
目的

現在日本は、高齢社会であり、また、世帯構成

の変化により、高齢者世帯、特に高齢者のみか

らなる単身世帯、夫婦二人だけの世帯の増加が

見られる。このことは、医療、年金、介護など

の福祉の分野や、消費の分野（特に高齢者の消

費の低迷がデフレの要因ともいわれるなど）を

通して経済成長に与える影響は大きいものがあ

ると考えられる。

本論文の目的は、高齢者夫婦世帯を通して高

齢者世帯の消費支出構造を分析し、高齢者の消

費の特性を明らかにし、よりよい経済社会実現

のための基礎資料を提供することである。

資料

総務庁統計局　

全国消費実態調査報告：1984,1989,1994,

1999年版

家計調査年報：1963‐2001年版　　

本論文では、主として、全国消費実態調査の

データを用い、補足として、家計調査のデータ

を用いる。したがって、特に断らない限り、使

用しているデータは全国消費実態調査のもので

ある。

定義と用語

本論文では、高齢者夫婦世帯により、夫65

才、妻60才以上で構成する夫婦だけからなる

世帯を表すことにする。また、家計調査からの

データで、世帯主が65才以上の世帯のことを、

簡単に高齢世帯とよぶ。

特化係数は次のように定義される。

費目Ｘの特化係数 c = {高齢者夫婦世帯(また

は世帯主が65才以上の世帯)の消費支

出における費目Ｘの構成比} ÷ {全世

帯(二人以上の一般世帯)の消費支出

における費目Ｘの構成比｝

’84年-’99年間5年ごと4期のデータのうち3

期まで、全世帯平均の支出割合に比較して、高

齢者夫婦世帯の生活費の中で占める支出割合が

高い費目(特化係数が1.2≦ｃ)を(高齢)特化財A、

その支出割合が低い費目(特化係数が0≦ｃ≦

0.8)を特化財Ｂと定める。それ以外の費目は世

代に関係の少ないものとして普通財とよぶ。

支出弾力性は次のように定義される。

費目Xの支出弾力性η = {高齢者夫婦世帯の消

費支出が1%伸びたときの費目Xの支

出の増加額}÷{費目Ｘの支出額} ×

100

’84年-’99年間5年ごと4期のデータのうち3

期までの弾力性η が１.2以上の費目を選択財(=

贅沢な財)、0.8以下の費目を必需財とよぶ。さ

らに、それ以外の費目を中間財とよぶ。

以下で扱う年間収入五分位階級は、高齢者夫

婦世帯の年間収入十分位階級のⅠ、Ⅱ、Ⅲと

Ⅳ‐ⅤをⅣ、ⅤⅠ‐ＸをⅤとして定めたもので

ある。低所得財とはⅠ、Ⅱ階級の世帯に支出割
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合の高い費目、高所得財とはⅣ、Ⅴ階級の世帯

に支出割合が高い費目のことである。ただし、

Ⅴ階級は有業者有りの世帯の割合が大きい。

また、貯蓄五分位階級は、高齢者夫婦世帯の

貯蓄現在高階級の600万未満をⅠ階級、600

万‐1200万未満をⅡ階級、1200万‐2000万

未満をⅢ階級、2000万‐3000万未満をⅣ階級、

3000万以上をⅤ階級として定めたものである。

消費支出を全世帯と比較する場合に一人当た

りの消費支出で比較する。世帯の消費支出をS

とし世帯員数をNとするとき、一人当たりの消

費支出をS / で算出する。

(Ruggles [6] )

結果、考察

1 高齢者の人口と世帯とその推移

65才以上の高齢者人口は1990年の1490万人

から2000年には2200万人に増加している。こ

れは日本が高齢化社会に入った1970年の740

万人と比べるとおよそ3倍強の増加であり、若

年人口のおよそ1.2倍である。国立社会保障人

口問題研究所の推計によると2050年に高齢者

人口割合は3590万人となり、若年人口のおよ

そ3.3倍となる。( ｢日本の将来推計人口｣、

2002年1月、参照)

65才以上の親族のいる一般世帯における夫

婦のみの世帯は2000年403万で、その割合は

およそ26%強である。単身世帯は303万で、そ

の割合はおよそ20%弱である。これは1970年

の夫婦のみの世帯の割合10％、単独世帯の割

合7.4%と比べると、それぞれ2.6倍、2.7倍であ

る。これに対して親と子供からなる世帯の割合

は1970年12.3％、2000年18.9％で1.5倍であ

る。その他の親族世帯の割合は1970年70.2％、

2000年35.5％で0.5倍である。( ｢国勢調査報

告｣、1970‐2000 、総務庁統計局、参照 )

尚、図1に示したように世帯主が65才以上の

世帯のうち無職世帯は68%、勤労世帯は10%、

その他の世帯は22%である。(高齢者夫婦世帯

の場合には無職世帯は73%である。)

