過去の「シリーズ日本経済を考える」については、
財務総合政策研究所ホームページに掲載しています。
http://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/index.html

シリーズ
日本経済を考える

日本の所得格差に関する議論と所得
要素による所得格差の寄与度分解

71

財務省財務総合政策研究所前研究員
日本通運株式会社事業開発部主任

小笠原 渉

＊1

1．日本における所得格差に
関する議論の整理

大は生じていないため、この間の所得格差の拡大
は所得格差の大きい高齢者層が人口に占める割合

『日本の経済格差』
（1998）で橘木がジニ係数の

が増えたこと、すなわち人口の高齢化によること

国際比較を行い、日本のジニ係数の上昇を根拠に、

をその中で改めて明らかにしている。大竹（2005）

日本社会は不平等度の高い社会であり、日本は世

は日本の所得格差に関する議論のベースとなって

界一不平等な国になりつつあると指摘した。これ

おり、1999 年までの日本の所得格差の拡大は人

が日本において不平等度や格差に対する関心が非

口の高齢化に起因するもので、実質的な格差の拡

常に高まる契機となった 。また、これを契機に

大ではなく、あくまでも「みせかけ」上での所得

バブル崩壊以降の失われた 10 年で一億総中流社

格差の拡大であるというのが定説となっている。

会が崩壊し、格差社会に変わったというような主

ただし、大竹（2005）は 1980 年代から 1999

張が一般に行われるようになった。橘木の主張に

年までの分析であり、2000 年代以降の近年の状

対しては、大竹がいわゆる橘木－大竹論争におい

況は大竹（2005）で述べられている内容から変

て、高齢化及び単身世帯・二人世帯の増加による

わってきている。小塩（2012）では、所得再分

影響が大きく「みせかけ」上の拡大であり、不平

配調査を用いて分析を行っており、1980 年～

等度の実質的な拡大を示すものではないとの指摘

2010 年までの等価可処分所得のジニ係数は概ね

を行った。この大竹の指摘に対して橘木は、ジニ

横ばいであるが1998年以降は若干下がっており、

係数の解釈に問題があったとし、高齢貧困層の増

所得分布で見ると低所得者の割合が増え、諸外国

加が格差拡大の主因であると後に述べている。こ

に見られるように低所得者と高所得者への所得分

の橘木・大竹論争からも分かるように、所得格差

布の二極化は特に見られず、押し並べて日本が全

の分析においては、年度毎に、どの年齢階層ない

体的に貧乏になったとしている。

＊2

連 載｜
日本経済を考える

し所得要素が影響を与えているのかを正確に理解
し、その推移を把握することが重要である。

図 1 のように、本稿で主に用いた国民生活基礎
調査で、小塩（2012）と同様に1986 年から 2010

大竹（2005）は、日本の所得格差に関する議

年の等価可処分所得のジニ係数の推移について期

論において代表的な文献であり、1980 年代から

間を広げて見てみると、ジニ係数は 1986 年から

1990 年代にかけては年齢別で見た所得格差の拡

2004 年までは上がっているが、2004 年以降を見

＊1）本稿の作成にあたり、三好向洋氏（愛知学院大学専任講師）に御指導を頂いて、国民生活基礎調査の個票データを利
用した。また、宇南山卓氏（一橋大学経済研究所准教授）、大野太郎氏（信州大学准教授）から貴重なコメントを頂
戴した。ここに記して関係各位に感謝の意を表したい。なお、本稿の内容すべて筆者個人に属し、財務省あるいは財
務総合政策研究所の公式見解を示すものではなく、また、本論文における誤りはすべて筆者個人に属する。
＊2）橘木（1998）『日本の経済格差』と佐藤（2000）
『不平等日本』により、日本の不平等への関心が高まった。大竹
（2005）
『日本の不平等』と共に近年の日本の不平等の論点を網羅している。
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図1
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完全失業率

