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要 旨 

 

1989 年、1994 年、1999 年、2004 年の『全国消費実態調査』の匿名データを用いて変曲点の観

点から生活扶助基準を検討した。変曲点とは、所得階層と消費支出の関係性から導かれる点で

ある。具体的には、ある所得以下になると急激に消費支出が減少するが、この消費支出が大幅

に減少し始める点を指す。変曲点の概念は 1983 年、2011 年の生活扶助基準の検証で用いられて

いるが、理論的な根拠は曖昧である。本論文で、個票データを用いて世帯属性をコントロール

しながら変曲点の有無を検証した結果、変曲点が複数存在したり、存在しないケースがあった

りすることが確認された。求められた変曲点から夫婦子一人世帯の生活扶助相当支出を算出す

ると 2004 年で約 10 万円から約 19 万円、単身世帯についても 5.9 万円から 7.8 万円と大きく異

なっている。したがって、生活扶助基準を決定する際に、変曲点の概念を用いる場合には慎重

に検討を行い、2013 年の社会保障審議会生活保護基準部会で述べられているように、他のアプ

ローチも検討しながら決定されていくべきであろう。  

                                            
†本論文で使用する『全国消費実態調査』の匿名データは、統計法 36 条に基づいて独立行政法

人統計センターに提供依頼の申し出を行い、承諾を得て提供を受けた。本論文に掲載する結果

は、筆者が独自に作成・加工した統計であり、総務省統計局が作成・公表している統計等とは

異なる。なお、筆者は文部科学省科学研究費補助金（若手研究(B) 25780178）の支援を受けて

いる。記して感謝の意を表したい。 
 福岡大学経済学部 〒814-0180 福岡県福岡市城南区七隈８−１９−１、e-mail：

ktamada@econ.fukuoka-u.ac.jp 
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１． はじめに 

日本では、貧困指標の一つに生活保護基準が用いられる場合がある。しかし、生活保護基準自

体がそもそも適切に設定されているか否かは検討の余地がある。社会保障審議会生活保護基準

部会（2013）で行われた生活扶助基準の検証では、生活扶助基準検証の際に参照されてきた一

般低所得世帯の消費実態については今後の検証が必要であると述べられていることから、生活

保護基準以下の消費水準の世帯を貧困と考えることには問題がある可能性がある。現行の生活

扶助基準は、主に年間収入の第１・十分位を最低生活水準として比較されているが、これは、

社会保障審議会生活保護基準部会（2011a）によると、昭和５８年中央社会福祉審議会意見具申

で、「変曲点」の概念を用いて分析を行った結果、変曲点での消費支出と一般国民の年間収入

第１・十分位での消費支出がほぼ等しくなっており、年間収入第１・十分位での消費支出と生

活保護基準を比較することが妥当であろうと判断されていることが発端である1。ここで変曲点

とは、所得階層と消費支出の関係性から導かれる点である。具体的には、所得の減少に伴って

消費支出も減少するが、ある所得以下になると急激に消費支出が減少する。この消費支出が大

幅に減少し始める点が大部分の国民が維持してきた生活様式が保たれる限界点、すなわち変曲

点となる。この変曲点での生活扶助相当支出を生活扶助基準とみなすとしている（社会保障審

議会生活保護基準部会(2011a)）。 

 貧困の基準については、先進国では身体的需要を満たす最低限の消費支出を基準とする絶対

的貧困から、相対的貧困や Townsend（1979）の研究に端を発する相対的剥奪指標や Van Praag

（1968）が開発した主観的貧困指標が用いられるようになっている。相対的剥奪とは、栄養、

衣類、住居の最低限の需要が満たされないだけではなく、社会的な活動に人々が参加できない、

教育が受けられないなど社会に参加できない状態にある人々を剥奪されていると捉える考え方

である。相対的剥奪について指標を作成し、ある基準以下にある人々を貧困状態にあると定義

する。主観的貧困は、最低限の生活を送るために必要な所得を尋ねる最低収入質問法（Minimum 

Income Question, MIQ）を用いたり、貧困を逃れるために必要な収入を尋ねたり、調査におい

て回答者が自身の生活を評価したりするなど、専門家が決定した基準ではなく、調査対象者の

主観によって決まる指標である（阿部（2002））2。 生活保護基準を決定する際は、変曲点や所

得第１・十分位を参考としていることから、生活保護基準は上記の貧困指標のうち、相対的貧

困指標に近いと言えよう。 

                                            
1 その他に、一般世帯と被保護世帯の１人あたり消費支出格差が 62％まで上昇したことも現行

基準がほぼ妥当であるとする根拠となっている （社会保障審議会生活保護基準部会（2011a））。 
2 相対的剥奪指標および主観的貧困指標双方については、柴田（1997）、阿部（2002）、Ravallion

（2010）が詳しい。 
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 Townsend（1979）はある所得以下になると相対的剥奪指標が急激に上昇する閾値が存在す

