL 経済的な面で助けてくれた人：その他の家族 

健康モジュール 相談相手 LSCON 心配事を聞いてくれた人の有無 

健康モジュール 相談相手 LSCONCL 心配事を聞いてくれた人：職場の人 

健康モジュール 相談相手 LSCONFF 心配事を聞いてくれた人：同居家族 

健康モジュール 相談相手 LSCONFR 心配事を聞いてくれた人：友人 

健康モジュール 相談相手 LSCONNB 心配事を聞いてくれた人：近所の人 

健康モジュール 相談相手 LSCONOTH 心配事を聞いてくれた人：その他 

健康モジュール 相談相手 LSCONPR 心配事を聞いてくれた人：専門職の人 

健康モジュール 相談相手 LSCONRL 心配事を聞いてくれた人：その他の家族 

健康モジュール 相談相手 OTHP その他の手助けをしてくれた人の有無 

健康モジュール 相談相手 OTHPCL その他の手助けをしてくれた人：職場の人 

健康モジュール 相談相手 OTHPFF その他の手助けをしてくれた人：同居家族 

健康モジュール 相談相手 OTHPFR その他の手助けをしてくれた人：友人 

健康モジュール 相談相手 OTHPNB その他の手助けをしてくれた人：近所の人 

健康モジュール 相談相手 OTHPOTH その他の手助けをしてくれた人：その他 

健康モジュール 相談相手 OTHPPR その他の手助けをしてくれた人：専門職の人 

健康モジュール 相談相手 OTHPRL その他の手助けをしてくれた人：その他の家族 

健康モジュール 体型 CAREBDS 体型が気になる程度 

健康モジュール 体型 MBDEXE 体型管理：運動 

健康モジュール 体型 MBDFD 体型管理：食事の量や質のコントロール 

健康モジュール 体型 MBDNONE 体型管理：特に何も行なっていない 

健康モジュール 体型 MBDOTH 体型管理：その他 

健康モジュール 体型 MBDSUPP 体型管理：サプリメントの摂取 

健康モジュール 体型 OPWGHT 現在の体重に対する意識 

健康モジュール 体型 RCBDEYE 体型が気になる理由：周りの人の目 

健康モジュール 体型 RCBDFEEL 体型が気になる理由：自分自身の気持ち 

健康モジュール 体型 RCBDHLT 体型が気になる理由：健康の問題 

健康モジュール 体型 RCBDOTH 体型が気になる理由：その他 

健康モジュール 体型 RCBDWR 体型が気になる理由：服の問題 

健康モジュール 体重 BDWEIGHT 体重：kg 

健康モジュール 地域環境 ENHMAP 環境被害：大気汚染 

健康モジュール 地域環境 ENHMNP 環境被害：騒音被害 

健康モジュール 地域環境 ENHMSUN 環境被害：日照被害 

健康モジュール 地域環境 ENHMWP 環境被害：水質汚染 

健康モジュール 地域環境 OPNBASS 近隣状況：手助けしてくれる 

健康モジュール 地域環境 OPNBEXE 近隣状況：運動に適している 

健康モジュール 地域環境 OPNBFD 近隣状況：新鮮な果物や野菜が手に入る 

健康モジュール 地域環境 OPNBMTCN 近隣状況：互いに気にかけている 

健康モジュール 地域環境 OPNBPF 近隣状況：公共施設が整っている 

健康モジュール 地域環境 OPNBSAFE 近隣状況：安心して生活できる 

健康モジュール 東洋医学 XOMDACP 東洋医療の経験：鍼 
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健康モジュール 東洋医学 XOMDACU 東洋医療の経験：鍼・灸 

健康モジュール 東洋医学 XOMDHRB 東洋医療の経験：漢方薬 

健康モジュール 東洋医学 XOMDMAS 東洋医療の経験：指圧・マッサージ 

健康モジュール 東洋医学 XOMDMXB 東洋医療の経験：灸 

健康モジュール 配偶者健康状態 SSHLTH 配偶者の健康（改訂版） 

健康モジュール 慢性疾患 CRARGDIS 慢性的な病気の種類：アレルギー性疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRBKPAIN 慢性的な病気の種類：腰痛・関節痛 

健康モジュール 慢性疾患 CRBONE 慢性的な病気の種類：骨折 

健康モジュール 慢性疾患 CRCANCR 慢性的な病気の種類：悪性新生物（がん） 

健康モジュール 慢性疾患 CRCRBVAS 慢性的な病気の種類：脳血管疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRDGST 慢性的な病気の種類：消化器疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRDIABT 慢性的な病気の種類：糖尿病 

健康モジュール 慢性疾患 CRGASDIS 慢性的な病気の種類：胃腸 

健康モジュール 慢性疾患 CRHEADSS 慢性的な病気の種類：頭痛・肩こり 

健康モジュール 慢性疾患 CRHRTDIS 慢性的な病気の種類：心血管疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRHYLPM 慢性的な病気の種類：脂質異常症 

健康モジュール 慢性疾患 CRHYTNS 慢性的な病気の種類：高血圧 

健康モジュール 慢性疾患 CRKIDDIS 慢性的な病気の種類：腎臓 

健康モジュール 慢性疾患 CRLIVER 慢性的な病気の種類：肝疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRLPGDIS 慢性的な病気の種類：肝臓・すい臓・胆のう 

健康モジュール 慢性疾患 CRMENIL 慢性的な病気の種類：精神疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRMSBN 慢性的な病気の種類：筋骨格系疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CROTHER 慢性的な病気の種類：その他 

健康モジュール 慢性疾患 CRPDPOS 慢性的な病気の種類：身体障害・術後の後遺症  

健康モジュール 慢性疾患 CRPRDIS 慢性的な病気の種類：前立腺 

健康モジュール 慢性疾患 CRRSPROB 慢性的な病気の種類：呼吸器疾患 

健康モジュール 慢性疾患 CRSENDIS 慢性的な病気の種類：感覚器系疾患（聴力・視力の障害など）  

健康モジュール 慢性疾患 CRTHYDIS 慢性的な病気の種類：甲状腺 

健康モジュール 慢性疾患 SKITCH 皮膚のかゆみ 

健康モジュール 慢性疾患 XCHRDIS 慢性的な病気の有無 

幸福度 結婚幸福度 FF5HAPPZ 結婚生活の幸福度 

幸福度 幸福度 OP5HAPPE 幸福度（EASS尺度） 

幸福度 幸福度 OP5HAPPZ 幸福度 

幸福度 生活満足度 ST5AREAY 生活満足度：居住地域 

幸福度 生活満足度 ST5ECNY 生活満足度：家計状態 

幸福度 生活満足度 ST5FRIY 生活満足度：友人関係 

幸福度 生活満足度 ST5HLTHY 生活満足度：健康状態 

幸福度 生活満足度 ST5LEISY 生活満足度：余暇利用 

幸福度 生活満足度 ST5LIFEY 生活満足度：家庭生活 

幸福度 生活満足度 ST5SSREL 生活満足度：配偶者との関係 

幸福度 生活満足度 STALLLF 生活満足度：全般 
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高齢者 活動 IMOAALON 高齢期に重要な活動：一人の時間 

