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経済状況が規定する家計の属性と食生活に関する計量分析

谷 顕子(学振特別研究員・神戸大学大学院農学研究科)

草苅 仁(神戸大学大学院農学研究科)

Econometric Ana1ysis of Household Attribution担 ldEating Habits Conditional on the 

Economy 

Akiko Tani OSPS Research Fellow/Graduate School of Agricultural Science， Kobe University) 

Hitoshi Kusakari (Graduate School of Agricultural Science， Kobe University) 

In ]apan， eating habits have changed during the 

postwar period. Until the 1970s， household income 
was suddenly higher， and the proportion of expendi-

ture on livestock products had increased. Since the 

1970s， while expenditure relating to foodstuffs for 

homemade meals， as a proportion of total food 

expenses， has decreased， the proportion of expendi-

ture on convenience foods and eating out has 

increased. The purpose of this study is to prove that 

a new framework led to changes in tastes and house-

1. はじめに

本稿の課題は，従来の価格と所得で説明される需

要体系分析の枠組みに， r曙好の変化」と「家計の

世帝属性J(世帯主の年齢，世帯規模など)を加え

た新たな枠組みで実証分析を行うことである.戦後

日本の家計は，終戦直後は食糧不足の解消が生活上

の最重要課題であったが， 1950年代半ばを過ぎる

ころから日本経済は急速な成長期に入り，それに

伴った家計所得の増加が量的にも質的にも充足した

生活を実現した. 1970年代に入り二度のオイル

ショックを経験し，高度成長期の終鷲を迎えた日本

経済は，その後低成長時代に突入し，経済のグロー

パル化が進行した 1990年代後半には家計所得も頭

打ちになった.

このような経済状況が家計に及ぼす影響を捉える

ために， これまで日本の家計を対象とした数多くの

需要分析が行われてきた.特に，双対理論の体系化

は，理論だけでなく分析手法の改善にも大きく貢献

し，需要理論に整合した精徽な実証分析が可能と

なった. したがって，単一方程式による需要分析か

( 47) 

hold compositions in the conventional scheme of the 

demand system analysis. The main outcomes of this 

study are as follows. First， in the 1951-1970 period， 

livestock products have showed high income elastic-

ity. Second， services substituting for housework 

(cooking， cleaning， etc.) were largely in demand 

after the 1970s. Finally， in recent years， younger 

households have continued to enjoy convenience 

foods and eating out， while older households have 

maintained a taste for primary foodstuffs. 

ら需要体系分析へと分析手法が発展したことで，品

目聞の代替効果(品目間相対価格の変化による効果)

と所得効果(実質所得の変化による効果)を価格蝉

力性や支出弾力性から捉えることができるように

なった.

必需財である食料の消費決定は， ライフ・スタイ

ルのあり方と密接に関連しており，食生活はその

時々のスタイルを端的に捉える指標と考えることが

できる.そこで第 2節では，はじめに食料需要分析

の有効性を確認し実証モデ、ルを提示する 第3節

では，戦後の食生活の変化を整理した上で，需要体

系分析から家計の食料消費行動の特徴を明らかにす

る.第 4節では，実証分析の結果をふまえて結論を

述べる

2. 実証課題と分析枠組み

(1 )食料需要分析の有効性

食生活の変化を捉えるためには，時系列の傾向的

変動についての説明力が重要である.経済学の理論

で定義される需要関数は，価格と所得を説明変数と
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食料の需要関数:

qi = D ( P ， x ) (p:価格ベクトル，x 所得)

コ要因分解:

dlnqi ~θ1n qi "d ln P i ，θlnqi dlnx 一一 ---yーー---y---

dt7θ1npj dt θlnx dt 
①需要量 ②価格 @価格の ④所得⑤所得の
の変化率 弾力性 変化率 弾力性変化率

図 1. 需要関数の要因分解

するものであり，需要量の変化率は，価格・所得の

蝉力性および変化率に要因分解できる(図 1). し

たがって， 日本の高度成長期や現在の新興国におけ

る畜産物需要の増加などは，所得増加という顕著な

傾向的変動が観察される時期における食生活の変化

であり，図 lの④所得の変化率や⑤所得弾力性の値

によって説明することができる.また，途上国では

賃金財としての食料について，③価格の変化率の大

きさと経済成長の関係が問題となる.