ることを示したが、ある所得以下になると生活の質が急激に低下するという点では変曲点と

近い概念であると言えよう。日本においては、中川（2004）が所得階層によって社会生活の

困難さの指標との関係を分析している。所得階層を横軸、社会生活の困難さの指標を縦軸に

とると、所得階層が低いと社会生活の困難さは所得が増加するにつれ減少し、ある点に達す

ると所得が増加しても社会生活の困難さはほとんど変わらなくなる。さらに所得が増加する

と社会生活の困難さはまた減少していくという現象が観察されることを示した。 

 変曲点により最低生活費を推計した研究を概観してみると、岩田（2011）は最低生活費を

変曲点の概念を含む実態消費アプローチよって低所得層への独自調査と『全国消費実態調査』

の2004年匿名データを用いて検証した。独自調査の対象は首都圏在住の20-40歳の低所得男女、

消費のデータについては１か月の家計簿データとなっている。分析においては、独自調査に

合わせた形で『全国消費実態調査』匿名データを用いている。実態消費アプローチにおいて

は、赤字黒字分岐点、変曲点に注目し、変曲点に基づくと最低生活費は107,140円であること

が示された。この分析では２つの指標を用いた多面的な検討が行われているが、対象となる

世帯が20歳‐40歳の若年者であり、生活保護の対象となりやすい高齢者が分析から除かれて

いたり、変曲点についても厳密な統計的な処理が行われていなかったりすることから、高齢

者を対象に含めて統計的な処理を行うと結果が変わる可能性がある。さらに、年齢が20歳か

ら40歳までを一括りにして分析を行っているが、20歳と40歳では必要な食費が異なってくる

と考えられる。また、食費が２万円以下、10万円以上の世帯、交通費10万円以上の世帯は除

いているが、異常値の扱いについて根拠が乏しいことが懸念される。本論文では分析対象を

年齢や異常値で除かずに分析を行う。 

 村上（2012）は、岩田（2011）と同様に貧困研究会・家計調査部会が実施した家計データお

よび『全国消費実態調査』匿名データを用いて三大都市圏の 20 歳−40 歳単身世帯の最低生活費

を変曲点と赤字黒字分岐点の概念を用いて分析を行った。可処分所得階層と消費支出（住居費

と光熱・水道費を除く）の関係から変曲点をグラフから読み取った結果、住宅費、光熱・水道

費を除いた最低生活費は約 10 万円、赤字黒字分岐点では約 12 万円となった。この分析におい

ても、分析対象のほとんどが就業者であること、異常値が除かれていることから分析に用いら

れたサンプルが偏っていることが疑われる。 

 以上の研究はグラフより直感的に変曲点を導き出しているが、回帰分析を用いて変曲点を導

いたのが生活保護制度の在り方に関する専門委員会（2003）である。生活保護制度の在り方に

関する専門委員会（2003）では、夫婦子１人世帯における変曲点の導出において、年間収入が

第 12・五十分位を上回ると、消費支出額はほぼ同じ額で推移傾向が見られることから、年間収

入第 12・五十分位以下を対象にして消費支出額を被説明変数、年間収入階級を説明変数として
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分析を行った。第３・五十分位、第４・五十分位、第５・五十分位に変曲点が存在すると仮定

して推定を行い、年間収入第３・五十分位から第４・五十分位の間に変曲点があるとしている。

この分析では、詳細な資料が不明なため3、年間収入第 12・五十分位以下を対象にして分析を行

うことが適切であるか否かを検証することができない。さらに、夫婦子一人世帯内の年齢は考

慮されておらず、世帯員数も３人の場合のみの検証であるため、世帯員数や世帯内の年齢構成

が変わると得られる結果が異なる可能性がある。 

 2003 年以降の検証においては年間収入第１・十分位を基準として生活扶助基準の検討を行っ

ており、生活保護制度の在り方に関する専門委員会（2003）の検証に基づいて生活保護基準が

決められているわけではない。生活扶助基準に関する検討会（2007）では、「第１・十分位の消

費水準は、平均的な世帯の消費水準に照らして相当程度に達していること」、「第１・十分位に

属する世帯における必需的な耐久消費財の普及状況は、平均的な世帯と比べて大きな差はなく、

また、必需的な消費品目の購入頻度は、平均的な世帯と比較しても概ね遜色ない状況にあるこ

と」を根拠として、生活扶助額と年間収入の第１・十分位とを比較することが妥当であるとし

ており、 社会保障審議会生活保護基準部会（2013）においては、生活扶助基準の比較対象とし

て年間収入第 1・十分位を用いる理由として、「①生活扶助基準を国民の健康で文化的な最低限

度の生活水準として考えた場合、指数を全分位の所得階層（全世帯）あるいは中位所得階層（第

３・五分位）等から算出することも可能だが、平成 19 年検証に倣い、生活保護受給世帯と隣接

した一般低所得世帯の消費実態を用いることが今回の検証では現実的であると判断したこと、

②国民の過半数が必要であると考えている必需的な耐久消費財について、第１・十分位に属す

る世帯における普及状況は、中位所得階層と比べて概ね遜色なく充足されている状況にあるこ

と、③全所得階層における年間収入総額に占める第１・十分位の年間収入総額の構成割合はや

や減少傾向ではあるものの、高所得階層を除くその他の十分位の減少傾向と比べて今のところ

大きな差異はみられないこと」などを挙げている。ただし、年間収入第１・十分位の２人以上

世帯の平均消費と生活扶助基準の関係を示した図１を見ると、検証が行われていても年間収入

第１・十分位の平均消費支出と生活扶助基準は同じような動きをしているとは言えず、生活扶

助基準が 2000 年以降においてほぼ横ばいとなっていることが分かる。さらに、年間収入の第１・

十分位を基準にした場合、多くの研究で指摘されているように、国民全体の所得が下がってい

る場合、最低限保障するべき生活水準を保障できなくなる可能性があることから （岩田・岩永

（2012）など）、最低限守られるべき生活水準が保たれているか否かについては慎重な検証が必

                                            
3第２回社会保障審議会生活保護基準部会議事録(2011 年 5 月 24 日)によると、「岩田部会長代理

も『この変曲点の考え方の基になるもっと細かい資料や計算式があるだろうかということでし

た。探していただいたんですが、倉庫を見ても無かった』」とある。 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001g7xw.html（2015 年 4 月 10 日最終アクセス）） 
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要となる。 

 本論文では、現在の生活扶助基準を決定する発端となった変曲点がそもそも存在するのか否

かについて回帰分析を用いて検討する。これまで変曲点は個票データで検証が行われることは

ほとんどなかったが、個票データを用いることにより、世帯員数や世帯内年齢構成などをコン

トロールすることができる。さらに、統計的な検定を行うことによってこれまでの分析より精

緻な分析を行う。生活扶助基準は、受給者の生活水準に直接関わるだけでなく、住民税が非課

税となる基準など他の施策にも関連することから、何を基準として生活扶助基準を決定するか

について分析を行うことは非常に重要な課題である。 

 本論文の構成は以下の通りである。第２節では、生活扶助基準がどのように決められてきた

のかを歴史を振り返りながら変曲点の概念について説明する。第３節では、『全国消費実態調査』

匿名データの解説と記述統計について述べる。第４節では、『全国消費実態調査』匿名データを

用いた推定結果とその解釈について述べ、最後に第５節で結論を述べる。 

 

