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はじめに
　今日、個人消費の低迷がデフレの大きな要因と
いわれて久しい。1400兆円とも言われている個人
貯蓄が、郵貯などの預貯金となって市場にでてこ
ない。その個人貯蓄の多くを高齢者が保有し、消
費しないとも言われ、経済的に豊かな高齢者の消
費を促すことが急務だと考えられている。一方で
高齢者は経済的にも社会的弱者だと考えられてい
る１）２）。
　ところで、日本の人口の高齢化は他の先進諸国
にくらべて急速であり（図１）、また、これとと
もに世帯構成の変化も著しい（図2）。特に、高齢
者に関しては単独世帯、夫婦のみの世帯などの増
加が見られる。しかし、急速な人口の高齢化に社
会の仕組みは追いつかず、また、人々の理解も十
分でない。
　人口の高齢化が、年金、医療、介護など、福祉
の分野や日本の経済社会に及ぼす影響は大きい。
　そこで、本論では高齢者の経済的基盤である資
産、収入、消費を通して、高齢者の経済状態とそ
の独自性を時系列により探り、高齢社会が抱える
いろいろの問題や、低迷する日本経済成長のため
の基礎資料を供することを目的として分析を試み
る。
ここでは、高齢者の経済状態の分析に各種の平均
指標を用いるが、平均値の分析では高齢者の生活
実態を把握するのに必ずしも十分ではない。その
ため世帯数分布、中央値、ジニ係数など他の統計
数値も併せて示す。
　また、家族規模に関して、高齢者世帯と非高齢
者世帯との比較において一人当たりで単純に比較
することには問題も残る。そのため、特に家族規
模との関係が考えられる収入と消費支出について
は、家族規模を考慮した数値と、家族規模を無視

した数値両方を示す。

資料
　総務庁統計局　全国消費実態調査報告書　1984
年版、1989年版、1994年版、1999年版
　厚生労働省　厚生行政基礎調査　国民生活基礎
調査　1969年版、1974年版、1979年版、1984年
版、1989年版、1994年版、1999年版

調査対象　
　本論では２人以上からなる一般世帯のうち、世
帯主が65才以上の高齢者世帯と、そのうちから
高齢者夫婦世帯を抜き出して対象とし、単身世帯
を除外する。ただし、これでは高齢者世帯として
は不十分であり、これについてはつづいて報告す
るので併せて参照頂きたい。
　高齢者世帯では、勤労者世帯が少ないため数値
に偏りが生じるので、勤労者世帯だけについての
分析は除外する。
　全国消費実態調査報告書対象世帯数、1984年
815909、1989年732982、1994年779605、
1999年778128のうち、本論の分析対象世帯数は、
2人以上一般世帯のうち65才以上世帯主世帯数
1984年69385、1989年76578、1994年109197、1999
年147901、および高齢者夫婦世帯数1984年31577、
1989年41498、1994年66939、1999年95996であ
る。総世帯数に対する割合は表1-1,1-2に示す。
　　　　　
用語
2人以上一般世帯―住居及び生計を共にしてい
る2人以上の世帯
高齢者世帯―2人以上一般世帯のうち世帯主が
65才以上の世帯
　高齢者夫婦世帯―夫65才以上、妻60才以上

 高齢者世帯の資産、収入、消費の特性　１
(2人以上世帯)

塩　原　秀　子
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の夫婦世帯をいう。
高齢者夫婦世帯：有業―夫婦何れか有業、また
は両方有業
高齢者夫婦世帯：無業―夫婦とも無業
総世帯―2人以上の一般世帯と単身世帯を合わ
せたもの
高齢化―全人口に占める65才以上の人口の割
合が7％を超えた状態をいう。
高齢社会―全人口に占める65才以上の人口の
割合が14％を超えた社会をいう。

結果、考察
　人口構造、世帯構成などの変化
　人口構造の変化については表2に示すように、
1970年に老年（６５才以上）人口割合が7.1%と
なり、高齢化が始まった。1995年頃から老年人口
割合が14.5%となり、日本社会は高齢社会となっ
たことがわかる。また、2050年には老年人口割合
は32.3%となり３人に１人は老人という超高齢社
会になると推計されている。　
　世帯構成の変化については表3に示すように、
65才以上の者のいる世帯（単位千世帯）は1999
年全世帯数44923に対し14887で33.1%、1974年
総世帯数32731に対し6686で20.4%、世帯数で2.2
倍の増加である。つまり高齢者のいる世帯の割合
は、'74年には5世帯に1世帯だったが、今日で
は3世帯に1世帯の割合である。
　1999 年における 65 才以上の者のいる世帯
33.1%を100%として見ると、単身世帯は18.2％、
核家族世帯（夫婦のみプラス親と未婚の子のみの
世帯）42.9%,三世代世帯27.3%,その他11.6%で
ある。1974年の世帯数比に比べ、単身世帯数比は
2.2倍、核家族世帯数比は1.7倍の増加、三世代
世帯数比0.5倍、その他の世帯数比0.9倍の減少
である。
　高齢者世帯（夫65才妻60才以上世帯または夫
65才妻60才以上と18才以下の子の世帯）のうち
生活保護世帯の割合は表4に示すように、1970年
17.3％、1998年5.3％とおよそ3分の１に減少し
ている。
　高齢者夫婦世帯の公的年金受給世帯分布は表
5-1に示す。全世帯平均で、年金受給額階級のう
ち年金受給世帯の多い順から50-60％迄の世帯に
おける年金受給額を見ると、1984年は120-280万

