
 

  
金融行動データベースⅡ 
2009年3月実施 
※本調査は、文部科学省私立大学学術高度化推進事業（平成19～21年度）によるものです。

  
予備調査

※実際の調査では、青色の注意書きは表示されません。 
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

あなたがお持ちの金融機関（銀行、郵便貯金など）の口座の預貯金額（普通・定期預金の合計、外貨預金は除く）についてお伺いいたします。 
預けている預貯金額が多い口座の上位3つまでについて、それぞれいくら預けて入れているかお答えください。 
※該当する口座を持っていない場合は、「口座をもっていない」にチェックしてください。 

Q1 最も預貯金額の多い口座についてお答えください。 【必須】 

  1万円未満   →終了 

  1～100万円未満  

  100～200万円未満  

  200～300万円未満  

  300～400万円未満  

  400～500万円未満  

  500～600万円未満  

  600～700万円未満  

  700～800万円未満  

  800～900万円未満  

  900～1000万円未満  

 1000～1200万円未満  

 1200～1400万円未満  

 1400～1600万円未満  

 1600～1800万円未満  

 1800～2000万円未満  

 2000～2500万円未満  

 2500～3000万円未満  

 3000～4000万円未満  

 4,000万円以上  

 口座をもっていない  →終了 

Q2 2番目に預貯金額の多い口座についてお答えください。 【必須】 

  1万円未満  

  1～100万円未満  

  100～200万円未満  

  200～300万円未満  

  300～400万円未満  

  400～500万円未満  

  500～600万円未満  

  600～700万円未満  

  700～800万円未満  

  800～900万円未満  

  900～1000万円未満  

 1000～1200万円未満  

 1200～1400万円未満  

 1400～1600万円未満  

 1600～1800万円未満  

 1800～2000万円未満  

 2000～2500万円未満  

 2500～3000万円未満  

 3000～4000万円未満  

 4,000万円以上  

 口座をもっていない  → Q4へ 
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【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：数値】  
 

Q3 3番目に預貯金額の多い口座についてお答えください。 【必須】 

  1万円未満  

  1～100万円未満  

  100～200万円未満  

  200～300万円未満  

  300～400万円未満  

  400～500万円未満  

  500～600万円未満  

  600～700万円未満  

  700～800万円未満  

  800～900万円未満  

  900～1000万円未満  

 1000～1200万円未満  

 1200～1400万円未満  

 1400～1600万円未満  

 1600～1800万円未満  

 1800～2000万円未満  

 2000～2500万円未満  

 2500～3000万円未満  

 3000～4000万円未満  

 4,000万円以上  

 口座をもっていない  

Q4 あなたが普段よくコミュニケーションを取っている知人の人数をお答えください。（家族を含む） 【必須】 

ここで言う知人とは「顔と名前が一致していて、相手もあなたを認識でき、必要があれば連絡の取れる人」のことです。 
例えば、家族・親族、会社の同僚・上司、近所にお住まいの方、友人などを言います。 
普段よくコミュニケーションを取っているとは1ヶ月の間に必ず、会話、電話、メール等のいずれかによって連絡を取っていることを示します。 
顔と名前は知っているが、1ヶ月の間に連絡は取らない疎遠な知人は除きます。 

  0人   →終了 

  1人   →終了 

  2人   →終了 

  3人   →終了 

  4人以上   <GO> 

Q5 Q4で普段よくコミュニケーションを取っている人が4人以上いるとお答えいただいた方に伺います。 
具体的な人数をお答えください。 【必須】 

 人 （半角数字3文字以内）

Q6 以下の項目に関して、あてはまるものを選んで、チェックしてください。 【必須】 
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【入力形式：数値】  
 

性別  いずれかを選択してください

既婚・未婚  いずれかを選択してください

Q7 あなたの年齢をお答えください。 【必須】 

満  歳 （半角数字2文字以内）

本調査

※実際の調査では、青色の注意書きは表示されません。 
 
 

 

 
【入力形式：数値】  
 

 
【入力形式：数値】  
 

 

Q1 事前にお答えいただいたアンケートでは、普段よくコミュニケーションを取っている知人が4人以上いるとお答えいただきましたが、その中

で、次のような方はそれぞれ何人いらっしゃいますか。（同じ方を二度以上数えられても結構です。） 【必須】 

※合計が4人以上になるようにお答えください。 

（半角数字3文字以内）

家族・親族  人  

職場・仕事・バイト関係の知人  人  

学校関係の知人(例：高校の友達、先生など)  人  

家族・親族を通じての知人(例：姉の彼氏、子供の友人、子供の友人の親など)  人  

近所にお住まいの方  人  

習いごとやクラブ・サークル・団体活動を通じての知人  人  

その他(例：行きつけの店で知り合った人など)  人  

Q2 事前にお答えいただいたアンケートで挙げていただいたあなたの知人の中で、知人数が一番多いと考えられる方を思いうかべてください。 
その方の知人と事前にお答えいただいたアンケートで挙げていただいたあなたの知人で共通している方の人数をお答えください。 【必須】 