２．生活保護制度の概観、生活扶助基準の変遷と変曲点 

生活保護制度には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶

助、葬祭扶助の８つの扶助がある。本論文では８つの扶助のうち、日常の生活を送るための扶

助である生活扶助に焦点を当てる。生活扶助は、食費や被服費など個人単位の経費を支弁する

ための第１類費、光熱費、家具什器などの世帯単位の経費および地区別冬季加算を含む第２類

費、年末における特別需要に対応するための期末一時扶助、緊急時に対応する一時扶助、入院

患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、母子加算、障害者加算など各種の加算から成る。 

 1946 年から現在に至るまで生活扶助基準の改定方式は変遷している4。1946 年から 1947 年ま

では経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出した標準生計費方式、1948 年か

ら 1960 年までは最低限の生活を営むために必要な飲食物費や衣類などの個々の品目を積み上げ

て最低生活費を算出するマーケットバスケット方式が用いられた。1961 年から 1964 年までは一

定の栄養所要量を満たしうる食品を理論的に積み上げて計算し、さらに低所得世帯の実態調査

から、計算から得られた食費と同じ程度の食費を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を

求め、この理論値から逆算して総生活費を算出するエンゲル方式が用いられた。1965 年から 1983

年までは国民の消費水準の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ、結果的に一般国民と被保護

世帯との消費水準の格差を縮小させる格差縮小方式、1984 年以降は、1983 年当時の生活扶助基

準が一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえて、当該年度に想定され

る一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る

                                            
4 ここでの記述は社会保障審議会生活保護基準部会（2011a）に依っている。 
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水準均衡方式を採っている。現行の水準均衡方式への移行のきっかけとなったのは、昭和 58 年

中央社会福祉審議会意見具申の「総理府家計調査を所得階層別に詳細に分析した結果、現在の

生活扶助基準は、一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準に達している」との評価であ

ると考えられる。ここで所得階層別の分析に用いられたのが変曲点の概念である（社会保障審

議会生活保護基準部会（2011a））。  

 図２に変曲点の概念をグラフで示している。篭山（1982）によると、縦軸に消費支出、横軸

に所得階層をとると、所得が十分に得られていれば所得と消費支出が正比例するが（直線 BC）、

ある一定の所得階層以下になると急激に消費支出が減少する現象が観察されるとし（直線 BA）、

所得階層と消費の関係において、消費の傾向が変化する B 点を変曲点としている。社会保障審

議会生活保護基準部会（2011a,b）では、所得の減少に伴って消費支出も減少するが、ある所得

階層以下になると、急激に消費が減少する所得分位が存在し、その所得分位を変曲点と解釈し

ている。ある所得階層でそれまで大部分の国民が維持してきた生活様式が保たれる限界が存在

していると考えられている。ただし、変曲点の存在については十分に統計的に検討されている

とは言えない上に、筆者の知る限り理論的な根拠は存在しないようである。 

 所得については、所得の額で階級を分けるケースと、分位で分けるケースがある。篭山(1982)、 

中川（2004） 村上（2012）においては、所得階級が用いられているが、所得階級を用いると低

所得の階級や高所得の階級で極端に観測数が減少するため、異常値の影響を受けやすくなる。

そのため、本論文では社会保障審議会生活保護基準部会（2013）と同様に分位を用いて変曲点

の分析を行う。 

 最低生活費や貧困線を測る際には、所得に基づく場合と消費に基づく場合があり、OECD や日

本など多くの国や機関では所得に基づいて貧困線が求められている。しかし、Cutler and Katz 

(1991) 、Poterba（1991）、Slesnick（1993）によると、所得に基づいて最低生活費などを求め

た場合、ライフサイクル仮説に基づくと、失業等により一時的に所得が減少しても、消費は生

涯所得に基づいて平準化されるため所得ほど減少せず、所得のデータより長期的な傾向を把握

できるとしている。さらに、Meyer and Sullivan（2003）では、所得は下方申告される傾向に

あり、測定誤差が大きくなるとしている。本論文では、このような議論を踏まえて消費に基づ

いた変曲点の検証も行う。 

 

３．データ 

本論文では、統計法三十六条に基づき、独立行政法人統計センターにデータの提供依頼を行い、

承諾を得て提供を受けた 1989 年、1994 年、1999 年、2004 年のプリコード方式の『全国消費実

態調査』の匿名データを用いた。匿名データではリサンプリングや収入等についてはトップコ

ーディングが行われているため、本論文で得られた結果については留意が必要である。 
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 『全国消費実態調査』は、全国・地域別の世帯の消費・所得などの水準、構造、分布などを