円、1999年は280-440万円である。これらの金額
は実質ではないが、年金受給額は15年間で1.6-
2.3倍の増加傾向が見られる。老齢基礎年金平均
受給額夫婦で129万7千円３）に該当する世帯割合
はおよそ1999年11.9％である。これら年金受給
額を主とした生活の経済状態に対する人々の意識
を表5-2で見ると、高齢者夫婦世帯平均の生活意
識で、生活が大変苦しい11.9％である。これは老
齢基礎年金該当世帯11.9％と符号する。やや苦
しい29.9％を合わせると41.8％の世帯が苦しい
という意識を持っている。高齢者夫婦世帯のうち
の47.0％が年金受給額320万円迄であるから、
320万円迄の収入では苦しいという意識を持って
いることになる。確かに月額約11万円では基礎
的生活費用の最低しか賄えないためゆとりがな
く、大変苦しいという意識を持つのは当然かもし
れない。年金受給額320万円、即ち、月額２３－
２７万円が、やや苦しいという意識に対応する金
額かどうかは判断が難しい。1999年における年
金受給額360-440万円の受給世帯割合24.7%で一
番多い。
　
高齢者世帯の資産
  表 6は2人以上一般世帯の資産（金融資産プラ
ス実物資産））状況を示すものである。高齢者世
帯（ここでは60歳以上の世帯主世帯）の1989年-
1999年間の資産は非高齢者世帯（ここでは59歳
以下の世帯主世帯）のおよそ1.6-1.5 倍に推移
し、両者間の格差にはやや縮小の傾向が見られ
る。このうち高齢者世帯の金融資産は非高齢者世
帯のおよそ2.2倍で推移し、両者間に格差縮小傾
向が見られない。これに対して、実物資産（住宅、
土地）は1.5-1.3倍に推移し、両者間に格差縮小
の傾向が見られる。従って、高齢者世帯の資産は
非高齢者世帯より大きく、特に金融資産は一層明
確であるが、実物資産においては両者間に格差縮
小傾向が見られ、このことが資産の格差縮小の結
果に影響したと考えられる。
　バブル崩壊後実物資産の価値は大きく減少し、
全世帯に影響を与えたが、特に、高齢者世帯で
は、非高齢者世帯に比べ、実物資産額が大きいこ
とや、持ち家率（表7）が1999年で90％前後と高
いことによって、実物資産の減少の割合は非高齢
者世帯より大きい。この結果、実物資産の非高齢
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者世帯と高齢者世帯の格差が縮小したことにつな
がったと考えられる。　　
　また、非高齢者世帯、特に30-49才の世帯主世
帯においては金融資産が1999年では5年前に比
べてマイナス、あるいはおよそ半分に減少してい
る。これは非高齢者世帯の貯蓄がほとんど増加し
ない上に、住宅ローンなどの負債が大きいことが
影響していると考えられる。実物資産購入のため
の借金が非高齢者世帯の家計を圧迫している様子
が読みとれる。しかもローンを抱えている30-49
歳世帯主世帯は60％強である。
　高齢者世帯は資産の減少があっても実物資産を
売却しなければ資産の含み損であって、しかも、
負債額は非高齢者世帯のおよそ半分であり、負債
保有率は30％弱であることから非高齢世帯に比べ
て家計に大きな経済的打撃は少ないと考えられ
る。
　以上全世帯の資産の状況と変化を概観したが、
以下では詳細に高齢者世帯の金融資産について分
析を進める。実物資産については、資料の制約か
ら詳細分析を省く。
　表8は高齢者世帯の金融資産の変化を示すもの
である。
 ２人以上一般世帯の65才以上世帯主世帯平均
（以下２人以上６５才以上世帯平均と略）の貯蓄
現在高は、1984年9689千円、1989年18692千円、
1994年21800千円、1999年22595千円で、全年令