※共通の知人がいない場合は「0」とご記入ください。 

 人 （半角数字3文字以内）

Q3 事前にお答えいただいたアンケートで挙げていただいた知人の方々のうち、次のような方は何人いらっしゃいますか。 【必須】 

※該当する方がいない場合は「0」とご記入ください。 

（半角数字3文字以内）

数日間家を留守にする場合、あなたの家の面倒を見てくれる人  人  

あなたの仕事上の問題を相談する人  人  
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【入力形式：数値】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【入力形式：数値】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
 

この3ヶ月、あなたの家庭内の仕事を手伝ってくれた人  人  

近頃、あなたと社会的活動をした人（ボランティアなど）  人  

あなたと共通の余暇や関心で一緒に話し合う人  人  

あなたとデートする婚約者や良き友人である人  人  

あなたが個人的悩みを相談する人  人  

あなたが重要な決定を下す場合、アドバイスを考慮する人  人  

あなたが巨額のお金を借りる場合、借りようとする人、借りることのできる人  人  

あなたと15年以上同居している人（現在も同居されている方に限ります）  人  

Q4 あなたが今年のお正月の挨拶として出した、もしくはもらった、年賀状・年賀メールの通数（おおよそで構いません）をお聞かせください。 【必

須】 

※喪中であった場合で、喪中のお知らせを出した場合は、その通数をお聞かせください。 
※「今年送らなかった」というものには「0」とご記入ください。 
※「メール」で送られたものの通数は、それぞれのツール（パソコン、携帯電話・PHS）から送った、おおよその通数を記載してください。 

（半角数字5文字以内）

  送った通数 もらった通数 

はがき  通   通  

メール（パソコン）  通   通  

メール（携帯電話・PHS）  通   通  

あなたが日ごろ、家族・親族以外でよく話をする人を4人思いうかべてください。何かのついでという場合でもかまいません。 
話し相手の方についてお尋ねします。（それぞれよく話す順に1番目、2番目としてください。） 

Q5 1番目の方について、以下の項目について該当するものをプルダウンより選択ください。 【必須】 

間柄 いずれかを選択してください

性別  いずれかを選択してください

年齢  いずれかを選択してください

直接会って話をする頻度  いずれかを選択してください

電話（携帯含む）で話をする頻度  いずれかを選択してください

携帯・PHSのメールでやりとりをする頻度  いずれかを選択してください

この人の話の信用度  いずれかを選択してください

Q6 2番目の方について、以下の項目について該当するものをプルダウンより選択ください。 【必須】 

間柄 いずれかを選択してください
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性別  いずれかを選択してください

年齢  いずれかを選択してください

直接会って話をする頻度  いずれかを選択してください

電話（携帯含む）で話をする頻度  いずれかを選択してください

携帯・PHSのメールでやりとりをする頻度  いずれかを選択してください

この人の話の信用度  いずれかを選択してください

Q7 3番目の方について、以下の項目について該当するものをプルダウンより選択ください。 【必須】 

間柄 いずれかを選択してください

性別  いずれかを選択してください

年齢  いずれかを選択してください

直接会って話をする頻度  いずれかを選択してください

電話（携帯含む）で話をする頻度  いずれかを選択してください

携帯・PHSのメールでやりとりをする頻度  いずれかを選択してください

この人の話の信用度  いずれかを選択してください

Q8 4番目の方について、以下の項目について該当するものをプルダウンより選択ください。 【必須】 

間柄 いずれかを選択してください

性別  いずれかを選択してください

年齢  いずれかを選択してください

直接会って話をする頻度  いずれかを選択してください

電話（携帯含む）で話をする頻度  いずれかを選択してください

携帯・PHSのメールでやりとりをする頻度  いずれかを選択してください

この人の話の信用度  いずれかを選択してください

Q5～Q8でお伺いした4人の方々についてお尋ねします。 
該当するものを全てお答えください。 

Q9 1番目の方は何番目の方と知り合いですか。 【必須(チェックはいくつでも)】 

  2番目の方  

  3番目の方  

  4番目の方  

  知り合いはいない   <EX>
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【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 