高齢者 活動 IMOACOM 高齢期に重要な活動：地域活動 

高齢者 活動 IMOACRCL 高齢期に重要な活動：文化・スポーツサークル 

高齢者 活動 IMOAFF 高齢期に重要な活動：家族・親族との時間 

高齢者 活動 IMOAFRI 高齢期に重要な活動：友人との時間 

高齢者 活動 IMOALRN 高齢期に重要な活動：読書・学習・研究 

高齢者 活動 IMOALSR 高齢期に重要な活動：娯楽・レジャー 

高齢者 活動 IMOAVLTR 高齢期に重要な活動：ボランティア 

高齢者 活動 IMOAWORK 高齢期に重要な活動：仕事 

高齢者 社会関係 IMORCC 高齢期に重要な関係：子ども 

高齢者 社会関係 IMORCCG 高齢期に重要な関係：孫 

高齢者 社会関係 IMORCOM 高齢期に重要な関係：近所の人 

高齢者 社会関係 IMORFRCC 高齢期に重要な関係：団体･サークルの友人 

高齢者 社会関係 IMORFRSC 高齢期に重要な関係：学校時代の友人 

高齢者 社会関係 IMORFRWK 高齢期に重要な関係：仕事関係の友人 

高齢者 社会関係 IMORPAR 高齢期に重要な関係：親 

高齢者 社会関係 IMORPET 高齢期に重要な関係：ペット 

高齢者 社会関係 IMORSIB 高齢期に重要な関係：きょうだい 

高齢者 社会関係 IMORSS 高齢期に重要な関係：配偶者 

災害 ボランティア SUPBONDS 災害に対する支援活動：復興国債の購入 

災害 ボランティア SUPGOODS 災害に対する支援活動：物資提供 

災害 ボランティア SUPINV 災害に対する支援活動：被災地の企業に投資 

災害 ボランティア SUPMONEY 災害に対する支援活動：寄付・募金 

災害 ボランティア SUPNO 災害に対する支援活動：いずれも行なっていない 

災害 ボランティア SUPOTHER 災害に対する支援活動：その他 

災害 ボランティア SUPPURCH 災害に対する支援活動：被災地の物品購入 

災害 ボランティア SUPVOLIN 災害に対する支援活動：被災地でのボランティア活動 

災害 ボランティア SUPVOLOT 災害に対する支援活動：被災地以外でのボランティア活動 

災害 家族行動 CHCOCC 震災後の会話機会の変化：子ども 

災害 家族行動 CHCOMM 震災後の会話機会の変化：母親 

災害 家族行動 CHCOPP 震災後の会話機会の変化：父親 

災害 家族行動 CHCOSS 震災後の会話機会の変化：配偶者や恋人 

災害 災害可能性 AXDIS 災害発生に対する不安 

災害 災害可能性 DISFLOOD 災害発生の可能性：高潮や河川の氾濫 

災害 災害可能性 DISLAND 災害発生の可能性：土砂災害 

災害 災害可能性 DISNUC 災害発生の可能性：原子力発電所の事故 

災害 災害可能性 DISQUAKE 災害発生の可能性：地震 

災害 災害可能性 DISTSNM 災害発生の可能性：津波 

災害 災害可能性 DISTSNOW 災害発生の可能性：豪雪 

災害 災害可能性 DISVOLC 災害発生の可能性：噴火 

災害 就業 QKBNKCLI 震災による仕事への影響：取引先倒産 
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災害 就業 QKBNKOWN 震災による仕事への影響：勤務先倒産 

災害 就業 QKBUSDAY 震災による仕事への影響：休業日の変更 

災害 就業 QKDECUS 震災による仕事への影響：売上減・顧客減 

災害 就業 QKDWE 震災による仕事への影響：業務応援・震災・防災対応 

災害 就業 QKFIRED 震災による仕事への影響：解雇 

災害 就業 QKHARR 震災による仕事への影響：放射線不安・風評被害 

災害 就業 QKHOME 震災による仕事への影響：自宅待機 

災害 就業 QKINCB 震災による仕事への影響：業務増 

災害 就業 QKINCS 震災による仕事への影響：売上増 

災害 就業 QKNOINF 震災による仕事への影響：直接・間接の影響はない 

災害 就業 QKNORENW 震災による仕事への影響：契約更新 

災害 就業 QKOT 震災による仕事への影響：その他 

災害 就業 QKOVRTM 震災による仕事への影響：残業の増加 

災害 就業 QKRETIRE 震災による仕事への影響：希望退職 

災害 就業 QKSHOG 震災による仕事への影響：流通・交通障害・物資不足 

災害 就業 QKSPOW 震災による仕事への影響：節電・停電 

災害 就業 QKUNEMP 震災による仕事への影響：仕事についていなかった 

災害 就業 QKWGDWN 震災による仕事への影響：賃金カット 

災害 就業 QKWRKHR 震災による仕事への影響：就業時間の短縮 

災害 就業 QKWRKRED 震災による仕事への影響：仕事量減少 

災害 政策 OP5GVRP 意見への賛否：政府の復興政策 

災害 政策 OPGOVAQK 震災直後の政府の対応への評価 

災害 政策 OPGOVREC 震災復興に対する現在の政府の対応への評価 

災害 政策 OPTAXQK 東日本大震災における復興増税への賛否 

災害 被災経験 XDSRCOV 被災経験の最も長かった期間 

災害 被災経験 XDSSTREQ 被災経験：地震 

災害 被災経験 XDSSTRHS 被災経験：豪雪 

災害 被災経験 XDSSTRNE 被災経験：被害を受けたことはない 

災害 被災経験 XDSSTROT 被災経験：その他 

災害 被災経験 XDSSTRTF 被災経験：台風・水害 

災害 被災経験 XDSSTRTS 被災経験：津波 

災害 被災経験 XDSYR 被災経験の時期（年） 

災害 避難 EVCFCT 避難準備：家族との連絡方法の取り決め 

災害 避難 EVCFMT 避難準備：家族と落ち合う場所の取り決め 

災害 避難 EVCGDS 避難準備：非常持ち出し品の準備 

災害 避難 EVCMAP 避難準備：ハザードマップや防災マップを確認 

災害 避難 EVCNONE 避難準備：特に何もしていない 

災害 避難 EVCOTHR 避難準備：その他 

災害 避難 EVCPL 自然災害から緊急に避難する場所 

災害 避難 EVCROUT 避難準備：避難所までの経路の確認 

災害 避難 EVCSHLT 避難準備：避難所の位置の確認 
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子どもの頃 居住地 PREF15 15歳の頃の居住地（本人）：都道府県名 

子どもの頃 居住地 REMOTE15 15歳の頃の居住地（本人）：農山村地域 

子どもの頃 居住地 TP5LOC15 15歳の頃の居住地（本人） 

子どもの頃 習い事・地域活動 AC10CLN 10-12歳頃の活動：地域清掃やリサイクル活動 

子どもの頃 習い事・地域活動 AC10COMM 10-12歳頃の活動：地域活動と運動クラブ 

子どもの頃 習い事・地域活動 AC10FEST 10-12歳頃の活動：地域の伝統行事・お祭り 

子どもの頃 習い事・地域活動 AC10TUTR 10-12歳頃の活動：学習塾 

子どもの頃 習い事・地域活動 AC10XTRA 10-12歳頃の活動：ピアノなど習い事 

子どもの頃 父職 PPJB15 15歳の頃の父：雇用関係 

子どもの頃 父職 PPJBSZ15 15歳の頃の父：企業規模 

子どもの頃 父職 PPJBT15 15歳の頃の父：就労形態 

子どもの頃 父職 PPJBT15P 15歳の頃の父：役職 

子どもの頃 父職 PPJBT15S 15歳の頃の父：雇用形態 

子どもの頃 父職 PPJBTP15 15歳の頃の父：就労地位 

子どもの頃 父職 PPJBXX15 15歳の頃の父：職種 

子どもの頃 父職 PPJBXX1E 15歳の頃の父：職種（ISCO) 

子どもの頃 父職 PPJXXE08 15歳の頃の父：職種（ISCO08） 

子どもの頃 母職 MMJBTP15 15歳の頃の母：就労地位 

趣味 娯楽 FQ4DRIVE 娯楽の頻度：ドライブ 

趣味 娯楽 FQ4FISH 娯楽の頻度：釣り 

趣味 娯楽 FQ4GAME 娯楽の頻度：テレビゲーム 

趣味 娯楽 FQ4GREEN 娯楽の頻度：園芸・庭いじり 

趣味 娯楽 FQ4HORSE 娯楽の頻度：競馬 

趣味 娯楽 FQ4IGO 娯楽の頻度：囲碁 

趣味 娯楽 FQ4JOG 娯楽の頻度：スポーツ 

趣味 娯楽 FQ4KARA 娯楽の頻度：カラオケ 

趣味 娯楽 FQ4LOTTO 娯楽の頻度：宝くじ 

趣味 娯楽 FQ4MAJON 娯楽の頻度：麻雀 

趣味 娯楽 FQ4MOVIE 娯楽の頻度：映画鑑賞 

趣味 娯楽 FQ4MUSIC 娯楽の頻度：音楽鑑賞 

趣味 娯楽 FQ4NBS 娯楽の頻度：ナンバーズ・ミニロト 

趣味 娯楽 FQ4PACHI 娯楽の頻度：パチンコ・パチスロ 

趣味 娯楽 FQ4PGAM 娯楽の頻度：公営ギャンブル 

趣味 娯楽 FQ4SHGIG 娯楽の頻度：将棋・囲碁 

趣味 娯楽 FQ4SHOGI 娯楽の頻度：将棋 

趣味 娯楽 FQ4TOTO 娯楽の頻度：サッカーくじ（toto） 

趣味 娯楽 FQLOT 宝くじ：購入頻度（回数/年） 

趣味 娯楽 FQPACHI パチンコ・パチスロ：プレイ頻度（回/年） 

趣味 娯楽 FQRACE 公営ギャンブル：頻度（回数/年） 

趣味 娯楽 FQSPORT 定期的に行なうスポーツ：頻度 

趣味 娯楽 FQTOTO サッカーくじ：購入頻度（回数/年） 
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趣味 娯楽 NUMRACE 公営ギャンブル：平均レース数/1日 