一方で，低成長期以降の日本のように経済の成熟

が進むと，価格や所得の傾向的変動は小さくなり，

同時に所得増加が牽引してきた畜産物需要の増加

も，時間の経過とともに生活に定着することで必需

財化し，所得弾力性の説明力も弱くなる.このよう

な成熟社会における需要分析の限界は，現代日本の

食生活の変化を捉えるために，従来の価格・所得弾

力性に加えた新たな指標の必要性を高めている

(2)需要体系分析

本稿では，代表的な需要体系である Deatonand 

Muellbauer [lJが示した AIDS(Almost Idea1 Demand 

System) の線形近似パージョン (LA-AIDS) をベー

スに実証分析を行う.計測モデ、ルには，需要関数が

満たすべき理論的条件と整合するように「噌好の変

化」と「家計の世帯属性」の変数を，必要に応じて

加えた計測式 1~4 で，戦後日本の家計需要の特徴

を捉えるための需要体系分析を実施する 1)

ここで，計測式の変数は， ωzカ'i財の支出シェア，

4が1財の価格指数，PがStone価格指数，xが l世

帯当たり支出，王は l人当たり支出，nが世帯人員

をそれぞれ表す.また， Sは家計の噌好変数(タイム・

トレンドで代理)であり，添え字の hは家計の世帯

属性を表す.qは誤差項を，tは第t期の(直である

ことを示している.

計測式 1~4 には，需要理論から導出される収支

均等条件 (2.:::i(，(i=l， 2.:::iτi=O， 2.::: ;Yij=O， 2.::: i 

民=0， 2.:::iρi=O， 2.:::il1i=O)，同次性条件(2.::: j 

yij=O) ，対称性条件 (Yij=Y) を課して，反復 SUR

(Seeming1y Unre1ated Regression)で連立推計した 2)

1)計測式 1(食生活の洋風化)

ωit = 2.:::TαT+乞/ij.1npjt+ si 'ln(xt/Pt)+ε!I 

計測データは，総務省「家計調査~ 11世帯当た

り年平均 1カ月間の収入と支出J(人口 5万人以上

の都市・全世帯)，総務省『消費者物価指数Jl1中分

類指数J(全都市)を用いた.計測期間は 1951~ 

70年の 20年間である.添え字Tは 1951~ 70年の

20年聞を 5年ごとに分けた 4期聞に対応している.

2)計測式 2(食料の国産志向)

叫 =αi+T(lnst十2.:::/ii .1n Pjt 

+(βi+θi.1nst).ln(王t/ p; )十eit

計測データは， 日本銀行『物価指数年報~，総務

省「産業連関表Jl，経済産業省「産業連関表(延長表)~

を用いた.計測期聞は 1975~ 2000年の 26年間で

ある.計測式 21土， 1志向」の変化の影響を捉えら

れるように， LA-AIDSを拡張した 3)

(48 ) 

3)計測式 3(サービス需要の特徴)

ω3=α?+21T sf+乞/ij・1npjt

+ ßi.1n(x~ /pn+ρ(lnn~+liit 

計測データは， r家計調査~ 1年間収入五分位階級

別l世帯当たり年平均1カ月間の収入と支出J(全国・

勤労者世帯)， r消費者物価指数JlI財・サーピス分

類指数J(全国)を用いた.計測期聞は 1980~ 2007 

年の 28年間である.添え字 Tは計測期聞を 14年

ごとに分けた 2期間に，添え字hは世帯の年間収入

の低い階級から第 I階級から第V階級に，それぞれ

対応している.