  わからない   <EX> 

Q10 前問のほかに知り合い同士の方はいますか。この中からお答えください。 【必須(チェックはいくつでも)】 

  2番目の方と3番目の方  

  2番目の方と4番目の方  

  3番目の方と4番目の方  

  知り合いはいない   <EX>

  わからない   <EX> 

Q11 普段の生活で、一日に平均してどのくらい見知らぬ人を見かけますか。 
（通勤・通学途中にすれ違った、近所を散歩中にすれ違った、買い物中にすれ違ったなど） 【必須】 

  0～1人  

  2～10人  

  11～30人  

  31～100人  

  101人以上  

Q12 Q11でお聞きした見知らぬ人から、何か話を聞いた場合、その話をどれだけ信用しますか。 【必須】 

  強く信用できる  

  まあ信用できる  

  普通  

  あまり信用できない  

  全く信用できない  

Q13 以下の質問にあてはまるお気持ちを1つずつお選びください。 【必須】 

  完全にそう思う ある程度そう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない 
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【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：数値】  
【設問表示設定：［ Q14-1 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：数値】  
【設問表示設定：［ Q14-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

あなたは、「ほとんどの人は基本的に正直

である」と思っていますか。           

あなたは、「私は人を信頼する方である」と

思っていますか。           

あなたは、「ほとんどの人は基本的に善良

で親切である」と思っていますか。           

あなたは、「ほとんどの人は他人を信頼し

ている」と思っていますか。           

あなたは、「ほとんどの人は信用できる」と

思っていますか。           

Q14 1/100の確率で当たり、当たった場合には10万円もらえますが、外れた場合には何ももらえない宝くじがあります。 
あなたはこのくじが200円で売っていれば買いますか。当てはまるものを1つお選びください。 【必須】 

  買う  

  買わない  

Q15 Q14で「買う」と回答された方にお伺いします。 
その価格が変化した場合、宝くじがいくらまで高くなっても買いますか。買うギリギリの金額をご記入ください。 【必須】 

 円 （半角数字6文字以内）

Q16 Q14で「買わない」と回答された方にお伺いします。 
その価格が変化した場合、宝くじがいくらまで安くなれば買いますか。買うギリギリの金額をご記入ください。 【必須】 

 円 （半角数字3文字以内）

Q17 
1/100の確率で10万円の盗難にあうことが分かっているとします。2000円の保険料を支払えば、盗難にあった場合もその損害分を回収

することができます。あなたはこの保険に加入しますか。 
あなたはこの保険に加入しますか。当てはまるものを1つお選びください。 【必須】 

  支払う  

  支払わない  

Q17で「 支払う 」と回答された方にお伺いします。 
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【入力形式：数値】  
【設問表示設定：［ Q17-1 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：数値】  
【設問表示設定：［ Q17-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

Q18 その価格が変化した場合、保険料がいくらまで高くなっても支払いますか。支払うギリギリの金額をご記入ください。 【必須】 

 円 （半角数字6文字以内）

Q19 Q17で「 支払わない 」と回答された方にお伺いします。 
その価格が変化した場合、保険料がいくらまで安くなれば支払いますか。ギリギリの値段をお書き下さい。 【必須】 

 円 （半角数字4文字以内）

Q20 
1ヵ月後に1万円もらうか、それからさらに1年後の13ヵ月後にいくらかもらうかのどちらかを選べるとします。 
1ヵ月後に1万円もらうこと（A）と、13ヵ月後に下記の表の各行に指定された金額をもらうこと（B）を比較して、あなたが好む方をそれぞれ

選んで、A、または、Bをチェックしてください。 【必須】 

  A．1ヵ月後に1万円もらう B．13ヵ月後に表の各行に指定された金額をもらう 

パターン【1】     
パターン【2】     
パターン【3】     
パターン【4】     
パターン【5】     
パターン【6】     
パターン【7】     
パターン【8】     

Q21 Q20で選択回答欄にすべてA とお答えの方にお尋ねします。 
13ヵ月後の受取金額がいくら以上であれば、1ヵ月後に1万円をもらうことよりも13ヵ月後にもらうことの方を選びますか。 【必須】 

13ヵ月後の受取額が  円 以上ならば、13ヵ月後の受取の方を選ぶ （半角数字5文

字以内） 
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【入力形式：数値】  
【設問表示設定：［ 

Q20-1-1  かつ  Q20-2-1  かつ  Q20-3-1  かつ  Q20-4-1  かつ  Q20-5-1  かつ  Q20-6-1  かつ  Q20-7-1  かつ  Q20-8-1 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：数値】  
【設問表示設定：［ 