年間収入五分位階級別世帯分布を見ると(表

1)、’99年、高齢者夫婦世帯ではⅠ階級（321万

未満）25.3%,Ⅱ階級（413万未満）26.4%、Ⅲ

階級（496万未満）17.0%、Ⅳ階級（664万未

満）16.0%、Ⅴ階級（664万以上）15.3%、’94

年Ⅰ階級34.3%、Ⅱ階級25.1%、Ⅲ階級11.5%、

Ⅳ階級14.2%、Ⅴ階級14.9%である。年間収入

五分位階級ではⅠ、Ⅱ階級の低所得世帯に両年

ともおよそ50%‐60％の世帯が集中している。

これに対し、’99, ’94年の全世帯ではⅠ、Ⅱ階
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図１　世帯主が65歳以上の世帯

表１　高齢者夫婦世帯の世帯分布



級は20%、Ⅲ階級10%、Ⅳ、Ⅴ階級は70％で、

高所得階級に世帯が集中している。これらの傾

向は’84年‐’99年まで同様に見られる。しか

し、Ⅰ階級に属する高齢者夫婦世帯の割合は

’84年44.5%から’99年25.3%と減少が見られる

ように、高齢者夫婦世帯の収入は相対的には増

加していることがわかる。

’99年における貯蓄現在高五分位階級別世帯

分布を見ると(表1)、高齢者夫婦世帯ではⅠ、

Ⅱ階級に41.8%、Ⅳ、Ⅴ階級に39.3%の世帯が

含まれているが、全世帯ではⅠ、Ⅱ階級に57.2%、

Ⅳ、Ⅴ階級に21.7%の世帯が含まれている。こ

れより、高齢者夫婦世帯は全世帯にくらべ高貯

蓄の世帯が多いことがわかる。

単身世帯については別途発表予定である

2 高齢者夫婦世帯(無職)の平均消費性向

平均消費性向については、資料の制約から高

齢者夫婦世帯(無職)の代わりに世帯主が65才以

上の無職世帯のものを見ると、’94年115.5、

’99年121.0であり、いずれの年次も110を超え

かなりの赤字家計であることがわかる。このこ

とは、家計調査の世帯主が60才以上の無職世

帯及び高齢者夫婦世帯(無職)においても同様で

ある。(図2)

赤字分の補填は借金か貯蓄の取り崩しと考え

る。世帯主が65才以上の無職世帯がかかえて

いる土地住宅以外の負債はいずれの年次も10%

程度で、ほとんどの世帯は負債を抱えていない。

従って貯蓄を取り崩していると考えられる。し

かし、近年、高齢者の貯蓄(=金融資産)はかなり

大きく、例えば、’99年の世帯主が65才以上の無

職世帯の平均補填額は貯蓄額の2.5%程度であ

る。（実際、’99年赤字額538656÷貯蓄額

21453000 ＝ 0.025）

更に、世帯主が65才以上の無職世帯におけ

る世帯主の加齢と平均消費性向の関係を見る

と、加齢とともに平均消費性向は低下し、（’99

年65‐69才128.5、70‐75才116.7、75才以

上115.1）その際、可処分所得より消費支出の

減少が大きい傾向が見られる。

以上のことより、最近の日本の高齢者世帯で

は、収入とともに財産も消費の原資となるとす

るモジリアニのライフサイクル仮説は成り立た

ないように見受けられる。まったく財産が影響

しないとまではいえないが、ケインズの現在の

収入に依存して消費するという主張に近い状況

にあるように思われる。

3 高齢者夫婦世帯の消費支出構造の特性

本論では高齢者夫婦世帯の消費支出構造の特

性を、特化係数、支出弾力性などを用いて分析
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図２　高齢者世帯（無職）の平均消費性向

１　全国消費実態報告によるもの ２　家計調査年報によるものによるもの



する。

3-1 特化財

十大費目の特化係数を見ると、住居、保健医

療、教養娯楽が特化財Aで、食料、光熱･水道、

家具･家事用品、被服･履き物、交通･通信、そ

の他の消費支出は普通財である。また、教育費

はその数値が0に近く特化財Bである。(表 2)

次に、十大費目内の主たる中分類費目（構成

比の高いもの）について特化係数を見ると、以

下のようである。(表 2)