世帯主世帯平均（以下全年令世帯平均と略）を
100.0 としたそれぞれの年の平均比は144.2,
171.1, 159.9、152.2である。
　２人以上 65 才以上世帯平均の負債現在高は
1984年779千円、1989年2283千円、 1994年2225
千円、1999年1956千円で、それぞれの年の全年令
世帯平均比は29.3, 59.5, 45.7、34.5である。
　２人以上65才以上世帯平均の金融資産（貯蓄―
負債）は、1984年8910千円、1989年16409千円、
1994年19575千円、1999年20677千円で、各年の
全年令世帯平均比は219.5、231.4、223.2、225.3
である。
　２人以上65才以上世帯平均における金融資産の
全年令世帯平均比は1989年が他の年に比べて高
い。これは特に70-74才世帯主世帯の金融資産の
全年令比が286.7と高いことが影響した結果と考
えられる。即ち、1989年における70-74才世帯主
世帯の貯蓄は、５年前の1984年における65-69才
世帯主世帯の貯蓄に比べ2.15(21565÷10012)倍増
加し、これは全年令世帯平均の５年間の増加率
1.63（10925÷6720）倍、65才以上世帯平均の５
年間の増加率1.93倍に比べ高いこと、同期間の負
債の増加率が1.54倍で全年令平均の増加率1.44
倍に比べて高いがその絶対額が低いことや、65才
以上世帯平均の負債の増加率2.90倍に比べ低いこ
とによると考えられる。
　次に、高齢者夫婦世帯について見ると、65才以
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上高齢者夫婦世帯平均の貯蓄現在高は1984 年
9786千円、1989年20018千円、1994年22463千円、
1999年22544千円で、各年の全年令世帯平均比は
145.6、183.2、164.7、155.2である。
　65才以上高齢者夫婦世帯平均の負債現在高は
1984年293千円、1989年1301千円、1994年1341
千円、1999年1387千円で、各年の全年令世帯平均
比は11.0, 33.9, 27.6、24.9である。
　65 才以上高齢者夫婦世帯平均の金融資産は、
1984年9493千円、1989年19241千円、1994年21122
千円、1999年21157千円で、各年の全年令世帯平
均比は233.8, 271.4, 240.8、236.3である。
　65才以上高齢者夫婦世帯平均の金融資産の全年
令世帯平均比は1989年が他の年に比べて高い。こ
れは特に70-74才世帯主世帯の金融資産の全年令
世帯平均比335.6が飛び抜けて高いことが影響し
た結果と考えられる。即ち、1989年における70-
74才世帯主世帯の貯蓄は５年前の1984年におけ
る65-69才世帯主世帯の貯蓄に比べ2.40倍増加
し、これは全年令世帯平均の５年間の増加率1.62
倍に対し高いこと、同期間の負債の増加率が全年
令世帯平均1.44倍に対し3.62倍と高いが、負債
の絶対額が低いことによると考えられる
　高齢者世帯の金融資産額は各年とも全年令世帯
平均のおよそ2.2-2.7倍である。なかでも高齢者
夫婦世帯平均は、全年令世帯平均の2.3-2.7倍と
高い。
　２人以上65才以上世帯平均には有業、無業両
方が含まれており、別々には資料の集計が出来な
い。そこで、高齢者夫婦世帯を有業と無業の世帯
に分け、金融資産の全年令世帯平均比の分析を進
める。
　有業６５才以上高齢者夫婦世帯平均の貯蓄現在
高は、1984年10747千円、1989年24855千円、1994
年24589千円、1999年24362千円で、全年令世帯
平均比はそれぞれ159.9,　227.5、 180.3、167.7
である。
　有業65才以上高齢者夫婦世帯平均の負債現在
高は,1984年449千円、1989年1914千円、 1994年
2295千円、1999年3148千円で、それぞれの年の
全年令世帯平均比は16.9, 49.9, 47.2、56.5で
ある。
　有業65才以上高齢者夫婦世帯平均の金融資産
は,1984年10298千円、1989年24118千円、 1994