Q20-1-2  かつ  Q20-2-2  かつ  Q20-3-2  かつ  Q20-4-2  かつ  Q20-5-2  かつ  Q20-6-2  かつ  Q20-7-2  かつ  Q20-8-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

Q22 Q20で選択回答欄にすべてBとお答えの方にお尋ねします。 
13ヵ月後の受取金額がいくら以下であれば、13ヵ月後の受取よりも1ヵ月後に1万円をもらうことの方を選びますか。 【必須】 

13ヵ月後の受取額が  円 以下ならば、1ヵ月後の受取の方を選ぶ （半角数字5文字

以内） 

Q23 以下の情報源から、金融機関の破たんや金融機関の不祥事のような悪い情報が入ってきたとします。 
そのとき、以下の情報源に対するあなたの信頼の度合いで、各行から、当てはまるものを1つだけお選びください。 【必須】 

  強く信頼できる やや信頼できる どちらでもない あまり信頼できない 全く信頼できない 

テレビ報道           
新聞報道           
インターネット情報           
隣近所のうわさ           
職場の同僚のうわさ           
友人知人の電子メール・電話           
週刊誌・月刊誌           
見知らぬ人のうわさ           

Q24 以下の情報源から、景気回復といったようなよい情報が入ってきたとします。 
そのとき、以下の情報源に対するあなたの信頼の度合いで、各行から、当てはまるものを1つだけお選びください。 【必須】 

  強く信頼できる やや信頼できる どちらでもない あまり信頼できない 全く信頼できない 

テレビ報道           
新聞報道           
インターネット情報           
隣近所のうわさ           
職場の同僚のうわさ           
友人知人の電子メール・電話           
週刊誌・月刊誌           
見知らぬ人のうわさ           

現在のあなたご自身の預貯金を預けている金融機関について、以下のような確率で破たんする可能性があった場合、あなたはいずれの
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【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q25-1-1  かつ  Q25-2-1  かつ  Q25-3-1  かつ  Q25-4-1  かつ  Q25-5-1  かつ  Q25-6-1  かつ  Q25-7-1  かつ  
Q25-8-1  かつ  Q25-9-1 ］  
または［ Q25-1-2  かつ  Q25-2-2  かつ  Q25-3-2  かつ  Q25-4-2  かつ  Q25-5-2  かつ  Q25-6-2  かつ  Q25-7-2  かつ  Q25-8-2 
 かつ  Q25-9-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

Q25 行動をとりますか。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

【破たんする可能性】 1/1000 （0.1%）     
【破たんする可能性】 1/200 （0.5%）     
【破たんする可能性】 1/100 （1%）     
【破たんする可能性】 1/50 （2%）     
【破たんする可能性】 1/20 （5%）     
【破たんする可能性】 1/5 （20%）     
【破たんする可能性】 1/3 （約30%）     
【破たんする可能性】 1/2 （50%）     
【破たんする可能性】 99/100 （99%）     

Q26 Q25で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）

Q27 現在のあなたご自身の預貯金が2倍になったとします。その時、以下のような確率で破たんする可能性があった場合、あなたはいずれの

行動をとりますか。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

【破たんする可能性】 1/1000 （0.1%）     
【破たんする可能性】 1/200 （0.5%）     
【破たんする可能性】 1/100 （1%）     
【破たんする可能性】 1/50 （2%）     
【破たんする可能性】 1/20 （5%）     
【破たんする可能性】 1/5 （20%）     
【破たんする可能性】 1/3 （約30%）     
【破たんする可能性】 1/2 （50%）     
【破たんする可能性】 99/100 （99%）     
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【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q27-1-1  かつ  Q27-2-1  かつ  Q27-3-1  かつ  Q27-4-1  かつ  Q27-5-1  かつ  Q27-6-1  かつ  Q27-7-1  かつ  
Q27-8-1  かつ  Q27-9-1 ］  
または［ Q27-1-2  かつ  Q27-2-2  かつ  Q27-3-2  かつ  Q27-4-2  かつ  Q27-5-2  かつ  Q27-6-2  かつ  Q27-7-2  かつ  Q27-8-2 
 かつ  Q27-9-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 

Q28 Q27で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）

Q29 あなたが預貯金をお預け入れしている金融機関の金利（年率）はどれくらいですか。複数口座をお持ちの方は、最も預貯金額の多い口座

についてお答えください。 【必須】 

  年率 ※％（半角数字）で入力してください⇒    【FA必須】 

  わからない  

Q30 

あなたは金融機関に500万円預けていたとします。 
以下の状況で、あなたはいずれの行動をとりますか。 
なお、1ヶ月後に、金融機関が破たんしなければ、金利0.5％なら2,123円、1%なら4,247円、5%なら21,233円、10%なら42,466円の