明らかにすることを目的に、家計収支および貯蓄・負債、耐久消費財などの家計資産を調査し

たものである5。1959 年の第１回調査以降、5年毎に実施されており、2014 年が最新の調査とな

るが、本論文では、匿名データで入手可能である 1989 年、1994 年、1999 年、2004 年のデータ

を用いる。『全国消費実態調査』の調査対象の選定は、二人以上の世帯と単身世帯に分けて行わ

れ、二人以上の世帯では、まず調査市町村を選定し、次に調査市町村から調査単位区を選定し、

その後各調査単位区から世帯を選定する。単身世帯については、二人以上の世帯を調査する全

国の調査単位区のうちから選定し、各調査単位区から世帯を選定する。調査の時期は、二人以

上の世帯では９月１日〜11 月 30 日の３ヶ月間、単身世帯では 10 月１日〜11 月 30 日の３ヶ月

間である。1989 年、1994 年については、二人以上の世帯、単身世帯に関わらず９月〜11 月の３

ヶ月間、調査対象は全国のすべての世帯となっている。「年間収入および貯蓄・借入金残高に関

する事項」については 11 月末日現在のものとなっている。 

 リサンプリングは、二人以上の世帯と単身世帯それぞれにおいて、三大都市圏とその他の地

域の２区分ごとに、調査報告書の家計収支編等に使われた基本的な集計時に用いた集計用乗率

の大きさに基づいて層化した上で、各層において抽出率が約８割となるように報告書用乗率に

よる確率比例抽出により行っている6。匿名化の措置として、世帯員が８人以上の世帯、同一年

齢の 15 歳未満の世帯員が３人以上存在する世帯はリサンプリングの前に削除されており、年齢

は 15 歳以上の世帯員については５歳階級になっている。年間収入は二人以上の世帯で 2500 万

円以上、単身世帯については 1000 万円以上でトップコーディングが行われている。年間収入に

ついては、調査対象者が回答していない場合は推計値が用いられている。 

 『全国消費実態調査』の匿名データでは人々の嗜好を反映させるために異常値について処理

は行っていない。そのため、冠婚葬祭のための費用など調査月に特殊な消費があった場合には

消費支出が高額となる。本論文においても、異常値はサンプルから取り除いていない。なお、

データの加工に当たり，神戸大学ミクロデータ・アーカイブ匿名データ利用に関する研究会の

成果（二木（2014））を活用した。 

 変曲点では所得階層と支出のデータが必要になるが、本論文では収入については年間収入（税

引き前、預貯金の引出も含む）を用い、分位を分ける際の消費については、消費支出と非消費

支出からなる実支出を用いる。消費支出については、生活扶助相当支出を用いている。生活扶

助相当支出に含まれる消費項目については、社会保障審議会生活保護基準部会（2011a）に基づ

き、以下の通りとした。第１類費は、外食を含む食料、被服および履物、保健医療、交通（鉄

道運賃等）、教育、教養娯楽（月謝類等）、その他の消費支出（理美容サービス等）、第２類費は、

                                            
5 以降の記述は『全国消費実態調査』各年の「調査の概要」に依る。 
6 「全国消費実態調査における匿名データ利用上の注意事項」より。 
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住居（修繕材料）、光熱・水道、家具・家事用品、交通（自転車購入等）、通信、教養娯楽（新

聞等）、その他の消費支出（交際費等）である7。 

 本論文で用いた匿名データは、リサンプリングされたものであるため、本論文で得られた

結果は全サンプルを用いた結果と異なる可能性がある。勤労者世帯全体の収入分位について

は、報告書に記載されている結果とほぼ一致するが、世帯人数を３人に限ると平均所得、消

費支出などは社会保障審議会生活保護基準部会（2011a）に示されている結果と一致しない。

これは匿名データでリサンプリングする際に世帯人数は考慮されておらず、サンプルセレク

ションが生じたためと考えられる。 

 まず、表１に各年で年間収入第１・十分位の収入平均値、年間収入第１・十分位の生活扶

助相当支出平均値、生活扶助基準を示した。夫婦子一人世帯を見ると、1989年では、年間収

入を月額に直すと収入が22.2万円、生活扶助相当支出は14.2万円、生活扶助基準は13.7万円

と生活扶助相当支出が最も低くなっている。1994年では、月当たり年間収入は22.8万円、生

活扶助相当支出は13.9万円、生活扶助基準が15.6万円と生活扶助相当支出が最も低くなって

いる。1999年では、月当たりの年間収入が24.2万円、生活扶助相当支出が14.3万円、生活扶

助基準が16.4万円となっており、生活扶助相当支出が最も低い。2004年では、月当たりの年

間収入が21.3万円、生活扶助相当支出が13.2万円、生活扶助基準が16.3万円で、2004年も生

活扶助相当支出が最も低くなっている。社会保障審議会生活保護基準部会（2011a）では、2004

年の年間収入第１・十分位の月額年間収入は22万円、生活扶助相当支出は14.9万円となって

おり、匿名データで得られた結果よりいずれの値も高くなっている。時系列で見ると、1999

年が全ての値でもっとも高くなっている。年間収入、生活扶助相当支出は2004年が最も低く、

生活扶助基準は1989年がもっとも低くなっている。 

 60歳以上単身世帯では、1989年で月当たりの年間収入が5.4万円、生活扶助相当支出が7.4

万円、生活扶助基準が6.8万円と月当たりの年間収入が最も低い。1994年では月当たり年間収

入が５万円、生活扶助相当支出が7.7万円、生活扶助基準が7.8万円と月当たりの年間収入が

最も低いが、生活扶助相当支出と生活扶助基準は近くなっている。1999年では、月当たり年

収が4.9万円、生活扶助相当支出が6.6万円、生活扶助基準が8.3万円と生活扶助相当支出が最

も低い。2004年では、月当たり年間収入が3.8万円、生活扶助相当支出が5.4万円、生活扶助

                                            
7 医療費については、健康保険に関わる医療については医療扶助で支給されるため、生活扶助費

に含めていない。教育費については、義務教育に関する費用は教育扶助で支給されるため、授

業料、給食費等は生活扶助相当支出には含めていない。なお、2005 年以降高等学校については

生業扶助で給付されている。生活保護受給者が大学に進学しようとする際には、世帯分離を行

い、生活扶助費もそれに伴って減額されるため、大学に関わる費用は生活扶助相当費に含めて

いない。さらに、生活保護受給者が自動車を購入・所有することは非常に限られたケースとな

るため、自動車に関する費用は生活扶助相当費用に含めていない。また、NHK 受信料は生活保護

受給者であれば免除されるため、生活扶助相当支出には含めていない。 
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基準が8.2万円であり、月当たり年間収入がもっとも低くなっている。社会保障審議会生活保