4)計測式4(食生活の二極化)

wft =α7+τ7's: + 2.:::/ij.1リJt

十βi{叫x:/P:)-p.1nn:}+liit 

計測データは， r家計調査~ I世帯主の年齢階級別

l世帯当たり年平均 1カ月間の収入と支出J(全国・
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勤労者世帯)， ~消費者物価指数~ I中分類指数J(全 (2)食生活の外部化

国)を用いた.計測期聞は 1980~ 2007年の 28年 次に起こった食生活の変化は， 1970年代中盤以

聞である.添え字hは 20歳代から 60歳代までの 5 降に加速した食生活の外部化である.食生活の外部

つの年齢階級に対応している. 化は，家庭内で調理する内食の割合が減少して，家

庭外で調理した調理済み食品(そうざいや弁当など)

3.戦後の食生活の変遷と家計需要 と外食の割合が増加する現象を指す.また，食生活

(1 )食生活の洋風化 の外部化は，食材の由来に着目すると，内食材料に

日本の食糧難は，昭和 30年代に入ると 1955年産 比べて輸入農産物に由来する割合の高い調理食品や

米の大豊作によってコメ不足の心配は解消され，高 外食が増加する現象として捉えられる.

度経済成長期に入ると食生活の洋風化が進展した 1970年代に入ると，高度成長期は終駕を迎え，

食生活の洋風化が進行したこの時期を対象として， 家計所得の増加は鈍化した. 2節で示したとおり，

計測式 Iを計測して得られた価格・支出蝉力性の推 所得弾力性の説明力が低下した時期においては，需

計値を表 lに示す.この時期は，家計所得の連続的 要分析の有効性の観点から新たな指標を組み込む必

な増加が見られ，所得の大きな変化率が確認された 要がある そこで，噌好の変化を「噌好バイアス」

時期である.したがって，食料の中でも「畜産物十 および「志向バイアス」として定義した指標を組み

調味料」はそれまでの食生活には浸透していなかっ 込んだ計測式 2と，噌好の変化に加えて世帯規模効

た幸子修財(支出弾力性:1.768) として家計に需要 果を明示的に組み込んだ計測式 3を用いて，それぞ

されていたことが表 1から読み取れ，食生活の変化 れ実証分析した結果を表 2，表 3に示す 4，5)

が，図 lの④所得の変化率や⑤所得弾力性の値に 1 )食料の国産志向

よって説明できた時期であったことが確認された. 計測式 2の分析対象は， r産業連関表」を用いて

表 1. 弾力性の推計値 (1951-70年)

支出

穀類
畜産物+

魚介類 野菜類加工食品
調味料

0.349 • 1.137'" 1.768山 0.750山1.333山

0.180 0.147 0.264 0.184 0.091 

0.070 
穀類

0.210 

-0.633 ... -0.486市 -0.611... -0.334山

0.139 0.269 0.149 0.097 

-0.131山一0.483叫 0.038 -0.043 -0.054 
魚介類

価 0039 0.060 0.058 0.056 0.052 

格

畜産物 0.015 0.094 ー1.179問 。.182ホ 0.068 

+調味料 。111 0.080 0.159 0.096 0.059 

0.169叫 0.092
野菜類

0.051 0.060 

0.005 -0.023 
加工食品

0.029 0.048 

-0.045 

0.082 

-0.020 

0.042 

-0.444山 0.121榊

0.081 0.050 

0.166山1.134••• 

0.041 0.063 

注 1)叫，ペホはそれぞれ 1%，5%， 10%でゼロと有意差をも
つa 上段が各弾力性の推計値を，下段の値がt値を表す

2)支出弾力性 dlnqi / dlnx = 1 + si /wi 

価格蝉力性 dlnqi/δlnpj =内+γij/Wi-si'Wd叫

(ただし)d
tJ 
~土 !=J のとき九=1 ， d=jのとき dq=Oとな

るクロネッカー・デノレFである)
3) この時期の『家計調査』では，食生活の洋風化で消費の

増加した油脂類は「調味料Jに含まれるため，洋風化で
消費が増加した品目として畜産物と調味料を合計する.