食料 特化財A：魚介類、野菜･海藻、果物　　

特化財Ｂ：肉類、外食

普通財　：穀類、調理食品

住居 特化財A：設備修繕･維持

特化財B：家賃･地代

光熱･水道 普通財　：電気代、ガス代

家具･家事用品 特化財A：家庭用耐久財

被服･履き物 普通財　：洋服

保健医療 特化財A：医薬品、保健医療

用品･器具、保健医療サービス、

交通通信 特化財A：交通、通信

特化財B：自動車等関係費

教養娯楽 特化財A：書籍･印刷物、教養

娯楽サービス

普通財　：教養娯楽用品

その他の消費支出　　

特化財A：諸雑費、交際費

3-2 支出弾力性

主たる中分類費目のうちの特化財Aについて

支出弾力性を見ると以下のようである(表2)。

選択財：設備修繕･維持、交通、教養娯

楽サービス、交際費

必需財：魚介類、野菜･海藻、果物、保

健医療サービス、書籍･印刷物

特化財Ｂでは以下のようである。

選択財：外食、自動車等関係費

必需財：肉類、家賃･地代

普通財では以下のようである。

選択財：洋服

必需財：穀類、調理食品、電気代、ガス代、

3-3 年間収入階級別特化財

高齢者夫婦世帯の年間収入五分位階級別で

’94年、’99年の主たる中分類費目の特化係数を

見ると以下のようである。(図3、表3、表4)こ

こで、階級差というときには、支出額の差では

なく、全世帯に比較して生活費全体の中でのあ

る費目の支出構成比(特化係数)の階級差を意味

する。例えば、ある費目への支出額に階級差が

なく同一の場合でも、生活費全体のレベルに階

級差があれば、ある費目の支出構成比は異なり、

現実の生活の中では階級によってある費目への

負担の程度が異なってくるということである。

(1) 食料

魚介類（平均 ’94年1.25、’99年1.32）は低所

得階級に高い特化係数（’94年Ⅰ階級 1.53、

Ⅴ階級0.99、’99年Ⅰ階級1.69、Ⅴ階級1.08）
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図３　特化係数：年間収入五分位階級（1999）



が見られる。

野菜･海藻、果物も同様な傾向を示してい

る。従って低所得階級の高齢者夫婦世帯ほど

食料における特化財Aが一層明確に現れてい

る。また、これらの費目は必需財であるので、

低所得階級の高齢者夫婦世帯ほど必需財の食

料に支出割合が高い傾向が見られる。

食料の多くが必需財であることから、高齢

者夫婦世帯ではエンゲルの法則が成り立って

いるように見受けられる。

(2) 住居

設備修繕･維持(’94年2.76、’99年2.08)にお

ける低所得階級の特化係数は平均より低い。

実際、94年Ⅰ階級1.91、Ⅴ階級2.74、’99年

Ⅰ階級1.86、Ⅴ階級2.32である。従って、低

所得階級でも高い特化係数を示している。

(3) 家具家事用品

家庭用耐久財(’94年1.24、’99年1.34)におけ

る所得階級の特化係数は’94年Ⅰ階級1.23、

Ⅱ階級1.31、Ⅴ階級1.24、’99年Ⅰ階級1.18、

Ⅱ階級1.41、Ⅴ階級1.17であり、階級差は見

られない。

(4) 被服及び履物

洋服(’94年0.78、’99年0.82)における所得階

級の特化係数は平均では普通財であるが、Ⅰ

階級では’94年0.54、’99年0.58で特化財Bであ

り、Ⅴ階級は’94年1.05、’99年1.04で普通財

であり、階級差が見られる。一人当たりの支

出額を見るとⅤ階級はⅠ階級の’94年4.14

倍、’99年3.85倍洋服へ支出している。尚、洋

服の支出弾力性は’94年1.80、’99年1.86で強

い選択財である。

(5) 保健医療

医薬品（’94年1.91、’99年1.78）における

所得階級の特化係数は’94年Ⅰ階級2.11、Ⅴ

階級2.04、’99年Ⅰ階級1.86、Ⅴ階級1.82であ

り、階級差は見られない。特に医薬品のうち

支出構成比の高い栄養剤と健康保持用摂取品

の特化係数を家計調査の世帯主65才以上の

世帯で見ると栄養剤’94年1.97、’99年1.69、

健康保持用摂取品’99年2.07である。栄養剤

と健康保持用摂取品が高齢者世帯の高い特化

係数に影響していると考えられる。(感冒薬、

胃腸薬は医療保険で一部カバーされるので医

薬品に占める支出構成比が低いため、栄養剤

と健康保持用摂取品が医薬品の中心となって

いると考えられる。)

保健医療用品･器具（’94年1.26、’99年1.22）

における低所得階級の特化係数は（Ⅰ階級

’94年1.31、’99年1.28）は平均より高い。こ
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の費目のうち支出構成比が高いのは眼鏡や血