護基準部会（2011a）では60歳以上単身世帯の平均月額年間収入は７万円、生活扶助相当支出

は6.3万円となっており、いずれも匿名データで得られた値より高くなっている。 

 次に夫婦子１人（有業者あり）世帯、単身世帯の生活扶助相当支出と年間収入五十分位を

プロットし、年間収入の中央値の60％（太線）、50%（細線）を各年で示したのが図３、４で

ある。グラフより、夫婦子１人世帯、単身世帯ともに年間収入第25・五十分位付近に傾きが

変化しているように見える。一方で、1996年から2000年までの『家計調査』のプールドデー

タを用いた社会保障審議会生活保護基準部会（2011c）を基に作成した平均消費支出と年間収

入五十分位の関係を表した図５では、第５・五十分位、第12・五十分位、第20・五十分位付

近で傾きが変わっているように見える。社会保障審議会生活保護基準部会（2011c）と同様に

分位ごとに生活扶助相当支出の平均をとっても平均消費支出の変動が大きく、傾向を読み取

ることはできなかった。本論文では異常値を取り除いていないため、各分位の消費の変動が

大きく下位の所得分位で傾きの変化が見られないのかもしれない。しかし、異常値を取り除

く基準を客観的に決めることは困難であるため、本論文では異常値も分析対象に含める。そ

の他の変数の記述統計については補論Aの表A１に記載している。 

 

４．推定結果 

第３節で生活扶助相当消費と所得・消費階層の関係を概観してきたが、世帯員の年齢等を考

慮することは出来ない。そこで、回帰式を用いて社会保障審議会生活保護基準部会（2013）

と同様に世帯内の年齢別人員数や世帯員数、純貯蓄、居住地をコントロールした上で変曲点

の有無を検証する。図２の直線ABと直線BCの傾きが変わっていれば変曲点が存在することに

なり、変化が認められなければ変曲点は存在しないことになる。これを検証するために以下

の推定式を用いて推定を行う。 

 

①二人以上世帯のケース 

 

pa_expend =α0
I+α1

Iincome_tile+α2
Itile_dummy+α3

Iincome*tile_dummy+setai_typeα4
I 

+α5
Ino_setai+α6

Ino_setai_sq+num_ageα7
I +α8

Irent+α9
Inet_saving+α10

Ibigcity+uI （１） 

 

pa_expend =α0
c+α1

cexpend_tile+α2
ctile_dummy+α3

cexpend*tile_dummy+ setai_typeα4
c 

+α5
cno_setai+α6

cno_setai_sq+num_ageα7
c+α8

crent+α9
cnet_saving+α10

cbigcity+u c （２） 

 

②単身のケース 
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pa_expend = β0
I +β1

Iincome_tile+β2
Itile_dummy+β3

Iincome*tile_dummy 

+setai_typeβ4
I+β4

Ihead_age＋β6
Irent+β6

Inet_saving +β7
Ibigcity+eI（３） 

 

pa_expend = β0
c +β1

cexpend_tile+β2
ctile_dummy+β3

cexpend*tile_dummy 

+setai_typeβ4
c +β5

chead_age +β6
crent+β7

cnet_saving+β8
cbigcity+ec（４） 

 

 ここで、pa_expendは生活扶助相当支出額、income_tile、expend_tileはそれぞれ年間収入

五十分位、実支出五十分位、tile_dummyはある階級分位以下であれば１、それ以外は０をと

るダミー（以下、分位以下ダミー）、income*tile_dummy、expend*tile_dummyはそれぞれ分

位以下ダミーと年間収入五十分位との交差項、実支出五十分位との交差項（以下、交差項）、

setai_type は有業者があれば１、それ以外を０とするダミーと、無業であれば１、それ以外

を０とするダミー（ベースとなる変数は有業、無業以外のその他世帯）、no_setaiは世帯人

数、no_setai _sqは世帯人数の２乗項、num_ageは年齢階級毎の人員数ベクトル、head_age は

世帯主の年齢、rentは家賃、net_savingは貯蓄から負債を引いた純貯蓄、bigcityは三大都市

圏に居住していれば１、それ以外は０をとる三大都市圏ダミー、u、eは誤差項である。推定

は全サンプル、年間収入第25・五十分位以下で行っている。交差項の係数が統計的に有意で

あれば、当該分位前後で傾きが変わっていることになる。推定に当たって抽出乗率を用いて

ウェイト付けを行っている。 

 年間収入五十分位（実支出五十分位）と分位以下ダミー、交差項の係数の解釈については

以下の通りである。図１の直線BCの傾きは年間収入五十分位（実支出五十分位））の係数α1

（係数β1）、直線ABの傾きは、係数α1（係数β1）に交差項の係数α3（係数β3）を足したも

のとなる。 したがって、帰無仮説α3＝０（帰無仮説β3＝０）が棄却されたとき変曲点が存

在するとし、夫婦子１人（有業者あり）世帯、単身世帯の変曲点での生活扶助相当支出を算

出する。二人以上世帯の生活扶助相当支出については、帰無仮説α3＝０が棄却されたときに

（１）、（２）式を推定することで得られた係数α0、α1、α4、α5、α6、α7、α10を用いて

二人以上世帯に該当する値を代入することによって生活扶助相当支出を求める。単身世帯に

ついては、帰無仮説β3＝０が棄却されたときにβ0、β1、β4、β8を用いて生活扶助相当支出

を求める。算出された生活扶助相当支出を１級地の１の生活扶助基準と比較する8。 

                                            
8 社会保障審議会生活保護基準部会（2011b）では、直線 DC と直線 EB の交点を変曲点とし、変

曲点での消費支出を求めているが、交点で求められる変曲点と傾きが変わる点が異なることか

ら、本論文では傾きが変わる点を変曲点とする。 
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 表２に夫婦子１人（有業者あり）世帯の推定結果を示している。1989年の結果を見ると、