(49 ) 

食料および非食料を国産と輸入に分けた 4財であ

表 2. 弾力性の推定値 (1975- 2000年)

国産食料 輸入食料 国産非食料輸入非食料

支出
。.511山 0.423 • 1.124山 0.209 

4.101 1.754 33.400 0.398 

国産食料 0.848山 0.317ホ -0.033 0.046 

3.805 1.799 -0.677 0.140 

価 輸入食料 0.229 。.993... -0.002 0.002 

1.286 -40.219 ー1.312 0.112 

国産 0.326 0.269 1.089山 0.756 
格非食料 1.131 0.702 14.879 0.960 

輸入 0.006 -0.016 0.000 -1.009 ... 

非食料 0.250 0.162 0.031 4.967 

晴好ハイアス
0.021 。.554.帥 0.054帥 1.446山

0.276 3.733 2.519 4.406 

志向バイアス
0.016 0.518山 -0.050帥 1.353山

0.219 3.687 2.449 4.371 

注 1)表 lと同じ

2)支出弾力性:dlnq;/日lnx=1 +(si +eilns)/wi 

価格弾力性(ただし，dりはクロネッカー/デノレタ

である): 。lnqi/d1nPj= -dij +Yidwiー(si+ei lns).wd叩z

噌好バイアス 日lnw;/ds仏=0=τj(S'Wi)

志向バイアス:dlnw;/ds=τ;/(s問)+ e;/ s .ln(王/P)
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る.通常の需要分析では 『家計調査~ ~全国消費実 料価格が下落した場合には，国産食料への需要は維

態調査』などの家計データを用いるが，ここでは国 持される可能性が高いことを示す結果となった.最

産食料と輸入食料を区別するため『産業連関表」を 後に，曙好および志向ノ〈イ アスの推計値をみる と，

用いた点が特徴で、ある.ここでは， 食生活の外部化 いずれも正値となったが，国産食料需要に対する明

が進行した時期における国産食料需要の特徴をあき 確な噌好(志向)の増進は確認されなかった.後に

らかにした. 述べる世代聞の食生活の二極化のなかで，輸入依存

表 2の推計値から，自己価格弾力性はすべて理論

的符号条件を満た しており，その絶対値は国産食料

のほうが輸入食料より 小さいことが確認される. こ

のことは，国産食料のほうが価格変化に影響されに

くいことを示している.また，交差価格弾力性から，

輸入食料価格の国産食料に対する交差効果は国産食

料価格の輸入食料に対する交差効果はより小さ く

(0.229く 0.317)，後者は統計的にも有意な結果が得

られた. したがって，仮に国産食料が下落した場合，

輸入食料需要から国産食料へと代替するが，輸入食

表 3.晴好バイアスと世帯規模効果の推計値

月号好パイアス (1980~ 93年)

E 

耐久財
0.213 

0.658 

0.093 

0.329 

E 

0.133 

0.510 

W 

0.144 

0.579 

V 

0.050 

0.222 

-0.407山一0.395..・ -0.385••• -0.343 ••• -0.376 ••• 
半耐久財

-4.799 -5.038 -5.226 -4.912 -6.092 

一0.051" -0.041' -0.049 •• 
非耐久財

ー2.239 -1.746 -1.981 

-0.055" -0.041 

-2.099 -1.438 

0.168 ••• 0.174 ••• 0.176 ••• 0.166 ..・ 0.186..・
サービス

2五05 2.737 2.777 2.645 3.118 

噌好バイアス(1994~ 2007年)