非正規雇用労働者割合

出所：2001 年までは勇上（2003）、2004 年以降は国民生活基礎調査
から筆者が作成。

出所：総務省「労働力調査（詳細集計）
」より筆者が作成。

ると下がっている傾向にあると見受けられ、今後

働年齢層への給付が少ないことに加えて、税によ

もこの傾向が続くのか、ジニ係数の動きを注視す

る再分配効果が小さいことが寄与しているからだ

る必要がある。

と結論付けている。

なお、1990 年代後半以降については就労収入

しかしながら、太田（2005）及び太田（2006a

特に男性若年層における就労収入の格差拡大は非

も個人すなわち世帯を構成する各世帯員の就労収

正規割合の上昇が原因である。図 2 のように完全

入での格差の拡大であり、世帯収入で見ると共働

失業率は 2011 年以降、低下に転じており、2013

きの場合は「配偶者」の収入、パラサイト・シン

年以降はリーマンショック前の水準に回復してい

グル等の収入がある場合は「その他の世帯員」の

る。これに対し、非正規雇用労働者割合の推移は

収入の影響が考えられ、当該年代の格差の拡大は

2004 年以降、若干の上下はあれども一貫して上

依然小さいものである。世帯収入は各世帯員の就

昇傾向にある。

労収入の積み上げであり、個人と世帯で見た結果

太田（2005）に続く太田（2006a） では、2000

が異なるとすれば、なぜ違いが出るかの分析が必

年前後を境にして男性常用一般労働者は若年層で

要となる。これが、四方・田中（2016）と本稿

ある 20 歳代に限らず、30 歳代及び 40 歳代でも

の着眼点である。世帯でみた所得格差に反映され

就労収入の格差が拡大していると結論付けてい

ていないのは、賃金格差（就労収入の格差）と世

る。当初は若年層で 20 歳代であった階層が年齢

帯所得の格差の違いにあり、世帯所得を構成する

を重ねても、そのままの格差を引きずり、30 歳

所得要素を一つ一つ分解して分析する必要があ

代、40 歳代となっていることが伺える。また、

る。

＊3

太田（2006b）は、
『国民生活基礎調査』の税・
社会保険料等の数値と、再分配に関する既存研究
等を基に算出した各国の数値との比較で、再分配
を構成する税・社会保障負担及び給付について、

日本経済を考える

及び b）等で言うところの格差の拡大は、いずれ

連 載｜

の格差は拡大しており、太田（2005）によると、

2．国民生活基礎調査を用いる上で、
その特徴についての考察
先行研究である四方・田中（2016）では『全

日本と各国のジニ係数の変化等の比較を行ってい

国消費実態調査』を用いているが、本稿では『国

る。そして、日本は欧米諸国と比べて再分配効果

民生活基礎調査』の個票を用いて、世帯主年齢別

が小さく、その理由としては社会保障給付では労

に世帯主の収入、世帯主の配偶者の収入、他の世

＊3）『賃金構造基本調査』
（厚生労働省）を用いて、賃金データから個人の就労収入の分析を行っている。
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帯員の収入、資産収入、現金給付その他、税・社
会保険料といった所得要素が世帯の所得格差に与