趣味 娯楽 OPCASINO カジノ合法化の賛否 

趣味 娯楽 SZLOT 宝くじ：平均購入額 

趣味 娯楽 SZPACHI パチンコ・パチスロ：1日に使う上限金額 

趣味 娯楽 SZRACE 公営ギャンブル：１レースの賭け額 

趣味 娯楽 SZTOTO サッカーくじ：平均購入額 

趣味 娯楽 WLCASINO 日本にカジノができたら行くか 

趣味 娯楽 XXSPORT スポーツの種類（具体的記述） 

趣味 講座 XLRNCLTR 受講経験：教養講座 

趣味 講座 XLRNJB 受講経験：実務講座 

趣味 旅行 APDMTRP 旅行頻度の希望：国内旅行 

趣味 旅行 APOSTRP 旅行頻度の希望：海外旅行 

趣味 旅行 FQ5TRIP 1泊以上の旅行頻度 

趣味 旅行 FQDMTRP 旅行頻度：国内旅行 

趣味 旅行 FQOSTRP 旅行頻度：海外旅行 

趣味 旅行 IMTRPCUL 旅行で重視すること：旅行先の文化にふれる 

趣味 旅行 IMTRPEX 旅行で重視すること：刺激的な経験をする 

趣味 旅行 IMTRPFRE 旅行で重視すること：自由気ままに過ごす 

趣味 旅行 IMTRPHSP 旅行で重視すること：温泉がある 

趣味 旅行 IMTRPNAT 旅行で重視すること：自然を楽しむ 

趣味 旅行 IMTRPNON 旅行で重視すること：特にない 

趣味 旅行 IMTRPOTH 旅行で重視すること：その他 

趣味 旅行 IMTRPPPL 旅行で重視すること：旅行先で人々とふれ合う 

趣味 旅行 IMTRPREF 旅行で重視すること：自分自身を見つめなおす 

趣味 旅行 IMTRPREL 旅行で重視すること：家族や友人との関係を深める 

趣味 旅行 IMTRPSHP 旅行で重視すること：買い物や食事を楽しむ 

趣味 旅行 IMTRPSTR 旅行で重視すること：ストレスを解消する 

集団参加 組織への所属 MEMCIVIL 組織への所属：市民運動のグループ 

集団参加 組織への所属 MEMCOOP 組織への所属：生協 

集団参加 組織への所属 MEMHOBBY 組織への所属：趣味の会 

集団参加 組織への所属 MEMIND 組織への所属：業界団体 

集団参加 組織への所属 MEMPLTGP 組織への所属：政治団体 

集団参加 組織への所属 MEMRL 組織への所属：宗教の団体や会 

集団参加 組織への所属 MEMSPORT 組織への所属：スポーツ関係のグループやクラブ 

集団参加 組織への所属 MEMVLNTR 組織への所属：ボランティアのグループ 

集団参加 組織への所属 XXMEMHOB 組織への所属：趣味の会（具体的記述） 

集団参加 組織への所属 XXMEMSP 組織への所属：スポーツ関係のグループやクラブ（具体的記述） 

集団参加 町内会 FQNBAS 町内会での活動頻度 

集団参加 町内会 MEMNBAS 町内会加入の有無 

住居 住居 AUTOLOCK 集合住宅でのオートロックの有無 

住居 住居 OWNHOUSE 居住形態：持ち家 
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住居 住居 SZDWEL 住宅床面積 

住居 住居 TP8DWEL 住居形態 

住居 住居 TPHOUSE 居住形態：一戸建て 

消費行動 購入基準 IM5BRAND 購入の基準：メーカー名 

消費行動 購入基準 IM5DESN 購入の基準：色や形の良さ 

消費行動 購入基準 IM5FUNC 購入の基準：色々な機能 

消費行動 購入基準 IM5LAST 購入の基準：長持ち 

消費行動 購入基準 IM5PRICE 購入の基準：値段の安さ 

消費行動 購入基準 IM5RECYC 購入の基準：再生利用が可能 

消費行動 購入基準 IM5SAVE 購入の基準：省エネ・省資源 

消費行動 購入基準 IM5SERV 購入の基準：アフターサービスが充実  

消費行動 購入基準 IM5TRADE 購入の基準：無料下取りサービス 

消費行動 購買行動 PRFJPAPL 電器製品は日本メーカーを好む 

消費行動 購買行動 QPRFDF 意見への賛否：食品は国産のものを好む 

消費行動 購買行動 SFQADVTS 購買行動：チラシを見て買う 

消費行動 購買行動 SFQCHNC 購買行動：ついでの時 

消費行動 購買行動 SFQDATE 購買行動：賞味期限を確認 

消費行動 購買行動 SFQELEC 購買行動：電化製品はいくつかの店で比較 

消費行動 購買行動 SFQIMPLS 購買行動：衝動買い 

消費行動 購買行動 SFQINET 購買行動：インターネットで下調べ 

消費行動 購買行動 SFQLOC 購買行動：生産地を確認 

消費行動 購買行動 SFQQLTY 購買行動：品質重視 

消費行動 購買行動 SFQSAME 購買行動：他人に同調 

消費行動 購買行動 SFQSHOP 購買行動：日用品は特定の店で購入 

消費行動 購買行動 SFQSORY 購買行動：買ってから後悔 

消費行動 購買行動 SFQSTK 購買行動：まとめ買い 

消費行動 変化 XSAGCHEM 消費行動の変化：無農薬・有機栽培の野菜を買う 

消費行動 変化 XSBRAND 消費行動の変化：高級ブランド品を買う 

消費行動 変化 XSCATL 消費行動の変化：通信販売を利用する 

消費行動 変化 XSCLED 消費行動の変化：趣味の講座を受ける 

消費行動 変化 XSEATOUT 消費行動の変化：外食をする 

消費行動 変化 XSEXER 消費行動の変化：健康のために運動をする 

消費行動 変化 XSJAPAN 消費行動の変化：日本のメーカーの製品を買う 

消費行動 変化 XSLRNQL 消費行動の変化：資格の講座を受ける 

消費行動 変化 XSMEAL 消費行動の変化：健康に気をつけて食事をする 

消費行動 変化 XSPRICE 消費行動の変化：値段にこだわって買う 

消費行動 変化 XSQLTY 消費行動の変化：品質にこだわって買う 

消費行動 変化 XSRECYC 消費行動の変化：再生商品を買う 

消費行動 変化 XSREFIL 消費行動の変化：詰替え商品を買う 

消費行動 変化 XSRESHOP 消費行動の変化：リサイクルショップを利用する 

乗り物 運転免許 DOCLCNS 自動車免許の所持 
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乗り物 自動車の負担感 EXCARBUY 自動車の負担感：購入代金・ローン 

乗り物 自動車の負担感 EXCARFIX 自動車の負担感：修理・車検 

乗り物 自動車の負担感 EXCARGAS 自動車の負担感：ガソリン代 

乗り物 自動車の負担感 EXCARINS 自動車の負担感：保険料・税金 

乗り物 自動車の負担感 EXCARPRK 自動車の負担感：駐車場の賃貸料 

乗り物 自動車の用途 USCARCMT 自動車の用途：通勤・通学 

乗り物 自動車の用途 USCARLSR 自動車の用途：レジャー 

乗り物 自動車の用途 USCARSHP 自動車の用途：買物・用事 

乗り物 自動車の用途 USCARTFF 自動車の用途：送り迎え 

乗り物 自動車の用途 USCARWK 自動車の用途：仕事 

乗り物 自動車観 OPCARACC 自動車への意見：事故を起こしやすい 

乗り物 自動車観 OPCARCST 自動車への意見：費用が高すぎる 

乗り物 自動車観 OPCARDLF 自動車への意見：日常生活に支障 

乗り物 自動車観 OPCARDRV 自動車への意見：ドライブの楽しみ 

乗り物 自動車観 OPCARECO 自動車への意見：環境汚染が心配 

乗り物 自動車観 OPCARFLD 自動車への意見：行動範囲が狭くなる 

乗り物 自動車保有 DOCAR 自動車の所持 

乗り物 自動車保有 TPCARLG 自動車の種類：大型乗用車 

乗り物 自動車保有 TPCAROTH 自動車の種類：その他 

乗り物 自動車保有 TPCARSM 自動車の種類：軽自動車・軽トラック 

乗り物 自動車保有 TPCARSTD 自動車の種類：普通乗用車 

乗り物 自動車保有 TPCARTK 自動車の種類：普通トラック 

色彩 好きな色 COLFAV 好きな色 

色彩 時代の色 COLMOD 今の時代をあらわす色 

信仰 宗教 DO3PIOUS 信仰の度合い（本人） 

信仰 宗教 DORL 信仰する宗教の有無（本人） 

信仰 宗教 XXRL 信仰する宗教（本人） 

信仰 宗教的活動 FQGRV 墓参りの回数 

信仰 宗教的活動 FQREL 神社や寺などに行く回数 

信仰 宗教的活動 HVCHARM 縁起の良いものや魔よけ 

信仰 配偶者宗教 SS3PIOUS 信仰の度合い（配偶者） 

信仰 配偶者宗教 SSDORL 信仰する宗教の有無（配偶者） 

信仰 配偶者宗教 SSXXRL 信仰する宗教（配偶者） 

信頼 社会的受容 ACPTCONT 社会的受容：私は人々から社会に貢献できる人間だと認められてい

る 

信頼 社会的受容 ACPTFRND 社会的受容：周囲の人はおおむね私に好意的である 

信頼 社会的受容 ACPTLEFT 社会的受容：周囲の人からのけ者にされているように感じることがある 

信頼 社会的受容 ACPTRGHT 社会的受容：私の権利は社会から尊重されていると感じている 

信頼 人間観 OP3TRUST 人間観（一般）：人は信用できる 

信頼 人間観 OP3UTILS 人間観（一般）：他人を利用する 

信頼 人間観 OP7GDEVO 人間観（一般）：人間の本性 
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信頼 組織への信頼 TR3ACDAZ 組織への信頼：学者・研究者 