耐久財
0.163 

0.496 

E 

0.132 

0.492 

E 

0.109 

0.421 

W 

0.098 

0.394 

V 

0.090 

0.409 

仏560••• -0.519 ••• -0.514 ••• -0.505 ••• -0.522 ••• 
半耐久財

-5.440 -5.500 -5.778 -5.933 -6.786 

-0.056" -0.058" -0.049' 
非耐久財

-2.335 -2.287 -1.870 

0.050・ -0.027

-1.841 -0.933 

0.158 ••• 0.158 ..・ 0.156••• 0.157 ••• 0.150 ••• 
サービス

2.983 2.994 2.971 3.044 2.967 

世帯規模効果 耐久財 半耐久財非耐久財サーピλ

ρ/点ーl
1.191" 0.866 ...ー1.133・" ー2.391“

-2.172 0.765 -16.996 -2.041 

注 1)表 lと同じ

2)噌好パイア λ θl口問/ds=勺/叫

世帯規模効果 θln(x/n)/θlnn=ρ;/sj-1 

(50 ) 

: 陀ぬお~-8 

ー12

7 

:μ消え見

-7 

陣地哨
ー8

伊~判ー12

12 

隣地割
-4 

40 

20 ~調j理滋《食♂搬4品メヅお+あ外や守食宜主~五:ts.{:s:l早ゐ島A晶N守二Y《正n副A 

。
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

<>~29歳 口30~39歳 ム40~49 歳 050~59歳 X 60歳~

図 2. 噌好の経年変化 (1980- 2007年)

注)格好の経年変化は，計測式 4から得られた定数項 (α;h)

と晴好バイアスのパラメータ(ず)を用いて，

BJ=α戸す-srと定義したBJを年齢階級7JIJに時系列で
描いた図である ただし， 6品目の合計がゼロとなる
ように指数化した
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度の高い調理食品・外食への噌好が優勢になってい

ることが確認された.

2)サービス需要の特徴

計測式 3は， ~家計調査~ I年間収入五分位階級別」

データを用いて，家計消費を財(耐久財，半耐久財，

非耐久財)とサービスに区分した 4財を分析対象と

している.一般に，経済発展は未発達な市場から成

熟した市場へ転換するプロセスであるが， 日本でも

モノに続いてサーピスの市場化が起こり，家計の消

費支出に占めるサービスの支出割合が増加した. し

かし，外食も含んだ家計で消費されるサービスが，

どのように需要決定されているかの仕組みについて

は明確になっていない そこで，年間収入階級とい

う世帯属性も考慮できるプール・データを用いて実

証分析することで，近年のサービス需要の特徴を解

明した.

表 3から，前半(1980~ 93年)と後半(1994~ 

2007年)の 2期間ごとに算出した噌好バイアスの

値をみると，前半期間は収入階級が高くなるほど

「サービス」への晴好が強まっていたが，後半期間

では収入階級の差異によらず平準化したことが確認

される. この結果から，家計消費においてサーピス

需要は後半期間になると収入の高低にかかわらず，

すべての世帯に晴好されるようになったと解釈で

き，より広く家事の外部化が浸透したと言える.ま

た，世帯規模効果は判別式p/s
i
-1がゼロより小さ

い場合，家計消費に規模の経済は発現していると解

釈できる したがって， -2.391の値をとる「サー

ビス」においては世帯規模効果が確認される結果と

なった

(3)食生活の二極化

食生活の外部化は継続的に進行していたが， 1990 

年代前半のいわゆるパブ、ル崩壊後の平成不況以降，

総務省『家計調査~ I世帯主の年齢階級別」データ

からエンゲル係数を計算すると，エンゲノレの法則が

成り立たず，所得水準の低い若年齢世帯ほどエンゲ

ル係数が低くなっていることが新たに確認されるよ

うになった

このような食生活に起こった変化の実態を明らか

にするため，計測式 3と同様に従来の需要分析の指

標である価格・消費支出の変化に加えて，晴好の変

化および世帯規模を考慮した計測式 4を， I世帯主

の年齢階級別」データで計測することで世代聞の食

料消費の傾向の違いを明らかにした.曙好の変化の

差異を明確化するため，定数項と曙好ノ〈イアスのパ

ラメータを用いて描いたものが図 2である. この図

から，調理食品・外食への強い曙好をもっ若年齢世

帯と，相対的に魚介類・野菜類への強い噌好を維持

する高年齢世帯に二極化していることが明らかに

なった.