金利収入があるとします。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     
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【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q30-1-1  かつ  Q30-2-1  かつ  Q30-3-1  かつ  Q30-4-1  かつ  Q30-5-1  かつ  Q30-6-1  かつ  Q30-7-1  かつ  
Q30-8-1  かつ  Q30-9-1  かつ  Q30-10-1  かつ  Q30-11-1  かつ  Q30-12-1  かつ  Q30-13-1  かつ  Q30-14-1  かつ  Q30-15-1 
 かつ  Q30-16-1  かつ  Q30-17-1  かつ  Q30-18-1  かつ  Q30-19-1  かつ  Q30-20-1 ］  
または［ Q30-1-2  かつ  Q30-2-2  かつ  Q30-3-2  かつ  Q30-4-2  かつ  Q30-5-2  かつ  Q30-6-2  かつ  Q30-7-2  かつ  Q30-8-2 
 かつ  Q30-9-2  かつ  Q30-10-2  かつ  Q30-11-2  かつ  Q30-12-2  かつ  Q30-13-2  かつ  Q30-14-2  かつ  Q30-15-2  かつ  
Q30-16-2  かつ  Q30-17-2  かつ  Q30-18-2  かつ  Q30-19-2  かつ  Q30-20-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     
  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

Q31 Q30で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）

Q32 

あなたは金融機関に1500万円預けていたとします。 
以下の状況であなたはいずれの行動をとりますか。 
なお、1ヶ月後に、金融機関が破たんしなければ、金利0.5％なら6,370円、1%なら12,740円、5%なら63,699円、10%なら127,397円

の金利収入があるとします。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     
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【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q32-1-1  かつ  Q32-2-1  かつ  Q32-3-1  かつ  Q32-4-1  かつ  Q32-5-1  かつ  Q32-6-1  かつ  Q32-7-1  かつ  
Q32-8-1  かつ  Q32-9-1  かつ  Q32-10-1  かつ  Q32-11-1  かつ  Q32-12-1  かつ  Q32-13-1  かつ  Q32-14-1  かつ  Q32-15-1 
 かつ  Q32-16-1  かつ  Q32-17-1  かつ  Q32-18-1  かつ  Q32-19-1  かつ  Q32-20-1 ］  
または［ Q32-1-2  かつ  Q32-2-2  かつ  Q32-3-2  かつ  Q32-4-2  かつ  Q32-5-2  かつ  Q32-6-2  かつ  Q32-7-2  かつ  Q32-8-2 
 かつ  Q32-9-2  かつ  Q32-10-2  かつ  Q32-11-2  かつ  Q32-12-2  かつ  Q32-13-2  かつ  Q32-14-2  かつ  Q32-15-2  かつ  
Q32-16-2  かつ  Q32-17-2  かつ  Q32-18-2  かつ  Q32-19-2  かつ  Q32-20-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     
  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

Q33 Q32で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）

Q34 
あなたはペイオフ制度（銀行預金引出保証限度額（上限））が1000万円であることをご存知ですか。 
また、Q25、Q27、Q30、Q32（預金額と破たんの可能性（確率）ごとに預金を引き出すか引き出さないか回答していただく設問）に関し

て、それを考慮して質問に答えましたか。 【必須】 

  ペイオフ制度についてすでに知っており、それを考慮して答えた  

  ペイオフ制度についてすでに知っているが、それを考慮せずに答えた  

  ペイオフ制度について知らなかった  

Q35 

再度、お伺いします。ペイオフ制度（銀行預金引出保証限度額（上限））は1000万円です。 
あなたは金融機関に1500万円預けていたとします。以下の状況で、あなたはいずれの行動をとりますか。 
なお、1ヶ月後に、金融機関が破たんしなければ、金利0.5％なら6,370円、1%なら12,740円、5%なら63,699円、10%なら127,397円