信頼 組織への信頼 TR3BCRAZ 組織への信頼：中央官庁 

信頼 組織への信頼 TR3CGMNZ 組織への信頼：国会議員 

信頼 組織への信頼 TR3CITYZ 組織への信頼：市区町村議会議員 

信頼 組織への信頼 TR3COPZ 組織への信頼：警察 

信頼 組織への信頼 TR3CORPZ 組織への信頼：大企業 

信頼 組織への信頼 TR3DEFZ 組織への信頼：自衛隊 

信頼 組織への信頼 TR3FINZ 組織への信頼：金融機関 

信頼 組織への信頼 TR3HSPLZ 組織への信頼：病院 

信頼 組織への信頼 TR3NWSPZ 組織への信頼：新聞 

信頼 組織への信頼 TR3RLGPZ 組織への信頼：宗教団体 

信頼 組織への信頼 TR3SCHLZ 組織への信頼：学校 

信頼 組織への信頼 TR3SPCAZ 組織への信頼：裁判所 

信頼 組織への信頼 TR3TVZ 組織への信頼：テレビ 

信頼 組織への信頼 TR3UNNZ 組織への信頼：労働組合 

心の健康 カウンセリング KWCOUNSL カウンセリングの知識 

心の健康 カウンセリング WLCOUNSL カウンセリングの受療意欲 

心の健康 カウンセリング XCOUNSLR カウンセリングの受療経験（本人） 

心の健康 家族カウンセリング XCOUNSLF カウンセリングの受療経験（家族） 

心の健康 相談相手 WLADDD 心の健康の相談相手：その他の医師 

心の健康 相談相手 WLADDDSP 心の健康の相談相手：精神科・心療内科の医師 

心の健康 相談相手 WLADFF 心の健康の相談相手：家族 

心の健康 相談相手 WLADFRI 心の健康の相談相手：友人・知人・恋人 

心の健康 相談相手 WLADNONE 心の健康の相談相手：誰にも相談しない 

心の健康 相談相手 WLADOTHR 心の健康の相談相手：その他 

心の健康 相談相手 WLADPSY 心の健康の相談相手：心理学の専門家 

心の健康 相談相手 WLADRLGN 心の健康の相談相手：宗教家 

性 10代売春 Q4PROS19 10代の売春について 

性 セックス FQ7SEX セックスの頻度 

性 ポルノ OPPORNK ポルノ：社会道徳 

性 ポルノ Q3PORNNO ポルノ：規制について 

性 婚外交渉 Q4ADLTRY 婚外交渉について 

性 同性愛 Q4HOMSEA 同性愛について 

政治 政策 BD3CNSTR 政府の支出：土木事業 

政治 政策 BD3CRIME 政府の支出：犯罪取締 

政治 政策 BD3EDUC 政府の支出：教育 

政治 政策 BD3EMPLY 政府の支出：雇用対策 

政治 政策 BD3ENVA 政府の支出：環境問題 

政治 政策 BD3ODA 政府の支出：海外援助 

政治 政策 BD3SAFTY 政府の支出：安全保障 

政治 政策 BD3WFR 政府の支出：社会保障 
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政治 政策 OBUSINS 現在の日本の景気の判断 

政治 政策 OKOIZUM 小泉政権への評価 

政治 政策 ONATIND 社会と個人の利益のバランスについての意見 

政治 政策 OP4PENSN 公的年金の給付と負担のバランス 

政治 政策 OP5CCARE 国か個人か：保育・育児 

政治 政策 OP5CCED 国か個人か：子どもの教育 

政治 政策 OP5LGGOZ 政府の役割範囲 

政治 政策 OP5PENSN 自分の年金額予想 

政治 政策 OP5SRMDY 国か個人か：高齢者の医療・介護 

政治 政策 OP5SRWFY 国か個人か：高齢者の生活保障 

政治 政策 OP6TAXHI 所得税の負担感 

政治 政策 OP7CNSTX 適切な消費税率への意見 2015 

政治 政策 OPATDS 政策への意見：配偶者控除の廃止 

政治 政策 OPCCMON 政策への意見：子ども手当 

政治 政策 OPCNSMTX 適切な消費税率への意見 

政治 政策 OPCO2EM 政策への意見：二酸化炭素排出量削減 

政治 政策 OPHGSCH 政策への意見：高校無償化 

政治 政策 OPHGWAY 政策への意見：高速道路無料化 

政治 政策 OPINCDIF 所得格差への意見 

政治 政策 OPMNFST マニフェストの遵守への意見 

政治 政策 OPMNWG 政策への意見：最低賃金の引き上げ 

政治 政策 OPNUCPOL 原子力政策への意見 

政治 政策 OPSWST 政策への意見：同一労働同一賃金 

政治 政策 OWELFTAX 福祉と税負担のバランスについての意見 

政治 政策 Q2TPP 環太平洋経済連携協定（TPP）への賛否 

政治 政策 Q5GVEQAA 貧富解消政策への賛否 

政治 政治意識 DOPOLIT 政治への関心の強さ 

政治 政治意識 OP5RADCA 政治意識（保革 5段階） 

政治 政治意識 OP7RADCZ 政治意識（保革 7段階） 

政治 政治意識 OPLCANT 政治へのイメージ：なるようにしかならないもの 

政治 政治意識 OPLNOREL 政治へのイメージ：できればかかわりたくない 

政治 政治意識 OPLSELF 政治へのイメージ：自分から働きかけるもの 

政治 政治意識 OPLWATCH 政治へのイメージ：監視していくもの 

政治 政治意識 Q4GVCMPL 国民と政治のかかわり：理解度 

政治 政治意識 Q4MDIET 国民と政治のかかわり：国会議員 

政治 政治意識 Q4NOPWR 国民と政治のかかわり：市民の影響力 

政治 政治意識 Q4VOTE 国民と政治のかかわり：投票 

政治 政治意識 Q5CNTSOC 社会のために役立ちたい 

政治 政治意識 Q5POLINT 政治に関心がある 

政治 政治行動 FQ4PLFAM 政治に関わる情報収集：家族との会話 

政治 政治行動 FQ4PLFRI 政治に関わる情報収集：友人・同僚との会話 
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政治 政治行動 FQ4PLMAG 政治に関わる情報収集：雑誌 