本 稿 で は『 国 民 生 活 基 礎 調 査 』 の 平 成 16 年

える影響について寄与度分解を行う。対外的には

（2004 年）
、平成19 年（2007 年）
、平成22 年（2010

『国民生活基礎調査』から算出された値が用いら

年）の 3 回分の個票データを用い、年代としては、

れることが多く、OECD には国立社会保障・人

2000 年代の所得格差の変化の分析を行う。世帯

口問題研究所が『国民生活基礎調査』に基づく所

の所得格差は、可処分所得により把握する必要が

得データを提出している。比較を行う上で、
『全

あり、世帯の可処分所得はその世帯の世帯人員数

国消費実態調査』と『国民生活基礎調査』で調査

に影響されるので、本論文では等価可処分所得を

目的、実施頻度、調査対象（あるいは対象外）等

用いる。等価可処分所得の求め方は後述する。

連 載｜

の違いがあることを予め念頭に置く必要がある。

図 3は、
『国民生活基礎調査』の平成 22 年（2010

加えて、所得分類のうち、何が可処分所得に含ま

年）の世帯主の年齢別のカーネル密度推定による

れるのかについて把握することが、分析に整合性

分布である。図の横軸の「headage」は世帯主の

を持たせる上で重要である。なお、
『国民生活基

年齢を表している。日本の人口ピラミッドと比較

礎調査』の調査項目には退職金、生活保険・損害

すると、いわゆる第一次ベビーブームの 60 歳～

保険、医療現物給付は含まれていない。また、

70 歳のピークがあることは共通しているが、人

『国民生活基礎調査』は一般的に言われているよ

口ピラミッドのもう一つのピークである第二次ベ

うに、高齢者世帯や郡部・町村の居住者が多く、

ビーブームの 40 歳前後のピークが小さ過ぎる感

収入が低いサンプルが多いことに注意しなくては

がある。いずれの調査年度も 60 歳を超えたとこ

ならない。樋口他（2003）によると、家計簿を

ろに偏ったピークがあり、
『国民生活基礎調査』

つける『全国消費実態調査』は機会費用の高い高

の世帯主の年齢分布が高齢者に若干偏っているこ

所得者や家計簿をつける余裕のない低所得者のサ

とが見て取れる。

日本経済を考える

ンプルが抜け落ちる可能性があるが、家計簿をつ

図 4 は、内閣府・総務省・厚生労働省（2015）

ける必要のない『国民生活基礎調査』は、より低

の 1999 年～2012 年の『国民生活基礎調査』と

所得や高所得の世帯の回収率が高いと考えられる

『全国消費実態調査』の公表値に基づく相対的貧

としている。前出の大竹（2005）でも、
『国民生

困率の推移である。相対的貧困率は、『国民生活

活基礎調査』で相対的にサンプリングバイアスが

基礎調査』に基づいて算出するよりも、
『全国消

小さいのは、ランダムサンプリングで選ばれた調

費実態調査』に基づいて算出する方が低い数値と

査単位区内の全世帯を調査対象にしているからで

なる。平成 22 年の『国民生活基礎調査』の相対

図3

世帯主の年齢別の分布（平成 22 年度）

図4

Kernel density estimate

1999 年～2012 年の相対的貧困率の推移
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（出所）
『国民生活基礎調査』平成 22 年度個票より筆者作成。
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（出所）内閣府・総務省・厚生労働省（2015）『相対的貧困率等に関す
る調査分析結果について』
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的貧困率は 16.0％、
『全国消費実態調査』は 10.1
％であり、5.9％も『国民生活基礎調査』が高い
値となっている。先行研究で言われるように、格
差の拡大が高齢者層の増加によるものならば、高
齢者のサンプルが多い『国民生活基礎調査』の相
対的貧困率が高くなるのも自然であると言える。

図5
0.44

0.41
0.40

～2009 年の『国民生活基礎調査』の公表値に基

0.38

されている高齢者世帯についてはジニ計数が下降
している傾向にあると言える。

3．所得格差の寄与度分解に
関する先行研究

所得格差の寄与度分解には、大きく分けて 2 つ

高齢者世帯

0.42

0.39

帯は横ばいであるが、一般的に格差拡大の原因と

全世帯

0.43

図 5 は、全世帯と高齢者世帯について 1997 年
づきジニ係数の推移をまとめたものである。全世

 997 年～2009 年の全世帯と高齢者世帯のジニ
1
係数の推移
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（出所）厚生労働省『平成 23 年 国民生活基礎調査の概況』を基に筆者
作成。

員の収入や資産収入、現金給付その他、税・社会
保険料という可処分所得を構成する所得要素を用
いて世帯の所得格差の寄与度分解を行う。
なお、後者を用いた研究は、年齢構造、家族形

が用いている世帯所得の格差を所得要素により寄

態、就業状態等の世帯属性によって所得格差の寄

与度分解する方法である。2 つ目は、全体集団の

与度分解を行っている。いずれも大竹（2005）

格差を部分集団の格差と部分集団の構成割合に分

と同様、高齢化によって所得格差の大きい高齢層

解する方法である＊4。

の占める割合が上昇したことで所得格差の拡大が

前者による所得格差についての分析は、我が国
木（1985）が研究を行ったことから始まり、比
較的早い 1980 年代から研究が行われている。ま
た、1990 年代以降を対象とした研究は主として、
ダグラス＝有沢の法則を巡る世帯主とその配偶者