の金利収入があるとします。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 
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【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q35-1-1  かつ  Q35-2-1  かつ  Q35-3-1  かつ  Q35-4-1  かつ  Q35-5-1  かつ  Q35-6-1  かつ  Q35-7-1  かつ  
Q35-8-1  かつ  Q35-9-1  かつ  Q35-10-1  かつ  Q35-11-1  かつ  Q35-12-1  かつ  Q35-13-1  かつ  Q35-14-1  かつ  Q35-15-1 
 かつ  Q35-16-1  かつ  Q35-17-1  かつ  Q35-18-1  かつ  Q35-19-1  かつ  Q35-20-1 ］  
または［ Q35-1-2  かつ  Q35-2-2  かつ  Q35-3-2  かつ  Q35-4-2  かつ  Q35-5-2  かつ  Q35-6-2  かつ  Q35-7-2  かつ  Q35-8-2 
 かつ  Q35-9-2  かつ  Q35-10-2  かつ  Q35-11-2  かつ  Q35-12-2  かつ  Q35-13-2  かつ  Q35-14-2  かつ  Q35-15-2  かつ  
Q35-16-2  かつ  Q35-17-2  かつ  Q35-18-2  かつ  Q35-19-2  かつ  Q35-20-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     
  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

Q36 Q35で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）

あなたは金融機関に500万円預けていたとします。 
以下の状況であなたはいずれの行動をとりますか。 
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【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q37-1-1  かつ  Q37-2-1  かつ  Q37-3-1  かつ  Q37-4-1  かつ  Q37-5-1  かつ  Q37-6-1  かつ  Q37-7-1  かつ  
Q37-8-1  かつ  Q37-9-1  かつ  Q37-10-1  かつ  Q37-11-1  かつ  Q37-12-1  かつ  Q37-13-1  かつ  Q37-14-1  かつ  Q37-15-1 
 かつ  Q37-16-1  かつ  Q37-17-1  かつ  Q37-18-1  かつ  Q37-19-1  かつ  Q37-20-1 ］  
または［ Q37-1-2  かつ  Q37-2-2  かつ  Q37-3-2  かつ  Q37-4-2  かつ  Q37-5-2  かつ  Q37-6-2  かつ  Q37-7-2  かつ  Q37-8-2 
 かつ  Q37-9-2  かつ  Q37-10-2  かつ  Q37-11-2  かつ  Q37-12-2  かつ  Q37-13-2  かつ  Q37-14-2  かつ  Q37-15-2  かつ  

Q37 
なお、1ヶ月後に、金融機関が破たんしなければ、金利0.5％なら2,123円、1%なら4,247円、5%なら21,233円、10%なら42,466円の

金利収入があるとします。 
ただし、1ヶ月後に破綻してしまうと、預貯金は0円になるとします（ペイオフ制度はないものとします）。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     
  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

Q38 Q37で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）

Page 15 of 22



Q37-16-2  かつ  Q37-17-2  かつ  Q37-18-2  かつ  Q37-19-2  かつ  Q37-20-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【表側-ランダム】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：テキスト】  
【設問表示設定：［ Q39-1-1  かつ  Q39-2-1  かつ  Q39-3-1  かつ  Q39-4-1  かつ  Q39-5-1  かつ  Q39-6-1  かつ  Q39-7-1  かつ  

Q39 

あなたが金融機関に1500万円預けていたとします。以下の状況であなたはいずれの行動をとりますか。 
なお、1ヶ月後に、金融機関が破たんしなければ、金利0.5％なら6,370円、1%なら12,740円、5%なら63,699円、10%なら127,397円

の金利収入があるとします。 
ただし、1ヶ月後に破綻してしまうと、預貯金は0円になるとします（ペイオフ制度はないものとします）。 【必須】 

  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】0.5% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】1%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】5%  ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/100（1%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/20（5%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/3（約30%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】1/2（50%）     

【金利】10% ／ 【破たんする可能性】99/100（99%）     
  全く引き出さない 今すぐ全額引き出す 

Q40 Q39で全て「今すぐ全額引き出す」または、全て「全く引き出さない」と答えた方にお聞きします。 
その理由を教えてください。 【必須】 

 （2000文字以内）
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Q39-8-1  かつ  Q39-9-1  かつ  Q39-10-1  かつ  Q39-11-1  かつ  Q39-12-1  かつ  Q39-13-1  かつ  Q39-14-1  かつ  Q39-15-1 
 かつ  Q39-16-1  かつ  Q39-17-1  かつ  Q39-18-1  かつ  Q39-19-1  かつ  Q39-20-1 ］  
または［ Q39-1-2  かつ  Q39-2-2  かつ  Q39-3-2  かつ  Q39-4-2  かつ  Q39-5-2  かつ  Q39-6-2  かつ  Q39-7-2  かつ  Q39-8-2 
 かつ  Q39-9-2  かつ  Q39-10-2  かつ  Q39-11-2  かつ  Q39-12-2  かつ  Q39-13-2  かつ  Q39-14-2  かつ  Q39-15-2  かつ  
Q39-16-2  かつ  Q39-17-2  かつ  Q39-18-2  かつ  Q39-19-2  かつ  Q39-20-2 ］】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【入力形式：数値】  
 