政治 政治行動 FQ4PLNP 政治に関わる情報収集：新聞 

政治 政治行動 FQ4PLTV 政治に関わる情報収集：テレビ 

政治 政治行動 FQ4PLWEB 政治に関わる情報収集：インターネット 

政治 政治行動 X5YCITZN 政治的な経験：市民運動に参加 

政治 政治行動 X5YCMPGN 政治的な経験：選挙運動の手伝い 

政治 政治行動 X5YCNTC1 政治的な経験：地元の有力者と接触 

政治 政治行動 X5YCNTC2 政治的な経験：政治家や官僚と接触 

政治 政治行動 X5YDONAT 政治的な経験：献金 

政治 政治行動 X5YJICHI 政治的な経験：町内会で活動 

政治 政治行動 X5YNOMK 政治的な経験：いずれも選択していない 

政治 政治行動 X5YNONE 政治的な経験：いずれもしたことがない 

政治 政治行動 X5YPETIT 政治的な経験：議会や役所に請願 

政治 政治行動 X5YPOLMG 政治的な経験：政治的な集会に出席 

政治 政治行動 X5YSIGN 政治的な経験：請願書に署名 

政治 政治行動 X5YVOTE 政治的な経験：選挙で投票 

政治 政党 DESADMIN 望ましい政権 

政治 政党 OCOMMPOK 政権担当能力政党：共産党 

政治 政党 ODPOK 政権担当能力政党：民主党 

政治 政党 OHOSHUOK 政権担当能力政党：保守新党 

政治 政党 OISHINOK 政権担当能力政党：大阪維新の会 

政治 政党 OKOKUMOK 政権担当能力政党：国民新党 

政治 政党 OKOMEIOK 政権担当能力政党：公明党 

政治 政党 OKOUFUOK 政権担当能力政党：幸福実現党 

政治 政党 OLDPOK 政権担当能力政党：自民党 

政治 政党 OLPOK 政権担当能力政党：自由党 

政治 政党 OMINNAOK 政権担当能力政党：みんなの党 

政治 政党 ONOPLPOK 政権担当能力政党：ない 

政治 政党 OOTHEROK 政権担当能力政党：その他の政党 

政治 政党 OPLPDONT 政権担当能力政党：わからない 

政治 政党 OPLPNOMK 政権担当能力政党：いずれも選択していない 

政治 政党 OSDPOK 政権担当能力政党：社民党 

政治 政党 OSHINTOK 政権担当能力政党：新党日本 

政治 政党 OTACHIOK 政権担当能力政党：たちあがれ日本 

政治 政党 XX8PLPTY 支持政党 

政治 政党 XX9PLPFV 好ましい政党 

政治 政党 XXWHYNO 政党を支持しない理由 

政治 知事 GVNNAME 知事の認知 

政治 知事 GVNSPRT 知事の支持 

政治 知事 OPGVNTM 知事の任期への意見 

生命倫理 安楽死 QDDKILLA 安楽死の賛否 
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生命倫理 死生観 QAFTRDTH 死後の世界 

生命倫理 自殺 OPSCD 自殺への意見 

生命倫理 自殺 OPSCDIN インターネット自殺への意見 

生命倫理 自殺 XWNTSCD 自殺願望の経験 

生命倫理 臓器移植 DO3SIGN ドナーカードへの署名 

生命倫理 臓器移植 DOCARD ドナーカードの所持 

生命倫理 臓器移植 WLACCORG 臓器の提供を受ける意思 

生命倫理 臓器移植 WLGIVORG 臓器を提供する意思 

生命倫理 代理母 OSUBMOM 代理母出産への賛否 

調査基本情報 回答者 AGEB 年齢 

調査基本情報 回答者 DOBYEAR 生年 

調査基本情報 回答者 MARC 配偶者（DOMARRYの転記） 

調査基本情報 回答者 SEXA 性別 

調査基本情報 居住地 BLOCK 地域ブロック 

調査基本情報 居住地 PREF 都道府県名 

調査基本情報 居住地 SIZE 市郡規模 

調査基本情報 居住地 SIZE2K 市郡規模（2000年時点） 

調査基本情報 居住地 SIZEHMT 居住地域の規模 

調査基本情報 調査員設問 AREA 調査員への質問：回答者の居住地域 

調査基本情報 調査員設問 COOP 調査員への質問：回答者の協力度 

調査基本情報 調査員設問 INTERCOM 家のインターフォンの種類 

調査基本情報 調査員設問 NAMEPLAT 調査員への質問：表札の有無 

調査基本情報 調査員設問 USTAND 調査員への質問：回答者の理解度 

調査基本情報 調査情報 CUMIDUSE  

調査基本情報 調査情報 DATE 面接完了日 

調査基本情報 調査情報 DATEB 留置回収完了日 

調査基本情報 調査情報 DAY 面接完了日：日 

調査基本情報 調査情報 DAYB 留置回収完了日：日 

調査基本情報 調査情報 DRAN アタック状況番号 

調査基本情報 調査情報 DURATION 調査所要時間（分） 

調査基本情報 調査情報 FORM 留置票の種別 

調査基本情報 調査情報 IDUSE 識別番号 

調査基本情報 調査情報 MONTH 面接完了日：月 

調査基本情報 調査情報 MONTHB 留置回収完了日：月 

調査基本情報 調査情報 PROC 調査手順（留置／面接の順序） 

調査基本情報 調査情報 RYEAR 調査年度 

調査基本情報 調査情報 XXTODAY 留置票の記入日：月日 

調査基本情報 調査情報 XXTODAYD 留置票の記入日：日 

調査基本情報 調査情報 XXTODAYM 留置票の記入日：月 

文化モジュール NGO/NPO JOBNPO 主な勤め先の種類：公益的団体 

文化モジュール グローバル化 OPGLBCNS グローバル化の賛否：日本の消費者にとって 
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文化モジュール グローバル化 OPGLBECN グローバル化の賛否：日本の経済にとって 

文化モジュール グローバル化 OPGLBENV グローバル化の賛否：日本の環境にとって 

文化モジュール グローバル化 OPGLBJBO グローバル化の賛否：あなた自身の雇用機会・雇用安定にとって 

文化モジュール グローバル化 OPGLBLIF グローバル化の賛否：あなた自身の消費生活にとって 

文化モジュール グローバル化 OPGLBWRK グローバル化の賛否：日本人の雇用機会にとって 

文化モジュール ネットワーク NYGRTFA 正月に新年の挨拶を交わした人の数：家族・親族 

文化モジュール ネットワーク NYGRTOT 正月に新年の挨拶を交わした人の数：家族・親族以外 

文化モジュール ネットワーク OCPAGFF 交流のある知人の職業：農林漁業従事者 

文化モジュール ネットワーク OCPCLRC 交流のある知人の職業：事務的職業 

文化モジュール ネットワーク OCPCRFT 交流のある知人の職業：技能工・職人 

文化モジュール ネットワーク OCPELEM 交流のある知人の職業：特に熟練を要しない簡易な職業 

文化モジュール ネットワーク OCPLGSR 交流のある知人の職業：議員・上級公務員・自治体幹部 

文化モジュール ネットワーク OCPMNGR 交流のある知人の職業：管理職 

文化モジュール ネットワーク OCPMNOP 交流のある知人の職業：簡単な機械や乗り物の操作をする職業 

文化モジュール ネットワーク OCPPRO 交流のある知人の職業：専門職 

文化モジュール ネットワーク OCPSALE 交流のある知人の職業：サービス的職業・販売的職業 

文化モジュール ネットワーク OCPTECH 交流のある知人の職業：技術支援職・専門補佐職 

文化モジュール ネットワーク PINTDFA ふだんの 1日に接する人の数：家族・親族 

文化モジュール ネットワーク PINTDOT ふだんの 1日に接する人の数：家族・親族以外 

文化モジュール 異文化への関心 FQCNVII 国際問題を話す頻度 

文化モジュール 異文化への関心 SRCININT 海外ニュースを知るメディア：インターネット 

文化モジュール 異文化への関心 SRCINNP 海外ニュースを知るメディア：新聞 

文化モジュール 異文化への関心 SRCINOT 海外ニュースを知るメディア：その他 

文化モジュール 異文化への関心 SRCINPN 海外ニュースを知るメディア：知人 

文化モジュール 異文化への関心 SRCINRD 海外ニュースを知るメディア：ラジオ 

文化モジュール 異文化への関心 SRCINSM 海外ニュースを知るメディア：ソーシャルメディア 

文化モジュール 異文化への関心 SRCINTV 海外ニュースを知るメディア：テレビ 

文化モジュール 異文化交流 CLTEXCM 文化交流：中国の映画 

文化モジュール 異文化交流 CLTEXJA 文化交流：日本のアニメ 

文化モジュール 異文化交流 CLTEXKD 文化交流：韓国のドラマ 

文化モジュール 英語力 EACHTT 英語能力：英語でおしゃべりする 

文化モジュール 英語力 EALTTR 英語能力：英語で手紙を書く 

文化モジュール 英語力 EANWP 英語能力：英字新聞の短い記事を読む 

文化モジュール 音楽 MSPRFCL 好きな音楽：クラシック音楽 

文化モジュール 音楽 MSPRFENK 好きな音楽：演歌 

文化モジュール 音楽 MSPRFJZ 好きな音楽：ジャズ・ブルース 

文化モジュール 音楽 MSPRFPOP 好きな音楽：ポピュラー音楽 

文化モジュール 音楽 MSPRFRC 好きな音楽：ロック 

文化モジュール 価値観 Q7CPINV 意見への賛否：余分なお金は投資 

文化モジュール 価値観 Q7CPLDR 意見への賛否：リーダーにはすべての決定を委ねる 

文化モジュール 価値観 Q7EXPCMP 意見への賛否：不満があっても口に出さない 
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文化モジュール 価値観 Q7FLWMJ 意見への賛否：多数派の意見には従う 