生じているという結論になっている。

日本経済を考える

では 1970 年代から 1980 年代を対象に跡田・橘

連 載｜

の分析手法がある。1 つは、四方・田中（2016）

4．本稿で用いる分析手法等
4.1 使用するデータ

本稿の使用データは、
『国民生活基礎調査』
（厚生
労働省）の平成16 年（2004 年）
、平成19 年（2007

の就労収入が格差拡大を引き起こすかについての

年）
、平成 22 年（2010 年）度版の個票データであ

研究や配偶者の就業行動等についての研究であ

る。必要に応じて、上記以外の年度の公表値、
『全

り、国内ではかなり多くの先行研究がある。しか

国消費実態調査』
（総務省統計局）の公表値を参照

しながら、各研究の結論は異なっており、配偶者

した。

の所得が世帯所得の格差に与える影響に関して明

『国民生活基礎調査』では、「世帯票」から住

確な答えは出ておらず、それ以外の所得要素に至

居、乳幼児保育、就業、介護者の状況等、世帯に

っては、ほとんど研究の対象になっていなかっ

関する項目、「所得票」から種類別金額、所得税

た。そこで、本稿では四方・田中（2016）の手

等の額、生活意識の状況等、所得に関する項目、

法を参考にし、2004 年から 2009 年までの『国

「貯蓄票」から貯蓄現在高、貯蓄の増減状況、借

民生活基礎調査』の個票データを用いて、世帯主

入金残高等、貯蓄に関する項目を把握できる。個

とその配偶者の就労収入に限らず、その他の世帯

票データでは「所得票」と「貯蓄票」は一つのデ

＊4）この 2 つの分析方法は、Mookherjee and Shorrcks（1982）及び Shorrocks（1982）によって提唱された。
後に Jenkins（1995）により定式化が行われ、本稿はその定式を用いて変動係数の寄与度分解を行った。
ファイナンス 2017.11
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ータとして集計を行っている。
『国民生活基礎調

民税＋社会保険料＋医療保険料＋年金保険料

査』を使用するメリットは、年単位での収入等の

＋介護保険料＋その他（雇用保険等）保険料

連 載｜
日本経済を考える

把握が容易であり、『全国消費実態調査』の「年

＋固定資産税＋企業年金・個人年金等掛金）

収・貯蓄等調査票」と違い、
「所得票」に税・社

上記の 3 つの「就労収入」は全て年間収入であ

会保険料の記載があるので、可処分所得を把握す

り、雇用者所得（賞与、各種手当等を含む）
、事

ることができることにある。なお、
『全国消費実

業所得（経費等を差し引いたもの）、農耕・畜産

態調査』では、「年収・貯蓄等調査票」に世帯年

所得、家内労働所得（内職等による収入）の合計

収の記載があるが、
「年収・貯蓄等調査票」に

である。世帯員とは世帯主以外の世帯を構成する

税・社会保険料の記載が無いので、四方・田中

各人のことで、その他の世帯員とは世帯主と世帯

（2016）や大野・小玉・松本（2017）のように

主の配偶者以外で、同居かつ生計を共にしている

マイクロシュミレーションによって推計を行う必

家族のことである。次に、「資産収入」は、財産

要がある。また、分析対象世帯（使用サンプル）

所得、企業年金・個人年金等のことである。「現

の前提として、先行研究に倣って、年齢が不詳で

金給付・その他」には、公的年金・恩給、雇用保

ある世帯、各種の調査項目（所得、消費、税・保

険、児童手当等、その他の社会保障給付金、仕送

険料等全てが対象）に関して、未記入による空欄

り、その他の所得が含まれている。なお、『国民

（．
）ないしゼロ（0）
、不詳コード（999999、税・

生活基礎調査』の平成 22 年度版については児童

社会保険料については 9999 または 9998）付き

手当等が一つの項目として独立して算出されてい

について、各年度で調査項目名や表記の方法が異

るが、それ以前の調査についてはその他の社会保

なることに注意し、条件を揃えて処理を行った。

障給付金の項目に児童手当等を含む政府からの給

また、本稿で使用するウェイトは、国民生活基礎

付金が含まれている。「税・社会保険料」につい

調査の各年度の個票データに記載されているオリ

ては、税・社会保険料が一つの項目にまとめられ

ジナルの拡大乗数を使用してウェイト付けを行っ

て予め合計が記載されている項目である「拠出金

た。

合計」ないし、税と社会保険料に関する各項目を
足し上げたものを「拠出金合計」の代わりとして

4.2 所得要素の定義

用いることで算出を行っている。

以下が、本稿で用いる所得要素の定義である。
括弧内は、『国民生活基礎調査』の「所得票」
、

4.3 等価可処分所得について

「貯蓄票」における表記及び項目である。なお、

世帯の可処分所得はその世帯の世帯人員数に影

A から E を合計したものから F を引いたものが

響され、各世帯で人員数が異なるので、世帯人員

『国民生活基礎調査』における世帯の可処分所得

数で調整する必要があり、最も簡単な調整方法は

である。

「世帯の可処分所得 ÷ 世帯人員数」であるが、規

A．世帯主の就労収入

模の経済により世帯人員数が多い方が世帯人員の

B．世帯主の配偶者の就労収入

少ない世帯より一人当たりの生活費が共通の部分

C．その他の世帯員の就労収入

がある分、より割安になることが考えられる。こ

D．資産収入（財産所得、企業年金・個人年金等）

のため、世帯人員数の違いを調整するための等価

E．現金給付・その他（公的年金・恩給、雇用保

尺度として「世帯の可処分所得 ÷ 世帯人員数の平

険、児童手当、社会保障給付仕送り等）
F．税・社会保険料（拠出金合計

＊5

方根」である等価可処分所得を用いる。

＝所得税＋住

＊5）税・社会保険料の拠出金合計（税金＋社会保険料）のデータは平成 22 年度の個票のみに存在しているので、それ以
外の年度は所得税以下の各項目の足し合わせにより、拠出金合計の代わりとしている。
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等価可処分所得＝