 
 
 

 
【入力形式：テキスト】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【入力形式：テキスト】  
【-------------改ページ-------------】  
 

Q41 
親しい知人たちから金融機関の破たんに関するうわさを聞いた場合、あなたは何人の知人から、そのようなうわさを聞くと、あなた自身は

預貯金を引き出すと思いますか。 
また、親しい知人たちが実際に金融機関の破たんのうわさを原因として、預貯金を引き出し始めている場合、あなたは何人の知人から引

き出したという情報を聞くと、あなた自身も預貯金を引き出すと思いますか。 【必須】 

※該当者がいない場合は0としてください。 

（半角数字3文字以内）

金融機関の破たんのうわさを聞いた時  人  

実際に引き出したという情報を聞いた時  人  

Q42 マスメディアにより、金融機関の破たんの可能性が報道されていた場合、あなたはその情報をもとに実際に預貯金を引き出そうと思いま

すか。 【必須】 

  強くそう思う  

  ややそう思う  

  どちらでもない  

  あまりそう思わない  

  全くそう思わない  

Q43 あなたは、預貯金を預けて入れている金融機関の破たん確率が何％以上とわかれば、預貯金を全額引き出しますか。 【必須】 

 ％以上 （5文字以内）

Q44 あなたご自身は金融機関（銀行、郵便貯金など）の口座をいくつお持ちですか。口座数を半角数字でご記入ください。 
また、最もよく利用される口座がある金融機関名をご記入ください。 【必須】 

口座数  （半角数字）  

金融機関名   

Q45 あなたは金融機関の破たんなどのうわさを聞いた場合、それを何人の知人に伝えますか。 
以下の各グループの知人それぞれ何人に伝えるか記入してください。 【必須】 

※伝えない項目は0人としてください。 
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【入力形式：数値】  
 

 

 
【入力形式：数値】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
 
【-------------改ページ-------------】  
 

 

（半角数字3文字以内）

家族・親族  人  

職場・仕事・バイト関係の知人  人  

学校関係の知人(例：高校の友達、先生など)  人  

家族・親族を通じての知人(例：姉の彼氏、子供の友人、子供の友人の親など)  人  

近所にお住まいの方  人  

習いごとやクラブ・サークル・団体活動を通じての知人  人  

その他(例：行きつけの店で知り合った人など)  人  

Q46 あなたは金融機関の破たんなどのうわさを聞いて、預貯金をその金融機関から引き出した場合、そのことを何人の知人に伝えますか。 
以下の各グループの知人それぞれ何人に伝えるか記入してください。 【必須】 

※伝えない項目は0人としてください。 

（半角数字3文字以内）

家族・親族  人  

職場・仕事・バイト関係の知人  人  

学校関係の知人(例：高校の友達、先生など)  人  

家族・親族を通じての知人(例：姉の彼氏、子供の友人、子供の友人の親など)  人  

近所にお住まいの方  人  

習いごとやクラブ・サークル・団体活動を通じての知人  人  

その他(例：行きつけの店で知り合った人など)  人  

Q47 あなたには以下の方がいらっしゃいますか。あてはまるものをお選びください。 【必須(チェックはいくつでも)】 

  配偶者（同居している）   <EX> 

  配偶者（同居していない）  <EX> 

  配偶者はいない   <EX> 

Q48 あなたご自身とあなたの配偶者のお仕事についておうかがいします。あてはまるものをお選びください。 【必須】 

  配偶者（同居している） 配偶者（同居していない） あなたご自身 

自営業主       
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【表側-絞り込み設定← Q47 】  
 

 

 
【表側-絞り込み設定← Q47 】  
 

 

会社役員       
家族従業者       
正社員       
パート・アルバイト労働者       
派遣社員       
契約社員       
業務請負       
日雇いもしくは季節労働者       
仕事をしていないが求職活動中である       
仕事をしていないし、かつ求職活動もしてい