文化モジュール 価値観 Q7HIRE 意見への賛否：人を雇う時には親族や友人を採用 

文化モジュール 価値観 Q7RSKLF 意見への賛否：平凡な人生よりも不安定だが可能性に満ちた人生 

文化モジュール 価値観 Q7SBORD 意見への賛否：部下は上司の指示に従う 

文化モジュール 価値観 Q7SMTWN 意見への賛否：同郷の人が活躍すると誇らしい 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQCN 外国人の知人の有無：中国 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQEP 外国人の知人の有無：ヨーロッパ 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQNA 外国人の知人の有無：北アメリカ 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQNO 外国人の知人の有無：外国人の知り合いはいない 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQOT 外国人の知人の有無：その他の外国 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQSA 外国人の知人の有無：東南アジア 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQSK 外国人の知人の有無：韓国 

文化モジュール 外国の知人 FRNAQTW 外国人の知人の有無：台湾 

文化モジュール 外国人増加 OPDMGCLT 意見への賛否：固有の文化への損害 

文化モジュール 外国人増加 OPFRNBRD 意見への賛否：外国人花嫁増加 

文化モジュール 外国人増加 OPFRNPRD 意見への賛否：外国製品の輸入制限 

文化モジュール 外国人増加 OPFRNWRK 意見への賛否：外国人労働者増加 

文化モジュール 外国人増加 OPNTLINT 意見への賛否：自国の国益追求 

文化モジュール 外国訪問 VSTCN 外国の訪問経験：中国 

文化モジュール 外国訪問 VSTEP 外国の訪問経験：ヨーロッパ 

文化モジュール 外国訪問 VSTNA 外国の訪問経験：北アメリカ 

文化モジュール 外国訪問 VSTNO 外国の訪問経験：外国にいったことがない 

文化モジュール 外国訪問 VSTOT 外国の訪問経験：その他の外国 

文化モジュール 外国訪問 VSTSA 外国の訪問経験：東南アジア 

文化モジュール 外国訪問 VSTSK 外国の訪問経験：韓国 

文化モジュール 外国訪問 VSTTW 外国の訪問経験：台湾 

文化モジュール 外資系勤務 JOBFCAP 主な勤め先の種類：外資系企業 

文化モジュール 慣習 AUSDYSP 特別な日の縁起 

文化モジュール 慣習 FRTNCN 子どもの姓名判断の経験 

文化モジュール 心理的距離 ACPFNBCN 外国人の近隣居住者の受け入れ意識：中国 

文化モジュール 心理的距離 ACPFNBEP 外国人の近隣居住者の受け入れ意識：ヨーロッパ 

文化モジュール 心理的距離 ACPFNBNA 外国人の近隣居住者の受け入れ意識：北アメリカ 

文化モジュール 心理的距離 ACPFNBSA 外国人の近隣居住者の受け入れ意識：東南アジア 

文化モジュール 心理的距離 ACPFNBSK 外国人の近隣居住者の受け入れ意識：韓国 

文化モジュール 心理的距離 ACPFNBTW 外国人の近隣居住者の受け入れ意識：台湾 

文化モジュール 心理的距離 ACPFRCN 外国人の親族の受け入れ意識：中国 

文化モジュール 心理的距離 ACPFREP 外国人の親族の受け入れ意識：ヨーロッパ 

文化モジュール 心理的距離 ACPFRNA 外国人の親族の受け入れ意識：北アメリカ 

文化モジュール 心理的距離 ACPFRSA 外国人の親族の受け入れ意識：東南アジア 

文化モジュール 心理的距離 ACPFRSK 外国人の親族の受け入れ意識：韓国 

文化モジュール 心理的距離 ACPFRTW 外国人の親族の受け入れ意識：台湾 
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文化モジュール 心理的距離 ACPFWCN 外国人の同僚の受け入れ意識：中国 

文化モジュール 心理的距離 ACPFWEP 外国人の同僚の受け入れ意識：ヨーロッパ 

文化モジュール 心理的距離 ACPFWNA 外国人の同僚の受け入れ意識：北アメリカ 

文化モジュール 心理的距離 ACPFWSA 外国人の同僚の受け入れ意識：東南アジア 

文化モジュール 心理的距離 ACPFWSK 外国人の同僚の受け入れ意識：韓国 

文化モジュール 心理的距離 ACPFWTW 外国人の同僚の受け入れ意識：台湾 

文化モジュール 性風俗 NUMSXENT 外国で性風俗の娯楽を経験した知人の数 

文化モジュール 性風俗 SXENTDK 性風俗の娯楽を経験した地域：わからない 

文化モジュール 性風俗 SXENTEA 性風俗の娯楽を経験した地域：東アジア 

文化モジュール 性風俗 SXENTEP 性風俗の娯楽を経験した地域：ヨーロッパ 

文化モジュール 性風俗 SXENTNA 性風俗の娯楽を経験した地域：北アメリカ 

文化モジュール 性風俗 SXENTOT 性風俗の娯楽を経験した地域：その他 

文化モジュール 性風俗 SXENTSA 性風俗の娯楽を経験した地域：東南アジア 

文化モジュール 地域 EMCLJPN 地域への愛着：日本 

文化モジュール 地域 EMCLSA 地域への愛着：東アジア 

文化モジュール 地域 EMCLTWN 地域への愛着：今住んでいる都市や町 

文化モジュール 配偶者 NGO/NPO SSJBNPO 配偶者の主な勤め先の種類：公益的団体 

文化モジュール 友人 IMPQTCLT 重視する友人の特長：教養がある 

文化モジュール 友人 IMPQTHS 重視する友人の特長：正直である 

文化モジュール 友人 IMPQTITG 重視する友人の特長：頭がよい 

文化モジュール 友人 IMPQTLYL 重視する友人の特長：忠実である 

文化モジュール 友人 IMPQTPWF 重視する友人の特長：権力がある 

文化モジュール 友人 IMPQTRSP 重視する友人の特長：責任感がある 

文化モジュール 友人 IMPQTWLT 重視する友人の特長：裕福である 

文化モジュール 友人 IMPQTWRM 重視する友人の特長：思いやりがある 

文化モジュール 留学・研修 XARDCLG 外国の大学・大学院に通った経験 

文化モジュール 留学・研修 XARDEDU 外国での教育・研修経験 

法律 憲法 OPAMND9 憲法 9条改正への意見 

法律 憲法 WHYAMND9 憲法 9条改正の理由 

法律 裁判員制度 OPCJDTH 裁判員制度：死刑をためらう 

法律 裁判員制度 OPCJSYS 裁判員制度：制度への賛否 

法律 死刑制度 Q2DTHPY 死刑制度の賛否 

法律 少年法 OP3JVLWY 少年法改正の賛否 

法律 判決 OP5JUDGE 最近の判決について 

暴行・犯罪 強盗 XROBBD1Y 強盗等の被害経験 

暴行・犯罪 空き巣 XSTOLN1Y 空き巣被害経験 

暴行・犯罪 治安 FEARWALK 自宅周辺の危険な場所の有無 

暴行・犯罪 少年犯罪 OPJVECN 少年犯罪の原因への意見：経済的な格差 

暴行・犯罪 少年犯罪 OPJVFF 少年犯罪の原因への意見：家庭環境 

暴行・犯罪 少年犯罪 OPJVLAW 少年犯罪の原因への意見：法律制度 

暴行・犯罪 少年犯罪 OPJVMNTL 少年犯罪の原因への意見：心理状態 
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暴行・犯罪 少年犯罪 OPJVSCHL 少年犯罪の原因への意見：学校での生活環境 

暴行・犯罪 体罰 Q5PMSPNK 親による体罰の賛否 

暴行・犯罪 体罰 Q5TTSPNK 教師による体罰の賛否 

暴行・犯罪 暴行 WHENBEAT 暴行を受けた時期 

暴行・犯罪 暴行 WHOMBEAT 暴行の加害者 

暴行・犯罪 暴行 XBEATEN 暴行を受けた経験 

暴行・犯罪 暴行 XPBAD 大人になってからの暴行被害経験 

暴行・犯罪 暴行 XPBADCC 大人になってからの暴行加害者：子ども 

暴行・犯罪 暴行 XPBADCW 大人になってからの暴行加害者：職場の同僚や部下 

暴行・犯罪 暴行 XPBADFA 大人になってからの暴行加害者：その他の知人・友人 

暴行・犯罪 暴行 XPBADFM 大人になってからの暴行加害者：その他の家族・親族 

暴行・犯罪 暴行 XPBADPA 大人になってからの暴行加害者：親 

暴行・犯罪 暴行 XPBADSP 大人になってからの暴行加害者：配偶者・恋人 

暴行・犯罪 暴行 XPBADST 大人になってからの暴行加害者：知らない人 

暴行・犯罪 暴行 XPBADSV 大人になってからの暴行加害者：職場の上司 

暴行・犯罪 暴行 XPBCL 子どもの時の暴行被害経験 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLAQ 子どもの時の暴行加害者：その他の知人 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLBS 子どもの時の暴行加害者：きょうだい 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLFD 子どもの時の暴行加害者：友人 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLFM 子どもの時の暴行加害者：その他の家族・親族 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLPA 子どもの時の暴行加害者：親 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLST 子どもの時の暴行加害者：知らない人 