全サンプルでは交差項の係数が全て統計的に有意ではない。年間収入第25・五十分位以下で

交差項の係数が統計的に有意となっているのは、第5・五十分位、第6・五十分位、第10・五

十分位である。有意な交差項の係数の符号は正であり、年間収入階層が低いときに傾きが急

になることが示されている。1994年の結果を見ると、全サンプル、所得第25・五十分位以下

のケースともに交差項の係数は全て統計的に有意ではない。1999年では、全サンプル、所得

第25・五十分位以下場合ともに第6・五十分位で交差項の係数が正かつ有意となっている。2004

年の結果を見ると、全サンプルのケースでは、第10・五十分位の交差項の係数が負で有意と

なっている。このとき、年間収入第10・五十分位未満の傾きの方が年間収入第10・五十分位

以上の時の傾きより緩やかになるが、これは生活を維持しようとして消費を減らしていない

のかもしれない。所得第25・五十分位以下のケースでは交差項の係数はどの分位でも統計的

に有意ではない。以上の結果を『家計調査』を用いて1996年から2000年までのデータをプー

ルして分析した社会保障審議会生活保護基準部会（2011b）の結果と比較すると、社会保障審

議会生活保護基準部会（2011b）では収入階級第３・五十分位から第4・五十分位の間に変曲

点があるとの結論が得られたのに対し、本論文では社会保障審議会生活保護基準部会（2011b）

と分析時期が近い1999年の結果と比較すると、本論文で得られた結果では第6・五十分位に変

曲点が存在すると考えられ、異なる結果が得られている。 

 有意な係数より求められた生活扶助相当支出は、1989年で年間収入第25・五十分位以下で

は1約13万円、1994年は有意な係数がなかったため、生活扶助相当支出は求められていない。

1999年では全サンプルでは10.7万円、年間収入第25・五十分位以下では10.3万円となってい

るが、社会保障審議会生活保護基準部会（2011b）では21.4万円から21.7万円と本論文で得ら

れた1999年の結果の２倍程度となっている。2004年では第10・五十分位で12.8万円となって

いるが、社会保障審議会生活保護基準部会（2011a）では第１・五分位の生活扶助相当支出は

15.3万円であり、本論文で得られた結果より高くなっている。得られた結果が社会保障審議

会生活保護基準部会（2011a、b）で得られた結果と異なったのは、用いたデータが異なるこ

と、本論文では分位毎に平均をとっておらず個票データを用いて年齢等をコントロールして

いることなどが原因であると考えられる9。 

 以上の結果は分析対象を夫婦子一人世帯に限って分析を行っているため、より一般化する

ために分析対象を２人以上世帯全体とした推定結果を表３に示している。1989年の結果を見

ると、全サンプル、年間収入第25・五十分位以下のケースともに全ての分位の交差項の係数

が正かつ統計的に有意となっている。1994年の結果を見ると、1989年の結果と同様に全ての

                                            
9 分位毎に平均をとって推定すると、変曲点は観察されなかった。 
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分位で交差項の係数が正かつ統計的に有意となっている。1999年については、全サンプル、

年間収入第25・五十分位以下のケースともに第４・五十分位から第10・五十分位までの交差

項の係数が正かつ有意となっている。2004年については、全サンプル、年間収入第25・五十

分位以下のケースとともに第３・五十分位から第10・五十分位までの交差項の係数がすべて

正かつ有意となっている。以上より、分析対象を二人以上世帯とすると複数の分位で交差項

の係数が有意であり、変曲点が複数存在することが示された。 

 得られた係数から夫婦子１人（有業者あり）世帯の生活扶助相当支出を求めると、1989年

では、全サンプルでは12.5万円から15.2万円、年間収入第25・五十分位以下では14.7万円か

ら17.8万円と全サンプルで算出された生活扶助相当支出より高くなっている。1994年では、

全サンプルでは12.7万円から15.6万円、年間収入第25・五十分位以下では15.7万円から18.9

万円となっている。1999年では、交差項が有意であった結果を用いて全サンプルの第４・五

十分位から第６・五十分位までは9.8万円から10.7万円、第10・五十分位では12万円となって

いる。年間収入第25・五十分位以下のケースでは、第４・五十分位から第６・五十分位まで

は15.8万円から16.7万円、第10・五十分位では18万円となっている。2004年では、全サンプ

ルで9.7万円から10.9万円となっている。年間収入第25・五十分位以下では、第３・五十分位

で16.3万円であり、分位が高くなるとともに生活扶助相当支出は高くなり、第10・五十分位

で19万円となっている。2004年の生活扶助基準（150,408円）や第１・十分位の生活扶助相当

支出（148,781円）と比較すると、全サンプルでは本論文で得られた結果より高く、年間収入

第25・五十分位以下では低くなっている（社会保障審議会生活保護基準部会（2011a））。こ

れらの結果より、サンプルを分けるか否か、またどの分位を基準とするかで求められる生活

扶助相当支出の額で異なることが示された。現状では、生活保護基準は年間収入第１・十分

位を基準として検証されることが多いが、第１・十分位近辺の他の分位の一般国民の生活扶

助相当支出とも比較を行うことによって頑健な結果が得られるのか確認を行う必要があるだ

ろう。 

 消費を基に分位を分けた時の結果を見てみよう（表４）。1989年では全サンプル、実支出

第25・五十分位のケースともに全ての分位で交差項の係数が正かつ有意となっている。1994

年では、全サンプル、実支出第25・五十分位のケースともに全ての分位で交差項の係数が正

かつ有意となっている。1999年では、全サンプルで第２・五十分位から第６・五十分位まで

の交差項の係数が正かつ有意となっている。実支出第25・五十分位以下のケースでは全ての

分位の交差項の係数が正かつ有意となっている。2004年では全サンプルで第２・五十分位か

ら第６・五十分位までの交差項の係数が正かつ有意となっている。実支出第25・五十分位以

下では全ての分位の交差項の係数が正かつ有意となっている。 
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 有意な交差項の係数について生活扶助相当支出を求めると、1989年では、全サンプルのケ