ない       

専業主婦       
学生       

その他   【FA必須】       
  配偶者（同居している） 配偶者（同居していない） あなたご自身 

Q49 あなたご自身とあなたの配偶者の最終学歴についておうかがいします。あてはまるものをお選びください。 【必須】 

  配偶者（同居している） 配偶者（同居していない） あなたご自身 

小中学校 卒業（尋常小学校、高等小学校

を含む）       

高等学校 中退（旧制中学校、女学校、実業

学校、師範学校を含む）       

高等学校 卒業（旧制中学校、女学校、実業

学校、師範学校を含む）（卒業見込みを含

む） 
      

短期大学 中退（高専等を含む）       
短期大学 卒業（高専等を含む）（卒業見込

みを含む）       

大学 中退（旧制高校、旧制高等専門学校

を含む）       

大学 卒業（旧制高校、旧制高等専門学校

を含む）（卒業見込みを含む）       

大学院修士課程 中退       
大学院修士課程 修了（卒業見込みを含む）       
大学院博士課程 中退       
大学院博士課程 修了（卒業見込みを含む）       

  配偶者（同居している） 配偶者（同居していない） あなたご自身 

Q50 あなたご自身とあなたの配偶者の課税前の年間所得（ボーナス、その他の雑収入を含む）についてお答えください。 【必須】 

※学生の方は、アルバイト収入、実家からの仕送り、奨学金等を合計した額、また、年金をもらわれている方はその年間受給額も合算ください。 
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【表側-絞り込み設定← Q47 】  
【-------------改ページ-------------】  
 

 
【入力形式：数値】  
 

 
【入力形式：数値】  
【-------------改ページ-------------】  
 

  配偶者（同居している） 配偶者（同居していない） あなたご自身 

50万円未満       
50～100万円未満       
100～150万円未満       
150～200万円未満       
200～250万円未満       
250～300万円未満       
300～400万円未満       
400～500万円未満       
500～600万円未満       
600～700万円未満       
700～800万円未満       
800～900万円未満       
900～1000万円未満       
1000～1500万円未満       
1500万円以上       

  配偶者（同居している） 配偶者（同居していない） あなたご自身 

Q51 あなたは月々平均いくらくらい所得から貯蓄に回していますか。その平均的な金額をお答えください。 【必須】 

※貯蓄に回していない場合は、「0」としてください。 

 円 （半角数字7文字以内）

Q52 あなたは金融機関口座からの引き落としとして、毎月クレジットや電気・ガス・水道代など公共料金など定期的な支払いの月平均額をお答

えください。 【必須】 

※支払いがない場合は、「0」としてください。 

 円 （半角数字6文字以内）

Q53 失礼ですが、あなたご自身の負債額（住宅ローン、学資ローン、消費者金融からの借り入れ等）を選んで、チェックをつけてください。 【必

須】 

  0円  

  1～100万円未満  

  100～200万円未満  

  200～300万円未満  

  300～400万円未満  

  400～500万円未満  
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【-------------改ページ-------------】  
 

 

  500～600万円未満  

  600～700万円未満  

  700～800万円未満  

  800～900万円未満  

  900～1000万円未満  

  1000～1200万円未満  

  1200～1400万円未満  

  1400～1600万円未満  

  1600～1800万円未満  

  1800～2000万円未満  

  2000～2500万円未満  

  2500～3000万円未満  

  3000～4000万円未満  

  4,000万円以上  

Q54 あなたの世帯全体の預貯金の普通・定期を含む合計金額および負債額（住宅ローン、学資ローン、消費者金融からの借り入れ等）をお選

びください。 【必須】 

  世帯全体の預貯金 世帯全体の負債額 

1万円未満     
1～100万円未満     
100～200万円未満     
200～300万円未満     
300～400万円未満     
400～500万円未満     
500～600万円未満     
600～700万円未満     
700～800万円未満     
800～900万円未満     
900～1000万円未満     
1000～1200万円未満     
1200～1400万円未満     
1400～1600万円未満     
1600～1800万円未満     
1800～2000万円未満     
2000～2500万円未満     
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【-------------改ページ-------------】  
 

 

 
【入力形式：数値】  
 

2500～3000万円未満     
3000～4000万円未満     
4,000万円以上     

  世帯全体の預貯金 世帯全体の負債額 

Q55 あなたの世帯全体の年収をお選びください。税込みの年収でお答えください。 【必須】 

  50万円未満  

  50～100万円未満  

  100～150万円未満  

  150～200万円未満  

  200～250万円未満  

  250～300万円未満  

  300～400万円未満  

  400～500万円未満  

  500～600万円未満  

  600～700万円未満  

  700～800万円未満  

  800～900万円未満  

  900～1000万円未満  

  1000～1500万円未満  

  1500万円以上  

Q56 あなたのお住まいの郵便番号の上3桁をご記入ください。 【必須】 

※〒100-0001の場合⇒「1」「0」「0」とご記入ください。 

（半角数字1文字以内）

  1桁目 2桁目 3桁目 

郵便番号       
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