年22294千円、1999年21214千円で、それぞれの
年の全年令世帯平均比は253.7、340.2、254.2、
236.9である。
　因みに、実物資産を表6で見ると60-69才の全
年令世帯平均比1989年140.2、1994年140.0、1999
年127.1、70才以上1989年179.0、1994年164.0、
1999年140.0で、実物資産は金融資産より全年令
世帯平均との格差は小さいことがわかる。
また、70才以上世帯主世帯1989年の実物資産が
93036千円、全年令世帯平均52032千円、全年令世
帯平均との格差は1.8倍と大きい。しかし、1994
年，1999年になると，1994年1.6倍、1999年1.4
倍と次第に縮小している。実物資産の90％以上は
不動産であることから、バブル崩壊後不動産価格
の下落（図３）が反映し、全年令世帯平均との格
差が縮小したと考えられる。
　有業65才以上高齢者世帯における金融資産の全
年令世帯平均比は1989年が他の年に比べて高い。
特に 70-74 才世帯主世帯の全年令世帯平均比
491.0と高い。これは70-74才の1984-1989年間に
おける貯蓄の増加率3.42倍で全年令世帯平均の増
加率1.63倍に比べ高いこと、同期間の負債の増加
率2.65 倍で全年令世帯平均の５年間の増加率
1.44倍に比べては高いが、他の年令に比べかなり
低いこと ,負債の絶対額が低いことによると考え
られる。
　無業65才以上高齢者夫婦世帯平均の貯蓄現在高
は、1984年8806千円、1989年16145千円1994年
20979千円、1999年21479千円で、各年の全年令
世帯平均比は131.0, 147.7,153.8、147.9である。
　無業65才以上高齢者夫婦世帯平均の負債現在高
は、1984年134千円、1989年810千円1994年675
千円、1999年348千円で、各年の全年令世帯平均
比は5.0、21.1、13.9、6.2である。　
　無業65才以上高齢者夫婦世帯平均の金融資産
は、1984年8672千円、1989年15335千円、1994
年20304千円、1999年21131千円で、各年の全年
令世帯平均比は213.6, 216.3, 231.5、236.0で
ある。　
　無業65才以上高齢者夫婦世帯平均の金融資産の
全年令世帯平均比は一番低い。また、1989年の無
業70-74才世帯主世帯には他の高齢者世帯に見ら
れたような金融資産額の著しい増加は見られな
い。
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以上のことを考え合わせると、全年令世帯平均と
比べ有業、無業ともに高齢者世帯の金融資産が大
きいことがわかる。特に有業の高齢者夫婦世帯の
うち、70-74才世帯主世帯の金融資産が1984年か
ら1989年にかけて大きく増加したことがわかる。
この傾向は２人以上一般世帯の70-74才世帯主世
帯にも見られる。しかし無業の70-74才の高齢者
夫婦世帯には見られない。
　また、1984年-1999年間の金融資産は、２人以
上の６５才以上世帯平均1.03倍、有業高齢者夫
婦世帯平均0.93倍で、ほとんど増加していない
か、あるいは減少していることがわかる。無業の
高齢者夫婦世帯平均は1.10倍で増加している。
　では、1989年の70-74才世帯主世帯に増加した
金融資産とは何か、また、何故２人以上６５才以
上世帯平均、有業高齢者夫婦世帯平均の金融資産
は減少あるいはほとんど増加していないのか、
無業の高齢者夫婦世帯平均だけが金融資産を増や
すことができたのかを以下で考察する。
　表9-1,9-2は高齢者世帯の貯蓄の内訳と保有率
を示すものである。
　２人以上60才以上世帯平均の1989年有価証券
現在高の貯蓄に占める割合は33.4%で、1984年
26.3%、1994年20.0%に比べて高く、また全年令
世帯平均25.6%と比べても高い。特に70才以上世
帯主世帯38.8%は高い。しかし定期性預金は世帯
主の年令にかかわらず、どの世帯も有価証券より
貯蓄に占める割合は高い。
　資料の制約から、有業、無業世帯別に高齢者夫
婦世帯の貯蓄の内訳を見ると、有業の高齢者夫婦
世帯における1989年有価証券現在高の貯蓄に占め
る割合は48.3％（高齢者夫婦世帯平均43.0%）で、
これは1984,1994年に比べて高く、全年令世帯平
均25.6%に比べても極端に高い。定期性預貯金の
34.2%（高齢者夫婦世帯平均38.3%）を上回ってい
る。特に70-74才世帯主世帯のその割合は61.5％
と更に高い。しかも、この傾向は1989年に特徴
的に見られる。
　このことを考えあわせると、2人以上一般世帯
の70-74才世帯主世帯、特に有業の70-74才世帯
主世帯の1989年における金融資産の増加はバブ
ル期における株式を中心とする有価証券の値上が
りによる事がうかがえる。このことは武藤4)も指
摘している。その後、1990年バブル崩壊により株