ースでは第２・五十分位で5.6万円から第10・五十分位で11万円と分位が高くなると生活扶助

相当支出も高くなっている。実支出第25・五十分位以下のケースでは11.1万円から16万円と

なっており、全サンプルで得られた結果より高い値となっている。1994年では、全サンプル

のケースでは5.3万円から10.2万円、実支出第25・五十分位以下のケースでは、11.6万円から

17.1万円と1989年のときと同様に実支出第25・五十分位の方が高くなっている。1999年では、

全サンプルのケースで、5.6万円から7.8万円、実支出第25・五十分位以下のケースで11.6万

円から16.4万円となっている。2004年では、全サンプルで5.3万円から7.2万円、実支出第25・

五十分位以下で10.7万円から15.4万円となっている。 

 続いて単身世帯の推定結果を見てみよう（表５）。1989年の結果を見ると、全サンプル、

年間収入第25・五十分位のケースともに第10・五十分位の交差項の係数は正かつ有意となっ

ている。1994年では、全サンプルで交差項の係数は第３・五十分位の係数が正かつ有意であ

る。年間収入第25・五十分位以下では、交差項の係数は第６・五十分位の交差項の係数が正

かつ有意である。1999年では、全サンプル、年間収入第25・五十分位以下ともに第２・五十

分位の交差項の係数が負かつ有意となっている。全サンプルでは、第3・五十分位の交差項の

係数も負かつ有意となっている。2004年では、全サンプル、年間収入第25・五十分位以下で、

第２・五十分位の交差項の係数が負かつ有意となっている。単身世帯のケースでは、1999年

の全サンプルのケースを除いて交差項の係数が有意となる分位が１つであり、社会保障審議

会生活保護基準部会（2011b,c）が想定しているように変曲点が１つ存在することが示された。

ただし、どの分位に変曲点が存在するのかは年によって異なっている。 

 交差項の係数が有意な分位において生活扶助相当支出を求めると、1989年では全サンプル

では6.9万円、年間収入第25・五十分位以下では8.7万円となっている。1994年では、全サン

プルで5.7万円、年間収入第25・五十分位以下では9.9万円と異なっている。1999年では、全

サンプルで2.6万円から3万円、年間収入第25・五十分位以下で8.6万円となっている。2004年

では、全サンプルで5.9万円、年間収入第25・五十分位以下で7.8万円となっている。60歳以

上の単身世帯の生活扶助基準が71,209円であることから（社会保障審議会生活保護基準部会

（2011a））、年間収入第25・五十分位以下では生活扶助相当支出の方が若干高めとなってい

る。単身世帯のケースでもサンプルの分け方や分位によって生活扶助相当支出は異なってい

る。 

 消費を基に分位を分けたときの単身世帯の推定結果を表６に示している。1989年では、全

サンプルでは第２・五十分位から第６・五十分位までの交差項の係数が正かつ有意となって

いる。サンプルを実支出第25・五十分位以下に限ると、全ての分位で交差項の係数が正かつ

有意となっている。1994年では、全サンプル、実支出第25・五十分位以下ともに全ての分位
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の交差項の係数が有意となっているが、全サンプルの第10・五十分位の交差項の係数の符号

のみ負、それ以外が正となっている。1999年では、第２・五十分位から第６・五十分位の交

差項の係数が正かつ有意となっている。実支出第25・五十分位以下のケースでは、全ての分

位の交差項の係数が正かつ有意となっている。2004年では、全サンプルでは第２・五十分位

から第６・五十分位までの交差項の係数が正かつ有意となっている。実支出第25・五十分位

以下では、全ての分位で交差項の係数が正かつ有意となっている。 

 得られた係数から生活扶助相当支出を求めると、1989 年では全サンプルで 2 万円から 2.7 万

円、実支出第 25・五十分位以下で 4.6 万円から 7.4 万円となっている。実支出第 25・五十分位

と比べて全サンプルの係数から求められた生活扶助相当支出が低くなっている。1994 年では、

全サンプルで１.1 万円から 4.1 万円、実支出第 25・五十分位以下では５万円から８万円となっ

ている。1999 年では、全サンプルのケースでは、第２・五十分位で 1.3 万円、第３・五十分位

で２万円となっているが、第４・五十分位では−1567 円と負の値となっている。第５・五十分位

では 2788 円、第６・五十分位では 6979 円となっており、分位毎に大きく異なっている。第４・

五十分位で負の値となったのは、定数項（β0）が負の値をとっている一方で、実支出五十分位

の傾き（β1）の値が小さいことが原因と考えられる。実支出 25・五十分位以下では、5.2 万円

から 8.5 万円となっている。2004 年では、全サンプルで 1.6 万円から 3.4 万円、実支出第 25・

五十分位以下で 5.5 万円から 8.2 万円となっている。 

 以上より、個票データを用いて世帯員の人数や年齢構成をコントロールしながら変曲点を求

めた結果、変曲点は複数存在するか年間収入の低い分位では変曲点が存在しないケースがある

ことが示された。生活扶助基準の設定・検証に当たって変曲点の概念が用いられてきたが、変

曲点が複数あったり、見つからない場合があったりするのであれば、所得のどの分位を基準に

するのが妥当なのか分からなくなる。また、複数ある変曲点から生活扶助相当支出を算出する

と、求められた生活扶助相当支出に幅があり、負の値をとることも示された。変曲点が複数あ

っても、算出される生活扶助相当支出に大きな違いがなければ生活扶助基準の目安となりうる

が、幅がある場合はどの結果を用いるべきかが不明である。したがって、変曲点を基準として

生活扶助相当支出や貧困線を算出する際には十分留意する必要がある。ただし、本論文で用い

た匿名データはリサンプリングされているため、本論文で得られた結果には留意が必要である。 

 さらに、生活扶助基準の検討に際して、年間収入第１・十分位が貧困線として用いられるこ

とがあるが、所得の分布の形状が変わらなかったとしても、全体として所得が減少する場合が

あることを考慮すると、生活扶助基準が年間収入第１・十分位層の消費支出と同程度であるこ

とをもって生活扶助基準が妥当であると判断することには問題がある。今後は相対的剥奪指標

や主観的貧困指標など複数の指標を用いた慎重な検討の下で生活扶助基準を決定していくこと

が望ましいであろう（社会保障審議会生活保護基準部会（2013））。 
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5．結論 