圧計、ヘルスメーターなどの他の保健医療用

品・器具である。

保健医療サービス（’94年1.69、’99年1.55）

における低所得階級の特化係数は（’94年Ⅰ

階級2.07、Ⅴ階級1.48、’99年Ⅰ階級1.78、Ⅴ

階級1.34）平均より高く、階級差が見られる。

この費目は診療代、入院、その他の保健医療

サービス(あんま、針など)に分かれており、

診療代が一番大きい割合を占めている。この

ことから診療代がⅠ階級に属する低所得階級

の世帯の高い特化係数に影響していると考え

られる。所得の低い世帯ほど医療費の負担が

大きいことがうかがえる。このことは高齢者

夫婦世帯の保健医療の階級差（Ⅰ階級1.70、

Ⅴ階級1.44）、即ちⅠ階級の保健医療の特化

係数が高く、一人当たりの保健医療費(’99年

9327円)が全世帯のもの(’99年6143円)より

かなり高いことに影響していると考えられ

る。

(6) 交通･通信

交通（’94年1.24、’99年1.16）における低

所得階級の特化係数は（Ⅰ階級’94年1.04、

’99年0.89）平均に比べ低い。’94年ではⅠ階

級(Ⅱ階級1.25、Ⅲ階級1.29、Ⅳ階級1.25、

Ⅴ階級1.41)、’99年ではⅠ、Ⅱ階級が特化財

A(Ⅱ階級1.16、Ⅲ階級1.22、Ⅳ階級1.25、Ⅴ

階級1.26)ではない。選択財であるこの費目

に階級差が見られ、高所得階級では特化財A

であるが、低所得階級では普通財であり、支

出割合が低いがことがうかがえる。

通信（’94年1.27、’99年0.90）は’99年には

特化財Aでなくなっている。’94年までは特

化係数に階級差が見られ、低所得階級の特化

係数が高いことが影響して特化財Aとなって

いる。’99年になると高齢者夫婦世帯全体(支

出構成比の伸び ’99年/’94年1.02倍)が全世

帯平均の支出構成比(1.44倍)の増加に追いつ

けず、特に低所得階級の特化係数が低下し、

階級差（Ⅰ階級0.99、Ⅱ階級0.90、Ⅲ階級

0.94、Ⅳ階級0.92、Ⅴ階級0.78）がなくなっ

ている。このことが特化財Aでなくなったこ

とに影響したと考えられる。

(7) 教養娯楽

書籍･印刷物（’94年1.28、’99年1.28）におけ

る低所得階級の特化係数は（Ⅰ階級 ’94年

1.46、 ’99年1.48）平均より高い。低所得階

級ほど特化係数が高く、階級差（Ⅱ階級 ’94年

1.05、 ’99年1.11）が見られる。

教養娯楽サービス（ ’94年1.35、’99年1.45）

におけるⅠ階級の特化係数は（’94年1.07、

’99年0.88）平均よりかなり低く、他の階級

と大きな差（Ⅱ階級 ’94年1.33、’99年1.28、

Ⅴ階級 ’94年1.59、 ’99年1.82）が見られる。

その上平均で見ると ’94年から ’99年には増

加傾向が見られる中でⅠ階級では低下してい

る。この費目の大きな支出構成比を占めるの

は旅行費用であり、Ⅰ階級の低所得層は旅行

費用の余裕がないことがうかがえる。Ⅰ階級

の教養娯楽費用は主として書籍などであり、

他の階級は旅行であると考えられる。

(8) その他の消費支出

諸雑費（’94年1.28、’99年1.22）における低

所得階級の特化係数（Ⅰ階級 ’94年1.24、’99

年1.19）は平均より低いが、階級差(Ⅴ階級

’94年1.38、’99年1.21) はわずかである。

この費目を構成する信仰費、理美容サービ

スは必需財であり、高齢者にとって収入の多

寡に左右されず必要な費用であることがうか

がえる。

交際費（’94年1.75、’99年1.71）における

低所得階級の特化係数（Ⅰ階級 ’94年1.61、

’99年1.52）は平均より低い。階級差（Ⅴ階

級 ’94年1.81、’99年1.87）は見られるが、全

世帯に比べいずれの階級も高い特化係数であ

る。
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図４　特化係数：年次変化（184-1999）



3-4 特化係数で見る消費支出構造の年次変化

特化係数の年次変化を見ると図4、表3に

示す通りである。

消費支出を時系列で比較する場合、以下で

は、各費目の支出額はそれぞれの物価指数を

用いて実質化してある。(ただし、交際費の

実質化は総合物価指数を用いてなされてい

る。)  (表6)