暴行・犯罪 暴行 XPBCLTA 子どもの時の暴行加害者：先生 

暴行・犯罪 暴行 XSCYP 言葉の暴力の被害経験 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPCC 言葉の暴力の加害者：子ども 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPCW 言葉の暴力の加害者：職場の同僚や部下 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPFA 言葉の暴力の加害者：その他の知人・友人 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPFM 言葉の暴力の加害者：その他の家族・親族 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPPA 言葉の暴力の加害者：親 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPSP 言葉の暴力の加害者：配偶者・恋人 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPST 言葉の暴力の加害者：知らない人 

暴行・犯罪 暴行 XSCYPSV 言葉の暴力の加害者：職場の上司 

暴行・犯罪 防犯 DOACCAM 防犯対策：監視カメラを設置 

暴行・犯罪 防犯 DOACDOG 防犯対策：防犯のために犬を飼う 

暴行・犯罪 防犯 DOACKEY 防犯対策：ドアや窓の鍵に工夫 

暴行・犯罪 防犯 DOACLIT 防犯対策：明かりに工夫 

暴行・犯罪 防犯 DOACNONE 防犯対策：特にしていない 

暴行・犯罪 防犯 DOACOTHR 防犯対策：その他 

暴行・犯罪 防犯 DOACSECC 防犯対策：警備会社と契約 

暴行・犯罪 防犯 OPACCAM 防犯対策への意見：路上カメラ 

暴行・犯罪 防犯 OPACINET 防犯対策への意見：インターネットの監視 
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暴行・犯罪 防犯 OPACPTRL 防犯対策への意見：住民パトロール 

暴行・犯罪 防犯 OPACSEXC 防犯対策への意見：性犯罪者の住所公表 

暴行・犯罪 万引き FQCONVI 近所のコンビニの利用 

暴行・犯罪 万引き SLCLERK 万引きした子どもへの対応：店に通知 

暴行・犯罪 万引き SLETC 万引きした子どもへの対応：その他 

暴行・犯罪 万引き SLFAMLY 万引きした子どもへの対応：家族に通知 

暴行・犯罪 万引き SLNODO 万引きした子どもへの対応：何もしない 

暴行・犯罪 万引き SLNOMK 万引きした子どもへの対応：いずれも選択していない 

暴行・犯罪 万引き SLSCHL 万引きした子どもへの対応：学校に通知 

暴行・犯罪 万引き SLSELF 万引きした子どもへの対応：本人に注意 

労働 現職 SZXINCAC 本人年収：全体（簡易版） 

労働 現職 SZXINCC 本人年収：主な仕事（簡易版） 

労働 現職 WRKHRS 就労時間数／週（副業含む） 

労働 現職 XWPLC 業種（選択式） 

労働 現職 BSDOBOSS 上司の上司の有無 

労働 現職 CLLGFRGN 職場の外国人労働者の有無 

労働 現職 DOBOSS 上司の有無 

労働 現職 DOCNTRCT 雇用契約期限の有無 

労働 現職 DOSTAFF 部下の有無 

労働 現職 DOUNION 労働組合の有無 

労働 現職 DOWKFRI 就労曜日：金 

労働 現職 DOWKMON 就労曜日：月 

労働 現職 DOWKSAT 就労曜日：土 

労働 現職 DOWKSUN 就労曜日：日 

労働 現職 DOWKTHU 就労曜日：木 

労働 現職 DOWKTUE 就労曜日：火 

労働 現職 DOWKVAR 就労曜日：週によってまちまち 

労働 現職 DOWKWED 就労曜日：水 

労働 現職 DOWNOMK 就労曜日：いずれも選択していない 

労働 現職 FQWKOFF 連休の回数／年 

労働 現職 HDFMCARE 仕事を 1週間連続して休むことができる：家族の世話 

労働 現職 HDHOBBY 仕事を 1週間連続して休むことができる：旅行など自分の趣味 

労働 現職 HDSICK 仕事を 1週間連続して休むことができる：体調が悪い時 

労働 現職 JOINUNI 労働組合加入の有無 

労働 現職 OP5CPDCS 勤め先：人事上の決定は従業員の意見を反映しない 

労働 現職 OP5FMCMP 勤め先：重要な決定は経営者の家族や親族が行う 

労働 現職 OP5FMMGR 勤め先：女性が管理職として働きやすい 

労働 現職 OP5FMMTR 勤め先：仕事の分担について家族の事情を考慮 

労働 現職 OP5MNPWR 勤め先：従業員が不足気味で多忙 

労働 現職 OP5SENIR 勤め先：給与は仕事の成果よりも年功序列 

労働 現職 STFDOSTF 部下の部下の有無 
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労働 現職 SZCNTMO 雇用期限：月 

労働 現職 SZCNTRCT 雇用期限 

労働 現職 SZCNTYR 雇用期限：年 

労働 現職 SZFWRKR 職場の正社員うち女性の割合 

労働 現職 SZHIINCX 本人年収：2,300万円以上の場合(具体的記述） 

労働 現職 SZICOMA 本人年収：全体（簡易版） 

労働 現職 SZICOMX 本人年収：主な仕事（簡易版） 

労働 現職 SZINCOMA 本人年収：全体 

労働 現職 SZINCOMX 本人年収：主な仕事 

労働 現職 SZNRWRKR 職場の非正規社員の割合 

労働 現職 SZPAYDYX 日給 

労働 現職 SZPAYHRX 時間給 

労働 現職 SZPAYMOX 月給 

労働 現職 SZPAYWKX 週給 

労働 現職 SZPAYYRX 年俸 

労働 現職 SZSJBHWK 副業就労時間数／週 

労働 現職 SZSTAFA 従業員規模（就労事業所）         

労働 現職 SZTRGA 研修期間 

労働 現職 SZTTLSTA 企業規模 

労働 現職 SZWNSTF 女子従業員比 

労働 現職 TP12JOB 就労地位         

労働 現職 TP4WPLA 事業所形態 

労働 現職 TP5PAY 給与形態 

労働 現職 TPJB 雇用関係 

労働 現職 TPJBDP 登録派遣 

労働 現職 TPJBNR 非正規雇用についた主な理由 

労働 現職 TPJBS 雇用形態 

労働 現職 TPJBSE 従業員を持つ自営業者 

労働 現職 TPJOB 就労形態 

労働 現職 TPJOBP 役職 

労働 現職 WHPAYTRG 研修費用の負担 

労働 現職 XJBSCH 通常労働時間数／週 

労働 現職 XJOB1WK 先週の就労経験 

労働 現職 XJOBDWK 就労日数／週 

労働 現職 XJOBHWK 就労時間数／週 

労働 現職 XJOBNO 技能を高めるための教育・訓練・研修を受けた経験：なし 

労働 現職 XJOBOW 技能を高めるための教育・訓練・研修を受けた経験：職場以外 

労働 現職 XJOBREG 契約就労時間の有無 

労働 現職 XJOBREGH 契約就労時間数／週 

労働 現職 XJOBW 技能を高めるための教育・訓練・研修を受けた経験：職場 

労働 現職 XJOBX 就労の有無 
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労働 現職 XJOBYR 就労年数 

労働 現職 XOTHWK 残業時間数／週         

労働 現職 XSJB1WK 副業の有無 

労働 現職 XSJBNUM 副業の数 

労働 現職 XTRG1YR 過去１年の研修経験 

労働 現職 XXJE08 職種（ISCO08） 

労働 現職 XXJOB 職種 

労働 現職 XXJOBE 職種（ISCO） 

労働 現職 XXSJE08 副業の職種（ISCO08） 

労働 現職 XXSJOB 副業の職種 

労働 現職 XXWPHQ 業種（本社） 

労働 現職 XXWPL 業種 

労働 現職 XXWPLE 業種（ISIC） 

労働 収入源 INCFAM 現在の収入源：他の家族の収入（全員） 

労働 収入源 INCINVST 現在の収入源：投資運用（全員） 

労働 収入源 INCIRR 現在の収入源：不定期的な仕事（全員） 

労働 収入源 INCMAIN 現在の収入源：中心となるもの（全員） 

労働 収入源 INCNOKN 現在の収入源：わからない（全員） 

労働 収入源 INCNOMK 現在の収入源：いずれも選択していない（全員） 

労働 収入源 INCOTHER 現在の収入源：その他（全員） 

労働 収入源 INCPAR 現在の収入源：親の収入（全員） 

労働 収入源 INCPEN 現在の収入源：年金（全員） 

労働 収入源 INCRENT 現在の収入源：賃貸料所得（全員） 

労働 収入源 INCSAVE 現在の収入源：貯蓄（全員） 

労働 収入源 INCSELF 現在の収入源：自分の収入（全員） 

労働 収入源 INCSOC 現在の収入源：社会福祉（全員） 

労働 収入源 INCSP 現在の収入源：配偶者の収入（全員） 

労働 収入源 INCUEB 現在の収入源：失業保険（全員） 

労働 収入源 INFAMILY 現在の収入源：配偶者・親以外の家族の収入 

労働 収入源 INIRREG 現在の収入源：不定期的な仕事 

労働 収入源 INNOKNOW 現在の収入源：わからない 

労働 収入源 INNOMARK 現在の収入源：いずれも選択していない 

労働 収入源 INOTHER 現在の収入源：その他 

労働 収入源 INPARENT 現在の収入源：親の収入 

労働 収入源 INPEN 現在の収入源：年金 

労働 収入源 INSAVING 現在の収入源：貯蓄 

労働 収入源 INSOCSEC 現在の収入源：社会福祉 

労働 収入源 INSPOUSE 現在の収入源：配偶者の収入 

労働 収入源 INUEB 現在の収入源：失業保険 

労働 就業 AGESTPWK 離職年齢 

労働 就業 DOFINDJB 不就労者に：求職の有無 
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労働 就業 DOLOOKJB 求職の有無（全員） 