式の価値が著しく下落したために、２人以上一般
世帯の70-74才世帯主世帯、特に有業の70-74才
世帯主世帯はこの年に著しく金融資産額を減少さ
せている様子がうかがえる。（有業高齢者夫婦世
帯の金融資産65-69才世帯主世帯1984年10400千
円、70-74才世帯主世帯1989年34811千円、75才
以上世帯主世帯1994年21179千円）これは1989年
時点で、高齢者夫婦世帯における70-74才の世帯
主世帯の貯蓄額が増大したが、バブルの崩壊によ
り有価証券などへの投資額の減少によるなど、
1994年には高齢者夫婦世帯における75才以上の
世帯主世帯の貯蓄額が減少していることが関係し
ていると考えられる。しかし、無業の高齢者夫婦
世帯の金融資産は、２人以上６５才以上世帯平
均、有業高齢者夫婦世帯平均の金融資産より少な
いが、増加しており、70才以上世帯主世帯にその
傾向は顕著である。無業の高齢者夫婦世帯平均は
バブルの影響により貯蓄額を増やすことがなかっ
た反面、バブル崩壊による経済的損失もなかった
と考えられる。
　高齢者世帯の年令別金融資産の推移（表8）を
見ると、例えば、２人以上一般世帯1999年65-69
才20364,千円、70-74才20761千円、75才21232
千円、高齢者夫婦世帯平均1999年65-69才21517
千円、70-74才21031千円、75才以上18227千円
を、65-69才と比較すると、1999年の２人以上一
般世帯の70才以上世帯主世帯は僅かに増加して
いるが、高齢者夫婦世帯は減少していることがわ
かる。このようにして2人以上一般世帯、有業、
無業高齢者夫婦世帯の金融資産額の推移を各年に
ついて見ると、1999年の2人以上一般世帯と1999
年の有業高齢者夫婦世帯平均を除いて、75才以
上は金融資産が減少している。
　このことは、1989,1994年のいずれにも共通し
ているが、貯蓄が増えていないうえ、負債がかな
り多いことが起因していると考えられる。高齢者
世帯の負債の全年令世帯平均比は20-30％前後と
低い傾向が見られるが、2人以上世帯で見ると、
両年においては75才以上の世帯の負債平均比は
若年者世帯の70％強、100％強を示している。２
人以上一般世帯の負債額を表10-1で見ると、1989
年65-69才2191千円（うち住宅、土地のための負
債、以下略1566千円）70-74才1236千円（692千
円）75才以上3912千円（3522千円）1994年65-69
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才2180千円（1780）70-74才1363千円（1122千
円）75才以上3541千円（3046千円）で、75才以
上の負債額が65才-74才までの負債額に比べて多
いことがわかる。また、75才以上の負債額と住宅、
土地のための借金は全年令世帯平均の負債額1989
年3835千円(3162千円)、1994年4867千円(4208
千円)とほぼ同じレベルであり、50-59才をピーク
に加令とともに減少していく傾向をみせている負
債の特徴と1989年，1994年に限っては異なってい
る。このことは有業高齢者夫婦世帯にも同じこと
が見られる。
　では何故この年令層で負債の増加が高くなるの
であろうか。
　考えられることは、自宅の立て替え、修繕、耐
久消費財等への費用の借金。又は子供との同居の
ための住宅や土地の購入費用や子供用マンション
購入費用の一部を贈与するなどの借金である。
75才以上高齢者層の金融資産の減少を実物資産
の購入のための借金ということから考えると
Hayashi.F.５）が指摘するように意図的遺産（例
えば金融資産を土地や住宅などの実物資産に変え
る）動機に基づいて子孫への遺産としようとした
結果であろうか。しかし、1999年には75才以上
の負債額は大きく減少し、1525千円（1297千円）
となる。バブルがはじけ不動産価格の下落（図3）
により子孫への遺産として不動産を残すことは得
策でなくなったという判断が働いたのであろう
か。
　因みに、負債保有率を表10-1,10-2で見ると、2
人以上75才世帯主世帯は1989年22.6％（うち住
宅土地の負債保有率、以下略12.3％）、1994年18.0
％、（10.7％）、1999年15.3％（6.7％）、有業高齢
者夫婦世帯は1989年18.1％（8.5％）1994年19.5
％（12.6％）1999年15.1％（7.9％）である。従っ
て、およそ75才以上世帯主世帯の10％前後の世帯
に該当することで、多くの75才以上世帯主世帯の
問題ではない。また、75才以上世帯主世帯全体の
負債額の平均は実は10%のこの年代の世帯主世帯
の平均であり、全年令世帯平均を超える額である
ことを考えると、ほんの一部の豊かな高齢者の存
在が平均を高めていると考えられる。
　金融資産を全年令世帯平均より多くもつ高齢者
世帯、特に70-74才世帯主世帯の金融資産はバブ
ルの影響により、株などの有価証券価格の下落で