(1) 食料

食料の中で特化係数が一番大きいのは果物

(’99年1.62)である。’89年から’94年の特化係

数の伸び（1.34‐1.54、1.15倍）が特に大き

い。このことをより詳しく分析するため、家

計調査による各消費費目の消費数量、購入価

格、金額の資料(表8)から生鮮果実を見ると、

消費数量は、全世帯においては、’74‐’75年

をピークに現在まで下降の一途で、’80年の

消費数量を100.0とすると ’01年は64.4 であ

る。高齢世帯(世帯主が65才以上の世帯)では

’80年100.0から ’01年は86.1である。両世帯

とも減少傾向であるが高齢世帯での減少割合

は全世帯に比べて小さい。また、購入価格か

らこの動きを見ると全世帯、高齢世帯の購入

価格は ’91‐’92年まで上昇し、その後は上

下に微動しながら低下している。’80年を

100.0とすると ’01年は両世帯ともおよそ

150.0で1.5倍の上昇を見せている。全体的な

このような動きの中で、更に詳細に調べると、

高齢世帯では ’89年頃より価格の上昇と消費

数量の減少が見られ、’94年には価格の下落

と消費数量の増大が見られる。これに対して、

全世帯では価格の動きは高齢世帯と同様であ

るが数量が価格の変化に左右されず上昇して

いない。つまり、高齢世帯では、果物の価格

が高くなると価格を下げて数量を確保する傾

向が見られ、全世帯は価格の上昇とともに数

量が減少し、価格を下げてまで量を確保する

傾向は見られない。このようなことが高齢者

夫婦世帯のこの費目の特化係数の伸びに影響

していると考えられる。果実は今後も特化財

Aであり続けるであろうと考えられるが、こ

れは全世帯のこの費目の支出割合の低下によ

るところが大きい。

野菜･海藻や魚介類は ’89年まで普通財に

近かったが ’94年になって特化財A（野菜･

海藻1.26、魚介類1.25）となっている。この

ことを生鮮野菜と生鮮魚介で見ると、’84‐

’89年における、両世帯における両財の消費

数量は減少し、価格は上昇している。’89年から

’99年までは全世帯では両財とも数量は減少

を見せており、価格は上昇している。高齢世

帯では生鮮魚介は数量の増加、価格の下落を

見せている。生鮮野菜の消費数量は減少でそ

の程度は全世帯より小さい。しかし価格は上

昇している。両世帯の両財の価格は ’91年を

ピークに上下に微動を繰り返しながら減少し

ているが、この動きの中で全世帯の両財の消

費支出は減少し、高齢世帯との格差を生むこ

とになったと考えられる。以上のことから、

野菜･海藻は今後大きく支出割合を伸ばす可

能性は小さいと考えられる。しかし、魚介類

は特化財として支出割合を伸ばしていくであ

ろうと考えられる。

肉類は特化財B（’99年0.77）であるが、

普通財に近づきつつある（’84年、’89年0.70、

’94年0.73）これを生鮮肉で見ると、全世帯

の支出割合の減少が高齢世帯より大きいこと

によっている。

外食は特化財B（’99年0.72）であるが次

第に普通財に近づきつつある（’84年0.52、

’89年0.64、’94年0.71）。

調理食品は1984年から普通財（’84年0.82、

’99年0.95）であるが、’84年から’94年(0.86)

は特化財Bに近い値である。

(2) 住居

家賃･地代は特化財B( ’99年0.50)であるが、

’89年(’84年0.79、’89年0.68)からそのことが

一層明確になっている。設備修繕･維持は特
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化財Aの中で一番大きな特化係数(’99年2.08)

を示している費目である。いずれも高齢者の

持家率の高さに関係している。持家率は高齢

者夫婦世帯 ’84年85.2%、’89年87.2%、’94年

89.4%、’99年89.0%、全世帯74.3%、’89年

75.5%、’94年75.5%、’99年76.7%である。

(3) 光熱水道

電気、ガスとも普通財(ともに、’99年1.08)