労働 就業 DOWORK 仕事の有無 

労働 就業 OP7STBSN 起業意欲 

労働 就業 SZFINDJB 求職期間 

労働 就業 SZNOWORK 卒業後の未就労年数 

労働 就業 TP5UNEMP 不就労の理由 

労働 就業 USFLSKL 経験や技能が仕事に役立った程度 

労働 就業 WHNSTPWK 離職時期（西暦） 

労働 就業 WLWANTJB 不就労者に：今後の就労意向 

労働 就業 XNOWORK 卒業後の未就労期間の有無 

労働 就業 XNUMCOWK 転職数 

労働 就業 XWORK 就労経験 

労働 就業 XWORK1Y １年間以上の就労経験 

労働 就業 XXSTPJB 離職理由 

労働 就業観 AGERETR 何歳まで仕事をしたいか 

労働 就業観 DOUSESKL 仕事上の能力は職務内容に見合っている 

労働 就業観 FQ5FLIF 家庭生活が仕事の妨げになること 

労働 就業観 FQ5JBIF 仕事が家庭生活の妨げになること 

労働 就業観 IM5FAMIL 仕事に関する意識：家庭との両立 

労働 就業観 IM5FREE 仕事に関する意識：時間的自由 

労働 就業観 IM5HIPAY 仕事に関する意識：収入 

労働 就業観 IM5INDEP 仕事に関する意識：仕事の独立性 

労働 就業観 IM5INTRG 仕事に関する意識：興味ある仕事 

労働 就業観 IM5OTHER 仕事に関する意識：人のためになる仕事 

労働 就業観 IM5PROMO 仕事に関する意識：昇進機会 

労働 就業観 IM5SECUR 仕事に関する意識：雇用の安定 

労働 就業観 IM5SOCTY 仕事に関する意識：社会的有益性 

労働 就業観 IM5TRG 仕事に関する意識：教育・訓練の機会 

労働 就業観 OP3NEWJB 再就労の容易さ 

労働 就業観 OP4UNEMP 失業の可能性 

労働 就業観 OP5UNION 強い労働組合の賛否 

労働 就業観 OPCNGJB 転職・勤続への意見 

労働 就業観 OVEREDUC 学校教育は職務内容に見合っている 

労働 就業観 ST5HSWK 家事の仕事の満足度 

労働 就業観 ST5JOB 現在の仕事の満足度 

労働 就業観 WLKEEPJA 現在の会社・組織での就労継続意向 

労働 就業観 WLSTOPWK 不自由なく暮らせる場合の就労継続意向 

労働 就業観 WLWKCND 働き方の意向：労働条件に不満 

労働 就業観 WLWKMNG 働き方の意向：経営に不安 

労働 就業観 WRKABLTY 現在の仕事：自分の能力を活かしている 

労働 就業観 WRKFAMIL 現在の仕事：仕事と家庭生活を両立できる 
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労働 就業観 WRKFREE 現在の仕事：勤務時間を柔軟に決められる 

労働 就業観 WRKHIPAY 現在の仕事：高収入である 

労働 就業観 WRKPRIDE 現在の仕事：今の会社や組織で働いていることに誇りを感じる 

労働 就業観 WRKPROMO 現在の仕事：努力しだいで昇進できる 

労働 就業観 WRKRWRD 現在の仕事：仕事にやりがいを感じる 

労働 就業観 WRKSECUR 現在の仕事：雇用が安定している 

労働 就業観 WRKSHARE 現在の仕事：自分の仕事の分担をこなさないと同僚の負担が増える 

労働 就業観 WRKSOCTY 現在の仕事：社会にとって有益な仕事である 

労働 就業観 WRKVLM 現在の仕事：仕事の量を自分で決められる 

労働 初職 HOWJOB 初職の求職方法 

労働 初職 SZSTFFST 初職の企業規模 

労働 初職 TP12FSTJ 初職の就労地位 

労働 初職 TP1STJB 初職の雇用関係 

労働 初職 TP1STJBS 初職の雇用形態 

労働 初職 TPFSTJB 初職の就労形態 

労働 初職 TPFSTJBP 初職の役職 

労働 初職 XGETJOB 初職の就労時期 

労働 初職 XXFSTJB 初職の職種 

労働 初職 XXFSTJBE 初職の職種（ISCO) 

労働 初職 XXFSTWP 初職の業種 

労働 職場の連帯感 OPWSLPW 職場の連帯感：私の職場 

労働 職場の連帯感 OPWSLRES 職場の連帯感：私自身 

労働 前職 SZHILST 前職の年収：2,300万円以上の場合(具体的記述） 

労働 前職 SZINLST 前職の年収 

労働 前職 SZSTFLS 前職の企業規模（6分類） 

労働 前職 SZSTFLSA 前職の企業規模 

労働 前職 TP12LSTJ 前職の就労地位 

労働 前職 TPLSTJB 前職の雇用関係 

労働 前職 TPLSTJBP 前職の役職 

労働 前職 TPLSTJBS 前職の雇用形態 

労働 前職 XXLJE08 前職の職種（ISCO08） 

労働 前職 XXLSTJB 前職の職種 

労働 前職 XXLSTJBE 前職の職種（ISCO） 

労働 前職 XXLSTWPL 前職の業種 

労働 通勤 CMTBCYL 通勤手段：自転車 

労働 通勤 CMTBOAT 通勤手段：船 

労働 通勤 CMTBUS 通勤手段：バス 

労働 通勤 CMTCAR 通勤手段：自動車 

労働 通勤 CMTETC 通勤手段：その他 

労働 通勤 CMTMCYL 通勤手段：バイク 

労働 通勤 CMTNOMK 通勤手段：いずれも選択していない 
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労働 通勤 CMTTRAIN 通勤手段：電車 

労働 通勤 CMTWALK 通勤手段：徒歩のみ 

労働 通勤 DOCMT 通勤の有無 

労働 通勤 SZ7CMT 通勤時間 

労働 通勤 SZCMTHR 通勤時間：時間 

労働 通勤 SZCMTMIN 通勤時間：分 

労働 通勤 SZCMTTL 通勤時間：合計 

労働 配偶者現職 SPWRKHRS 就労時間数／週（配偶者）（副業含む） 

労働 配偶者現職 SSHIINCX 年収：2,300万円以上の場合(具体的記述）（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSJB1WK 先週の就労経験（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSJBDWK 就労日数／週（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSJBHRWK 就労時間数／週（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSSJBHWK 副業就労時間数／週（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSSZICA 配偶者年収：全体（簡易版） 

労働 配偶者現職 SSSZINCA 配偶者年収：全体 

労働 配偶者現職 SSSZINCM 配偶者年収：主な仕事 

労働 配偶者現職 SSSZSTFA 企業規模（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSSZWKYR 就労年数（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTP12JB 就労地位（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPJB 雇用関係（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPJBDP 登録派遣（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPJBS 雇用形態（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPJBSE 従業員を持つ自営業者（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPJOB 就労形態（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPJOBP 役職（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSTPUNEM 不就労の理由（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSWPLC 業種（配偶者）（選択式） 

労働 配偶者現職 SSXJBSCH 通常労働時間数／週（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSXXHQX 業種（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSXXHQXE 業種（配偶者）（ISIC) 

労働 配偶者現職 SSXXJE08 職種（配偶者）（ISCO08） 

労働 配偶者現職 SSXXJOB 職種（配偶者） 

労働 配偶者現職 SSXXJOBE 職種（配偶者）（ISCO） 

労働 配偶者現職 SSZINCAC 配偶者年収：全体（簡易版） 

 

 