本論文では『全国消費実態調査』の匿名データを用いて変曲点の観点から生活扶助基準の検討

を行った。消費支出を縦軸、所得階層を横軸にとると、所得がある一定水準以下になると消費

が急激に落ち込む現象が観察されることがあるが、消費が急激に落ち込み始める点を変曲点と

言う。これまで変曲点を用いて生活扶助基準の検討・算出は行われてきたが、そもそも変曲点

が存在するか否かについて統計的に検討した研究はほとんどなかった。さらに、これまでの研

究ではほとんど世帯人数や年齢構成などをコントロールしていなかったが、個票データを用い

てこれらをコントロールして分析を行ったところ、変曲点は多くのケースで複数存在するか、

変曲点がない場合があることが示された。複数の変曲点が存在した場合、各変曲点での生活扶

助相当支出を算出すると数万円程度の幅がある場合があることが示された。したがって、社会

保障審議会生活保護基準部会（2013）でも述べられている通り、貧困線の研究が進んでいる現

在、複数のアプローチから貧困線を求め比較検討することも必要であろう。 

 本論文では変曲点に注目したため、最低生活費を求める他のアプローチから求められる生活

扶助基準については検証を行うことが出来なかった。近年注目されている相対的剥奪指標や主

観的貧困指標などを用いた生活扶助基準の検討は今後の課題としたい。 
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図 1 平均消費支出と生活扶助基準 

 

注：平均消費支出は『家計調査』（各年）より生活扶助に相当する支出を合計することによって

求めている。ただし、細かい項目については不明であるため、本来生活扶助の対象とはなりに

くい自動車の購入なども消費支出の内訳に含まれている。また、生活扶助基準は標準世帯を基

準として『生活保護手帳』（各年）から求めている。 

 

図 2 変曲点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 社会保障審議会生活保護基準部会（2011a,b）より。 
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図 3 夫婦子１人世帯（有業者あり）の生活扶助相当支出と年間収入五十分位の関係

 

注：『全国消費実態調査』匿名データより筆者作成。 

赤線：Fitted value、垂直太線：年間収入の中央値の 60%、垂直細線：年間収入の中央値の 50%。 

抽出乗率を用いてウェイト付けを行っている。 
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図 4 単身世帯（60 歳以上）の生活扶助相当支出と所得五十分位の関係 

 

注：『全国消費実態調査』匿名データより筆者作成。 

赤線：Fitted value、垂直太線：年間収入の中央値の 60%、垂直細線：年間収入の中央値の 50%。 

抽出乗率を用いてウェイトをかけている。 

 

図 5 『家計調査』における勤労・夫婦子１人世帯の収入階級分位と平均消費支出 

 

注：基データは厚生労働省社会・援護局保護課（2011b）による。 

2006 年〜2010 年の『家計調査』の特別集計から求められている。 
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表 1 年間収入第１・十分位収入平均値、年間収入第１・十分位生活扶助相当支出、生活扶助

基準 

 

 

注：『全国消費実態調査』匿名データより筆者作成。平均値については抽出乗率を用いてウェイ

ト付けを行っている。 
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表 2 夫婦子一人（有業者あり）世帯推定結果 
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注：総務省『全国消費実態調査』匿名データを用いて筆者推定。括弧内は標準誤差である。**、

*はそれぞれ１％水準、5％水準で有意であることを示している。推定に当たって抽出乗率を用

いてウェイトをかけている。生活扶助相当支出については交差項の係数が有意なもののみ計算

している。 
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表 3 ２人以上世帯推定結果 
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注：総務省『全国消費実態調査』匿名データを用いて筆者推定。括弧内は標準誤差である。**、

*はそれぞれ１％水準、5％水準で有意であることを示している。推定に当たって抽出乗率を用

いてウェイトをかけている。生活扶助相当支出については交差項の係数が有意なもののみ計算

している。 



 25

表 4 ２人以上世帯推定結果（実支出五十分位） 
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注：総務省『全国消費実態調査』匿名データを用いて筆者推定。括弧内は標準誤差である。**、

*はそれぞれ１％水準、5％水準で有意であることを示している。推定に当たって抽出乗率を用

いてウェイトをかけている。生活扶助相当支出については交差項の係数が有意なもののみ計算

している。 
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表 5 単身世帯推定結果 
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注：総務省『全国消費実態調査』匿名データを用いて筆者推定。括弧内は標準誤差である。**、

*はそれぞれ１％水準、5％水準で有意であることを示している。推定に当たって抽出乗率を用

いてウェイトをかけている。生活扶助相当支出については交差項の係数が有意なもののみ計算

している。 
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表 6 単身世帯推定結果（実支出五十分位） 
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注：総務省『全国消費実態調査』匿名データを用いて筆者推定。括弧内は標準誤差である。**、

*はそれぞれ１％水準、5％水準で有意であることを示している。推定に当たって抽出乗率を用

いてウェイトをかけている。生活扶助相当支出については交差項の係数が有意なもののみ計算

している。 
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補論 A 記述統計 

表 A１ ２人以上世帯の記述統計 

 

注：『全国消費実態調査』匿名データより筆者作成。平均値は抽出乗率を用いてウェイト付けしている。 
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表 A2 単身世帯の記述統計 

 

注：『全国消費実態調査』匿名データより筆者作成。平均値は抽出乗率を用いてウェイト付けしている。 
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