として大きな変化は見られない。

(4) 家具･家事用品

家庭用耐久財は’84年(1.17)には普通財であ

ったが、’89年から特化財A(1.28)となってい

る。電化製品など購入価格が高額のものが多

いなどこの費目の性質上購入した年によって

大きな変動が見られる。

(5) 被服及び履物

洋服は’84年に特化財B(0.75)であったが、

その後はわずかな変動を見せながら普通財

(’99年0.82)となっている。月一人当たり消

費支出で見ると両世帯とも’89年をピークに

減少している。減少の程度は全世帯0.83倍、

高齢者夫婦世帯0.98倍である。高齢者夫婦世

帯の方が全世帯より減少の程度が小さいこと

が特化財Ｂから普通財になったことに影響し

たと考えられる。今後高齢者夫婦世帯におけ

る洋服への支出割合は、普通財の範囲内であ

るとしても、増加する可能性があると考えら

れる。

(6) 保健医療

保健医療全般で’84年‐’99年における変

動を見ると、その構成比は ’84年3.75%、’99

年5.24%で1.4倍の増加である。従って、特化

係数も1.40‐1.54と高くなっている。

医薬品は特に高い特化係数を示しているが、

ピークは’94年(1.91)で、’99年(1.78)には減少

している。医薬品の月一人当たり消費支出を

見ると、’99年全世帯1430円、高齢者夫婦世

帯2511円で、’84年に比べて全世帯は1.66倍、

高齢者夫婦世帯は1.77倍の伸びである。とこ

ろが、’94年から’99年の伸びを見ると、全世

帯は1.15倍、高齢者夫婦世帯は1.07倍の伸び

であり、全世帯に比べて高齢者夫婦世帯の方

がわずかに小さい。このことが高齢者夫婦世

帯の特化係数の減少に影響したと考えられ

る。

保健医療用品･器具は特化財Aであるが、

家計調査で高齢世帯について、’84‐’99年の

特化係数を見ると、’84年1.24、’89年1.01、

’94年1.20、’99年1.18で必ずしも特化財では

ない。この費目の中でも高い支出割合を示す

他の用品・器具とメガネは年によって変動が

大きい。特に、他の用品器具の特化係数は

’81年－’01年1.40‐3.11と年によって大き

く差があり、変動の幅が大きい。金額が大き

いものを購入した年と購入しない年による差

の結果であろう。従って、5年ごとの調査デ

ータである全消データの結果は、たまたま支

出割合の高い年であったため、特化財Aとい

う結果をもたらしたかもしれないので、この

結果をこのまま読むことはできない。しかし、

高齢者夫婦世帯はメガネや健康器具などの支

出割合が高い傾向が見られ、全世帯は衛生材

料品の支出割合が高い傾向は見られる。

保健医療サービスの特化係数は保健医療の

中で’94年までは一番大きな(’84年1.25、

’94年1.69、伸び率1.35倍)伸びを示していた

が、’99年(1.55)には減少している。’84年月一

人当たり消費支出は全世帯3342円、高齢者

夫婦世帯3817円、’99年全世帯3580円、高齢

者夫婦世帯5440円で、全世帯は1.07倍、高

齢者夫婦世帯は1.42倍の増加であり、高齢者

夫婦世帯の方が伸び率は大きい。しかし

’94年から’99年の伸び率は全世帯(0.95倍)よ

り高齢者夫婦世帯(0.86倍)の方が小さい。こ

のことが特化係数の減少に影響したと考えら

れる。

(7) 交通･通信

この費目には大きな変動が見られる。
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交通費は’89年までは減少しながらも特化