減少、７５才以上世帯主世帯の金融資産は土地な
どの不動産購入など実物資産に関係した負債の増
加で減少したことが読みとれる。
　高齢者世帯の金融資産は全年令世帯平均に比べ
高いことが明らかになったが、しかし、図4で高
齢者夫婦の貯蓄現在高別世帯分布割合を見ると、
年間収入別や消費支出別に比べて平均値と中央値
にバラツキがある。これは一部の高額貯蓄世帯に
よって貯蓄額の平均を高めていることも考えられ
る。その場合、全年令世帯平均と共に高齢者世帯
間にも大きい格差があるということになる。但
し、貯蓄のジニ係数を表11で見ると格差縮小の傾
向が見られる。
高齢者世帯の収入
　高齢者世帯の年間収入の変化、全年令世帯平均
比を表12に示す。
　２人以上一般世帯の高齢者世帯の年間収入は、
65才以上平均で1984年4616千円、1989年5469千
円、1994年6022千円、1999年5841千円である。
これを全年令世帯平均比で見ると84.3, 82.2,
76.8, 77.0で、各年とも全年令世帯平均に比べて
低いことがわかる。しかし、世帯員数を調整して
一人当たりの年間収入を見ると1984年1470千円、
1989年1848千円、1994年2281千円、1999年2291
千円である。これを全年令平均比で見ると103.4、
106.3、104.5、102.6で、各年とも全年令世帯平
均に比べて僅かに高くなる。75才以上になると一
人当たりにしても全年令世帯平均より低くなる。
　70-74才の1989年の年間収入5575千円は、５年
前の6５-69才時収入4891千円の1.14倍で、5年
後の1994年になると0.97倍となり、1989年の収
入が他の年代の収入より増加の割合が幾らか大き
いことがわかる。これは金融資産との関係から考
えて株式の値上がりによるインカムゲインやキャ
ピタルゲインによるものと考えられる。
　高齢者夫婦世帯の年間収入は、65才以上平均で
1984年3357千円、1989年4213千円、1994年4950
千円、1999年4876千円である。これを全年令世帯
平均比で見ると61.3, 64.3, 63.2、64.2で、各
年とも全年令の6割と低く、2人以上高齢者世帯全
体に比べても低いことがわかる。しかし、世帯員
数を調整して1人当たりの年間収入を見ると1984
年1679千円、1989年2107千円、1994年2475千円、
1999年2438千円である。これを全年令世帯平均比
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で見ると118.0, 121.2、113.4、109.2で、各年と
も全年令世帯平均、２人以上65才以上世帯主世帯
平均に比べ高い。これは高齢者夫婦世帯のうち、
有業の高齢者夫婦世帯の影響による結果で、無業
の高齢者夫婦世帯には当てはまらない。無業で65
才以上平均の高齢者夫婦世帯の平均収入は、1984
年2455千円、1989年3121千円、1994年3822千円
1999年3938千円である。これを全年令世帯平均比
で見ると44.8、46.9、48.8、51.9で、各年ともお
よそ4割から5割とかなり低い。更に、一人当た
りの年間収入を見ると、1984年1228千円、1989
年1561千円、1994年1911千円、1999年1969千円
である。これを全年令世帯平均比で見ると86.3、
89.8、87.5、88.2でおよそ９割弱である。
　年令別に年間収入のジニ係数を表11で見ると、
60才以上の年令層の方が全年令層よりもジニ係数
が高く、格差が大きいことがわかる。（全世帯、
1984年全年令平均0.275、60才以上平均0.365、70
才以上平均0.386、1989年全年令平均0.289、60
才以上平均0.366、70才以上平均0.411,1994年全
年令平均0.293、60才以上平均0.364、70才以上
平均0.379、1999年全年令平均0.296、60才以上
平均0.341、70才以上平均0.343）。
　以上のことを考え合わせると、高齢者世帯間の
収入格差は有業の世帯員数の多少、世帯主本人が
有業か無業かに左右されることがわかる。つま
り、高齢者本人或いは世帯員によって年金以外の
収入を得る機会が増えることが、当然ではあるが
無業の高齢者世帯との収入格差を生むことにな
る。表13を見ると、1999年の場合、有業者有り
の世帯は高齢者夫婦世帯のうちおよそ4割弱で6
割強は無業世帯である。有業者有りの世帯では年
間収入に占める年金の割合はおよそ40％弱で、
残りの60％は、勤め先収入30％、事業収入10％、
家賃地代収入11％である。これに対して無業世
帯は年金収入比およそ90％弱である。(表14)
　しかし、高齢者世帯間の収入格差は1989年を
境に次第に減少傾向を見せている。これは有業者
有りの世帯における年金以外の収入の減少を意味
し、即ち、景気の影響で、人不足から人余りにな
り、無業世帯の割合が多くなり、勤労収入や地代
家賃収入の減少の影響（表14参照）だというこ
とはバブル崩壊後の日本の経済状態から容易に考
えられる。

高齢者世帯の消費支出
　高齢者世帯の消費支出の変化、全年令世帯平均
比を表15に示す。
　２人以上６５才以上の世帯主世帯平均の消費支
出は1984年214千円、1989年248千円、1994年276
千円、1999年274千円である。これは各年とも全
年令世帯平均のおよそ80％で、加令とともにおよ
そ70％と低下傾向を各年とも示している。
　世帯人員数を考慮して一人当たりにして見る
と、２人以上６５才以上の世帯主世帯平均の消費
支出は1984年68千円、1989年84千円、1994年104
千円1999年107千円で、これは各年とも全年令平
均と比べると僅かに高くなり、1984年99.1,1989
年103.7,　1994年109.0、1999年109.0である。
　２人以上６５才以上の世帯主世帯平均の消費支
出には、特に70才以上世帯の株式など有価証券
の資産運用による収入の増加が影響していないよ
うに考えられる。
　同様に高齢者夫婦世帯について見ると、６５才
以上の高齢者夫婦世帯平均の消費支出は1984年
174千円、1989年21６千円、1994年254千円、1999
年254千円である。これは全年令世帯平均のおよ
そ66-76％で、75才以上高齢者夫婦世帯ではおよ
そ各年とも60％前後と低い傾向である。
　世帯人員数を考慮して１人当りにして見ると、
高齢者夫婦世帯の消費支出は1984年87千円、1989
年108千円、1994年127千円、1999年127千円で、
これは全年令世帯平均と比べると、各年とも全年
令世帯平均より30-40％ほど高い。しかし加令と
ともに全年令世帯平均に近づく傾向が見られる。
このことを有業、無業に分けて高齢者夫婦世帯を
見ると、無業75才以上高齢者夫婦世帯がこの傾向
を一層明確に表している。即ち、有業の高齢者夫
婦世帯の消費支出は各年とも全年令世帯平均より
も40-50％ほど高く、しかも有業の高齢者世帯で
は1989年までは加令とともに全年令平均との差が
必ずしも明確に小さくなっていない。しかし、
1989年を境に75才以上に加令とともに消費が減
少する加令現象が見られている。ここに、1989年
のバブルによる収入の増加（特に1989年に70-74
才世帯主世帯）の影響が出ていると考えられる。
　高齢者世帯間の消費支出のジニ係数を表12見る
と、1989年を境に次第に減少している。
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（全世帯、ジニ係数、1984年全年令平均0.159,60
才以上平均0.205、70才以上平均0.229、1989年
全年令平均0.163、60才以上平均0.195、70才以
上平均0.208、1994年全年令平均0.174、60才以
上平均0.174、70才以上平均0.182、1999年全年
令平均0.163、60才以上平均0.166、70才以上平
均0.161）。
　以上のことを考え合わせると、高齢者世帯の消
費支出は全年令世帯平均の60-70%と低い傾向がみ
られる。しかし1人当りに家族員数を揃えて比較
すると、有業高齢者夫婦世帯は全年令世帯平均の
120-130％と高い傾向が見られる。無業高齢者夫
婦世帯と2人以上65才以上世帯平均は全年令世帯
平均と大きな差は見られない。
　即ち、高齢者の消費支出には有業と無業、高齢
者の年令間に差が見られ、有業の方が無業より、
65-69才の方が70才以上より消費支出額が高い傾
向が見られる。また、一般的には加令とともに消
費支出は低くなると言われているが、経済的に豊
かであれば年令に関係なく消費支出額が高くなる
様子が見られる。高齢者といえども収入の増加に
より、加令とともに消費支出の低下が見られると
は必ずしも言えないのではないかと考えられる。
どのような消費品目が増えるのか興味のあるとこ
ろである。消費支出の詳細な分析は今後行う予定
である。