( 51 ) 

4. 結論

戦後日本の食生活の変遺に着目しながら，その

時々の家計の属性や噌好の変化が家計の食料消費に

どのように影響してきたのか，需要体系分析を行っ

て明らかにすることが本稿の実証課題であった.そ

のため，食生活の変化を①食生活の洋風化，②食生

活の外部化(家事の外部化)，③食生活の二極化と

いう 3つに分けて実証分析を行った.

はじめに，①食生活の洋風化の時期は，大きな所

得の変化率と所得(支出)弾力性が家計消費におい

て確認された時期であり，従来の需要分析の枠組み

で食生活を捉えることができていた.計測結果から，

「畜産物+調味料」の大きな支出弾力性が確認され，

家計所得の増加が食生活の洋風化を進める原動力と

なっていたことが明らかになった.

しかし，②食生活の外部化が進行した 1970年代

以降，高度成長期が終わりを迎え，家計所得の増加

は鈍化したため，従来の需要分析のように価格や所

得の変化だけで家計消費を説明することが難しく

なった.そこで，本稿では食生活の外部化と国産食

料需要との関係をみた食料需要分析と，世帯規模効

果を考慮したサーピス需要分析を行った.その結果，

輸入依存度の高い調理食品・外食の需要増加が進む

近年，国産食料需要は価格に敏感に反応するものの，

明確な正の曙好は確認されなかった.また，継続的

に増加するサーピス需要には世帯規模効果が発現し

ており，その噌好は収入階級聞で平準化してきてい

ることが明らかになった.

さらに， 1990年代ごろからみられるようになっ

た世代間のエンゲル係数の逆転という③食生活のニ

極化をみるため，世帯主の年齢階級別データを用い

て需要体系分析を行い，曙好の経年変化を求めた

結果として，若年齢世帯の調理食品・外食への強い

噌好の増進と，高年齢世帯の魚介類・野菜類を中心

とした内食への曙好の維持が確認され，食生活の二
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極化の実態が明らかになった(付記〕

注1)実証分析の詳細は，谷・草苅 [4J (計測式 2)，谷・

草苅 [2Jおよび谷ほか [7J(計測式 3)，谷・草

苅 [5Jおよび [6J (計測式 4) をそれぞれ参照さ

れたい.

2) なお，説明変数はそれぞれ平均値で基準化した.

計測式 1~4 の推計パラメータは，紙幅の関係上，

省略した.ただし計測式の決定係数は，それぞ

れ0.932~ 0.993， 0.903 ~ 0.990， 0.981 ~ 0.989， 0.932 

~ 0.992の範囲にあり，良好な結果が得られた

3) 計測式 2を計測したとき，誤差項 8
jtにら=σεttfqt

で示される l階の系列相関が疑われたため，実際

には次の式を計測した.ただし， σはI階の自己

相関係数であり Vjtは毎期独立かつ過去の ε
it
とも

独立である.

叩jt=σ Wit-l+内・(1ーσ)+τi. (ln St一σーlnst
_
1)

+ L，jYij・(lnpjt-σlnpjt_l) 

+si{ln(高/P，)σ・ln(xt_dP'-1)} 

+(}i・{lnSt .ln(xt! P，)ーσln舟 1・ln(xt_dP'-1)} + Vit 

4) 1晴好バイアス」とは，価格と支出を一定にしたと

きの，各財に対する噌好の強さを指数表示したも

のである.また， 1志向パイアスj とは，晴好の変

化に消費財の所得効果を加えた変化を「志向」の

変化として捉えたものである(例えば， 1健康」は

正常財であり，正の所得効果が期待される)

5) 世帯規模効果に関しては，谷・草苅 [3Jが日本の

家計を対象として，家計消費に発現する規模の経

済を検証した既存研究の比較分析を行っている.

(52 ) 
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