財A(1.43)であったが ’99年には普通財

(1.16)となっている。月一人当たり消費支出

は’84年全世帯3590円、高齢者夫婦世帯

5280円、’99年全世帯4062円、高齢者夫婦世

帯4663円で、全世帯は1.13倍、高齢者夫婦

世帯は0.88倍の増加である。このことが特化

財Aから普通財になったことに影響したと考

えられる。

通信は特化財A(’94年1.27)から’99年にな

って普通財(0.90)に変動している。月一人当

たり消費支出は、’84年全世帯2676円、高齢

者夫婦世帯3554円、’99年全世帯5501円、高

齢者夫婦世帯4883円で、全世帯は2.06倍、

高齢者夫婦世帯は1.37倍の増加である。特に

’94年から’99年にかけての全世帯が1.45倍

で、高齢者夫婦世帯の1.02倍に比べ大きい。

これは携帯電話やインターネットの普及の流

れにまだ高齢者夫婦世帯がのっていないこと

をうかがわせる。この変動の要因は高齢者夫

婦世帯が支出割合を減少させたことにより、

全世帯の方が高齢者夫婦世帯よりこの費目へ

の支出割合が大きくなったことによると考え

られる。

(8) 教養娯楽

教養娯楽耐久財は’89年までは特化財

B(0.71)であったが、その後普通財(’94年

0.95、’99年0.93)となっている。これは消費

支出の伸びが’84年から’99年で見ると全世

帯は3.16倍、高齢者夫婦世帯は4.85倍で、高

齢者夫婦世帯の伸びが大きいことが影響して

いると考えられる。しかし、家計調査で高齢

世帯についてこの費目の特化係数を時系列で

見ると0.85(’84年)、0.66(’89年)、0.81(’94

年) 、0.73(’99年)と変動の幅が大きい。従っ

て、この費目が特化財Bであるとか普通財で

あるとかの断定は難しいと考えられる。

教養娯楽用品は ’99年には普通財(1.01)で

あるが、家計調査で見ると、このうち切り花

は特化財A を示している。その特化係数は

’84年1.97、’89年1.75、’94年1.70、’99年1.58

で次第に減少している。信仰費が特化財Aで

あることを合わせて考えると、生け花と共に

仏花への支出が考えられる。また、園芸品･

園芸用品も特化財Aである。（’94年1.80、

’99年1.56）

書籍印刷物は ’84年には普通財(1.20)に近

い値を示していたが、その後伸びて特化財

A(1.28)として明確になっている。これは消

費支出の伸びが高齢者夫婦世帯（1.01倍）

の方が全世帯(0.88倍)より大きいことが影響

している。特に’94年までの伸びが高齢者夫

婦世帯で大きい(1.06)。

教養娯楽サービスは特化財A(’84年1.51、

’89年1.59、’94年1.35、’99年1.43)である。こ

の費目の特化係数は’94年には減少している

が、’99年には増加している。月一人当たり消

費支出で見ると、’84年全世帯8105円、高齢

者夫婦世帯11209円、’99年全世帯9398円,高

齢者夫婦世帯13464円である。全世帯は1.16

倍、高齢者夫婦世帯は1.20倍の増加である。

特に、この費目で高い支出割合を示す国内、

国外を含めたパック旅行費用への支出は、家

計調査を見ると、高い特化係数を示している。

（’84年1.66、’89年1.83、’94年1.45、’99年

1.53）

(9) その他の消費支出

交際費は設備修繕･維持の次に医薬品と同

レベルで高い特化係数(1.71)を示している。

月一人当たり消費支出は’84年全世帯13439

円、高齢者夫婦世帯22,303円で両者の格差

は約1.7倍、’99年全世帯14,188円、高齢者夫

婦世帯23,956円で格差は1.7倍である。この

20年間交際費の両世帯の距離は平行線をた

どっている。すなわち高齢者夫婦世帯にとっ

ては揺るぎなき特化財Aであるということで

ある。この費目に高い構成比を示す贈答接待

用品と贈与金を’84-’99年の時系列で見ると、
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贈答接待用品より贈与金がやや高い構成比の

伸びを見せているがいずれにしても交際費の

多くを占めている。お返し的意味の強い贈答

接待用品と血縁に与える贈与金の大きさは高

齢という肉体の低下や社会的立場での活躍の

低下と反比例している。これは古い習慣の名

残とも考えられるが、一方で血縁に対してか、

地縁に対してか、いずれにしろ深いところで

の、また広い意味でのヘルプを意味している

と考えられる。経済的余裕のある世帯ばかり

でなく、余裕のない世帯なりに、この費目へ

の支出割合が高い。（交際費の特化係数、Ⅰ

階級1.52、Ⅴ階級1.82）

諸雑費はその他の消費支出の中で交際費の

次に大きな割合を示す特化財A(1.22)である

が、’84年(1.22)と’99年は普通財に近い特化

係数を示している。’84年には両世帯の格差は

ほとんどなかったが、’99年には1.21倍となり、

この間の消費支出の伸びを見ると、’94年まで

は全世帯1.15倍に対し高齢者夫婦世帯1.30倍

である。’99年になると全世帯1.03倍と僅かで

はあるが伸びているのに対し、高齢者夫婦世

帯では0.99倍と減少していることがわかる。

このことが影響したと考えられる。家計調査

で高齢世帯について調べると、諸雑費に含ま

れる費目のうち、理美容サービス(’99年1.47 )、

信仰費(’99年2.50)が特化財Aを示し、冠婚葬

祭費は特化係数の変動(’94年0.98、’99年1.80)

が大きく特定できない。理美容用品は普通財

(’99年0.91)である。高齢者のおしゃれのレ

ベルがあがっているのではないかと考え、支

出構成比{高齢世帯における理美容用品(’84

年3.3%、’99年4.2%)に占める美容用品は’84

年2.3％、’99年3.3％}を見ると、僅かに上昇し

ている。しかし、全世帯も同じ変動を見せて

おり、世代に関係なくおしゃれへの関心高く

なっていると考えられる。このことから、理

美容サービスについては美容サービスへの支

出割合が今後も増大すると考えられる。なぜ

なら平均余命の高い女性高齢者にとっては髪

の染めなどの手入れは外部化していかないと

ヘルプしてくれる家族員がいないため難しい

現状があるからである。信仰費については高

い特化係数 (’84年2.09、’89年2.55、’94年

2.18、’99年2.50)を今後も維持していくと考

えられる。

3-5 特化財A、Ｂにおける必需財と選択財の

’84‐’99年間の推移

必需財で一番大きい特化係数の伸びを示した

費目は果物で1.27倍、次いで保健医療サービス

で1.24倍、塩干魚介1.14, 野菜海草1.11倍、

書籍印刷物1.07倍である。

選択財では増加した費目はなく、減少した費

目は設備修繕･維持0.89倍、交通0.72倍、教養

娯楽サービス0.96倍、交際費0.94倍である。

以上のことから、’84-’99年において、特化財

Aでは、選択財より必需財の伸びに大きい傾向

が見られる。また、特化財Bでは必需財（肉類

1.1倍、家賃･地代0.63倍）より選択財（外食

1.38倍、自動車関係費1.81倍）の伸びが大きい

傾向が見られる。

高齢者夫婦世帯に特有な必要財としての特化

財Aの20年間における傾向は選択財より必需財

に支出の比重がかかり、消費の高度化は見られ

ない。しかし、高齢者夫婦世帯が全世帯にくら

べ消費支出構成比が低い特化財Bのうち、選択

財と考えられる外食などに支出割合の増加が見

られるなど、高齢者夫婦世帯にとっての選択財

が普通財に近づいている傾向がうかがえる。こ

のことは消費における世代差の縮小傾向の表わ

れと考えられる。

3-6 特化財Aの消費支出額

’99年の特化財Aの月一人当たり消費支出合

計は、必需財25,271円、選択財52,622円、中

間財24,145円で合計102,038円。全世帯必需財

18,506円、選択財32,785円、中間財20,622円
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で合計71,913円である。