まとめ
　以上高齢者世帯の金融資産、収入、消費支出を
全年令世帯平均との比較を通して分析したが、高
齢者世帯の金融資産は全年令世帯平均に比べ高
く、それは年金受給プラス有業による収入のある
高齢者夫婦世帯、２人以上65才以上世帯平均、無
業の高齢者夫婦世帯の順に高い傾向が見られる。
高齢者世帯の収入は全年令世帯平均に比べ低く、
当然であるが、それは無業の高齢者夫婦世帯が一
番低く全年令世帯平均の半分弱であり、世帯員数
を調整して１人あたりにしても全年令世帯平均の
8割強程度である。また、2人以上65才以上世帯
平均で全年令世帯平均の7-8割程度である。世帯
員数を調整して１人当りにするとおよそ全年令世
帯平均と同程度である。有業の高齢者夫婦世帯は
２人以上65才以上世帯平均と同レベルで全年令
世帯平均の7-8割程度であるが,世帯員数を調整

して１人当りにするとおよそ全年令世帯平均の
14-15割である。
　高齢者世帯間の金融資産は全体で見ると格差縮
小傾向であるが、有業、無業の高齢者夫婦世帯間
を見ると格差が見られる。しかし、格差があると
はいえ、金融資産の面では高齢者世帯はたとえ無
業であっても全年令世帯平均に比べ豊かである。
収入や消費支出のフロー面では1989年を境に格
差縮小傾向が見られ、高齢者をひとくくりにして
は考えられないと言われたのは６）特に1989年ま
でのことであると考えられる。

結論
1 2人以上一般世帯の65才以上世帯主世帯平均の
金融資産は全年令平均世帯に比べ、1984年2.2
倍,1989年2.3倍,1994年2.2倍、1999年2.3
倍である。

2 高齢者夫婦世帯の65才以上世帯主世帯平均の
金融資産は全年令平均世帯に比べ、1984年2.3
倍,1989年2.7倍,1994年2.4倍、1999年2.4
倍である。

3 高齢者夫婦世帯の有業で65才以上世帯主世帯
平均の金融資産は全年令平均世帯に比べ、1984
年2.5倍,1989年3.2倍,1994年2.3倍、1999
年2.4倍である。

4 . 高齢者夫婦世帯の無業で65才以上世帯主世
帯平均の金融資産は全年令平均世帯に比べ、
1984年2.1倍,1989年2.2倍,1994年2.3倍1999
年2.4倍である。

5 1989年における2人以上一般世帯の70-74才世
帯主世帯と高齢者夫婦世帯の有業で70-74才世
帯主世帯の金融資産は特に他の年に比べて増加
している。これはこの年代層の高齢者が1989
年以前から有価証券の保有率が高かったことか
ら、バブル下における株式などの有価証券の値
上がりによる影響をプラスに受けたと考えられ
る。

6 1984年から1999年における高齢者世帯の金融
資産は全年令平均世帯よりも高いことが明らか
に見られる。

　　しかし、全年令世帯平均比で金融資産が増大
しているのは無業の高齢者夫婦世帯のみであ
る。これは1989年というバブル期のもとで金融
資産を伸ばしたものの、バブル崩壊により結局
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金融資産を減らすという結果が影響したと考え
られる。このために高齢者間の金融資産格差が
縮小している。

7 1989年1994年に限って、無業の高齢者夫婦世
帯を除くと、75才以上世帯主世帯の負債の増
加が他の高齢者世帯に比べて高い。負債は土
地、家屋に対する借金である。加令とともに金
融資産額が減少するのは、貯蓄額が減少し、負
債額が増加したことによる。1999年には75才
以上世帯主世帯の負債が減少、これはバブルの
崩壊による不動産価格の下落の影響によるもの
と考えられる。

8　2人以上一般世帯の高齢者世帯の年間収入は、65
才以上平均で1984年4616千円、1989年5469千
円、1994年6022千円、1999年5841千円である。

　　これを全年令世帯平均比で見ると84.3, 82.2,
76.8、77.0であり、高齢者世帯の収入は低い。

　しかし、世帯員数を調整して一人当たりの年間
収入を見ると、1984年1470千円、1989年1848
千円、1994年2281千円、1999年2291千円であ
る。

　　これを全年令世帯平均比で見ると103、104.7、
104.5、102.6で、各年とも全年令世帯に比べて
僅かに高くなる。70歳以上になると70-74才の
1989年を除いて、一人当たりにしても全年令世
帯平均より低い。

9　高齢者夫婦世帯の年間収入は、65才以上平均
で1984年3357千円、1989年4213千円、1994
年4950千円、1999年4876千円である。

　　これを全年令世帯平均比で見ると61.3, 63.3,
63.2、64.2で、各年とも全年令世帯平均の6割
と低く、2人以上高齢者世帯に比べても低い。

　しかし、世帯員数を調整して一人当たりの年間
収入を見ると1984年1679千円、1989年2107
千円、1994年2475千円、1999年2438千円で、
これを全年令世帯平均比で見ると118.1, 119.4,
113.4、109.2で、各年とも全年令世帯平均、2
人以上65才以上世帯主平均に比べかなり高い。
これは高齢者夫婦世帯のうち、有業の高齢者夫
婦世帯の影響が大きくでた結果で、無業の高齢
者夫婦世帯には当てはまらない。

　　無業で65才以上平均の高齢者夫婦世帯の平均
収入は、1984年2455千円、1989年3121千円、
1994年3822千円である。これを全年令世帯平

均比で見ると各年ともおよそ4割から5割弱と
かなり低い。

10　年令別の年間収入のジニ係数を見ると、60
才以上の年令層の方が全年令平均層よりもジニ
係数が高く、格差が大きい。（1984年全年令世
帯平均0.275、60才以上平均0.365、70才以上
平均0.386、1989年全年令世帯平均0.289、60
才以上平均0.366、70才以上平均0.411,1994
年全年令世帯平均0.293、60才以上平均0.364、
70才以上平均0.379、1999年0.296、60才以上
平均0.341、70才以上平均0.343）。

　　高齢者世帯間の収入格差は有業の世帯員数の
多少、世帯主本人が有業か無業かに左右される
と考えられる。

11　２人以上一般世帯における６５才以上の高齢
者世帯の消費支出は1984年214千円、1989年
248千円、1994年276千円、1999年274千円で
ある。これは全年令世帯平均のおよそ80％で、
加令とともに各年ともおよそ70％と低い傾向が
見られる。

　　世帯人員数を考慮して一人当たりにして、２
人以上一般世帯における６５才以上の高齢者世
帯の消費支出を全年令平均と比べると、1984年
99.1,　1989年103.7,　1994年109.0、1999年
109.0である。

　　消費支出には、特に70才以上世帯の株式など
有価証券の資産運用による収入の増加が影響し
ていない。

12　６５才以上の高齢者夫婦世帯の消費支出は
1984年174千円、1989年216千円、1994年254
千円、1999年254千円である。これは全年令世
帯平均のおよそ66-76％で、75才以上高齢者夫
婦世帯では各年ともおよそ60％強と低い傾向
である。

　　世帯人員数を考慮して一人当たりにして高齢
者夫婦世帯の消費支出を全年令世帯平均と比べ
ると、いずれの年も全年令世帯平均より30-40
％ほど高い。しかし加令とともに全年令世帯平
均に近ずき差がなくなる傾向が見られる。この
傾向は、無業の75才以上高齢者夫婦世帯に一層
明確である。

　　有業の高齢者夫婦世帯の消費支出はいずれの
年も全年令世帯平均よりも30-50％ほど高い。
有業の高齢者世帯では加令とともに全年令世帯
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平均との差が小さくなっていない。これは、
1989年のバブルによる収入の増加の影響である
と考えられる。

13 高齢者世帯間の消費支出には全年令世帯平均
間に比べ格差（ジニ係数、全年令世帯平均1984
年0.159,　1989年0.163,　1994年0.174、1999
年0.163,　60才以上平均0.205,　0.195,　
0.174,　0.166、70才以上0.229,　0.208,　
0.182、0.161）が見られていたが、1989年頃
より次第に格差縮小傾向が見られる。

14 高齢者世帯の消費支出は全年令平均の60-70%
と低い傾向が見られる。しかし一人当たりに家
族員数を考慮して比較すると、有業高齢者夫婦
世帯は全年令平均の120-130％と高い傾向が見
られる。無業高齢者夫婦世帯と2人以上全世帯
の65才以上世帯は全年令平均世帯と大きな差
は見られない。
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