また、’99年の特化財Aの所得階級別、月一人

当たり消費支出合計は、必需財Ⅰ階級20,666

円、Ⅴ階級30,229円、選択財Ⅰ階級28,439円、

Ⅴ階級85,620円、中間財Ⅰ階級16,251円、Ⅴ

階級33,626円である。(表6)

以上のことから高齢者夫婦世帯では平均で見

ると選択財が必需財より高い消費支出である。

しかし、収入階級別に見るとこの傾向は高所得

階級に2.8倍と強く見られ、低所得階級は1.4倍

で高所得階級に比べると大きな差は見られな

い。選択財への高所得階級の消費支出は低所得

階級の約3.0倍もあり格差が見られる。これに

比べると低所得階級の必需財への消費支出は選

択財への消費支出と大きな差(1.5倍)は見られな

い。

まとめ

高齢者の人口と世帯とその推移

65才以上人口は2,200万人で若年人口（0-14

才）のおよそ1.2倍となり、人口の高齢化が見

られる。

65才以上の親族のいる一般世帯数における

夫婦のみの世帯数は2000年402.9万世帯で、お

よそ26%強である。’70年と比較するとおよそ

2.6倍で、高齢者夫婦世帯の増加傾向が見られ

る。

65才以上の単身世帯数は2000年302.7万世

帯で、65才以上の親族のいる一般世帯に対し

ておよそ20%弱である。’70年と比較するとおよ

そ2.7倍で、単身世帯の増加傾向が見られる。

収入階級別高齢者夫婦世帯数の割合は、’99年

で見ると、Ⅰ、Ⅱの低所得階級51.7%（全世帯

20%）、Ⅳ、Ⅴの高所得階級31.3%（全世帯

70%）で低所得階級世帯が多い。しかし、高齢

者夫婦世帯の所得の増加傾向は見られる。

平均消費性向

高齢者夫婦世帯の平均消費性向は、’94-’99年

いずれの年次も110を超え赤字家計である。

赤字の補填は貯蓄の取り崩しによっていると

考えられるが、それは貯蓄額の2.5%程度で、高

齢者夫婦世帯の貯蓄額の大きさからいってほと

んど貯蓄の減少に響いていない。

モジリアニのライフサイクル仮説は成り立つ

ていないと考えられる。

特化係数、弾力性、所得による分類

食料 果物、塩干魚介、野菜海藻

：1特化財A、2必需財、3低所得財

肉類：1特化財B、2必需財、3低所得財

外食：1特化財B、2選択財、3高所得財

穀類、調理食品

：1普通財、2必需財、3低所得財

住居 家賃地代

：1特化財B、2必需財、3低所得財

設備修繕維持

：1特化財A、2選択財、3高所得財

光熱水道

電気代、ガス代

：1普通財、2必需財、3低所得財　

家具家事用品　　　

家庭用耐久財：1特定しがたい財

被服及び履き物

洋服：1普通財、2選択財、3高所得財　

保健医療

医薬品：1特化財A、2中間財、3所得

階級に無関係な財　　

保健医療サービス：1特化財A、2必需

財、3低所得財

保健医療用品器具：1特定しがたい財

交通通信

交通：1特化財A、2選択財、3高所得財

自動車関係費：1特化財B、2選択財、

3高所得財

通信：1特化財A、2中間財、3低所得財

教養娯楽
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書籍印刷物：1特化財A、2必需財、

3低所得財

教養娯楽サービス：1特化財A、2選択

財、3高所得財

その他の消費支出

諸雑費：1特化財A、2中間財、3所得

階級に無関係な財

交際費：1特化財A、2選択財、3高所

得財

特化財A、Ｂの’84-’99年間の推移

’84-’99年間における特化財Aは、選択財より

必需財の増加に大きい傾向が見られる。

特化財Bは必需財より選択財の増加が大きい

傾向が見られる。

消費の高度化は見られない。

消費の世代格差の縮小傾向が見られる。

特化財Aの消費支出額

特化財Aは高齢者夫婦世帯の方が全世帯より

月平均一人当たりで30,125円高い消費支出額

である。

高齢者夫婦世帯では選択財が必需財より高い

消費支出額である。

しかし、収入階級別に見ると、低所得階級で

は必需財への支出額は選択財への支出額と大き

な差は見られない。これに対して高所得階級で

は選択財への支出額は必需財への支出額のおよ

そ3倍も高く、差が見られる。従って、選択財

が必需財より高い消費支出額である傾向は高所

得階級に強く影響された結果であることがわか

る。
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