5．世帯主年齢別の寄与度の合計
から見た所得格差の推移

可処分所得

√世帯人員数

世帯主年齢別の寄与度の合計の推移は、すなわ

等価可処分所得は先行研究や OECD の報告書
で一般的に使われており、本稿も準拠する＊6。

ち格差計の推移である。図 6 は『国民生活基礎調
査』の 20～59 歳の 2 人以上世帯の世帯主年齢別
の格差計の 2004 年～2010 年の推移であり、図 7

4.4 分析手法

は先行研究である四方・田中（2016）の『全国

本稿の分析手法は、Shorrocks（1982）
、Jenkins

消費実態調査』を用いた分析の中から対応する

（1995）による変動係数の寄与度分解を用いる。

2004 年及び 2009 年の数値を比較用に載せてい

Shorrocks（1982） は、1965 年 か ら 1980 年 ま

る。図 6 の『国民生活基礎調査』の 2004 年と図

でのイギリスの家計所得の不平等を分析した研究

7 の『全国消費実態調査』の同じく 2004 年を比

であって、この分析手法を用いた最初の研究であ

較すると、全ての年齢層において図 6 の『国民生

る。Jenkins（1995）は分析手法を定式化し、先

活基礎調査』の値が大きく、年齢が高くなるにつ

行研究である四方・田中（2016）もこの手法を

れて、その傾向が顕著になっている。個別に見て

用いている。詳細な数式は割愛するが、以下が寄

いくと、図 6 の『国民生活基礎調査』の推移につ

与度の定式である。

いては、40～49 歳以外の年齢層において、2007
年に格差が拡大した後、2010 年では 2004 年よ
りも格差が縮小ないし 30～39 歳のみ横ばいとな

Sf ＝ sf CV ＝ρfλf CVf

っている。40～49 歳については全年齢層を通し
で 2007 年より格差が拡大している。図 7 の『全

で、所得格差の数値による把握がしやすい不平等

国消費実態調査』においても、40～49 歳は他の

度指標であると言える。次の第 5 章では、寄与度

年齢層と異なり 2010 年に格差が拡大する傾向に

の合計の推移を見ることで、格差の推移のトレン

あることから、40～49 歳に何か特有の原因があ

ドを掴みたい。

ると思われる。

図6

図7

 帯主年齢 20～59 歳の 2 人以上世帯の寄与度の
世
合計の推移（国民生活基礎調査）

0.800
0.688

0.700
0.600
0.500

0.550

0.571

0.649 0.655

0.670

0.629

0.549 0.553 0.550
0.481

0.700
0.600
0.500
0.400

0.300

0.300

0.200

0.200

0.100

0.100
20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳

国民生活基礎調査2004

国民生活基礎調査2007

国民生活基礎調査2010

出所：国民生活基礎調査各年度個票より筆者作成。
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世
合計の推移（全国消費実態調査）
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て唯一、2007 年で格差が縮小し、逆に 2010 年

連 載｜

この分析手法は、各所得要素の寄与度の合計
が、世帯の総所得における格差を表しているの

0.000

0.469

0.437

0.410 0.406

0.400

0.423

0.440 0.436

20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳

全国消費実態調査 2004

全国消費実態調査 2009

出所：四方・田中（2016）をもとに筆者作成。

＊6）可処分所得＝年収－税・社会保険料
等価可処分所得は世帯の可処分所得を平方根で割って求められる。例えば、可処分所得が 100 万円の単身世帯と
144 万円の 2 人世帯（144 万円÷√2 ＝ 100 万円）が同じ所得階層に分類されることを意味する。
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図8

世帯主年齢 60 歳以上の 2 人以上世帯の寄与度の
合計の推移（国民生活基礎調査）

1.000
0.890

0.900
0.800
0.700

0.700

0.745

現金給付その他と税・社会保険料は年度による違
いはあるが、格差を縮小させる方向に寄与してい

0.890
0.799

共通であり、この結果は先行研究とも一致する。

0.729

ると言える。

0.788
0.705

0.698

0.680 0.696

0.637

0.600

各所得要素の寄与度の傾向は年齢階層別に異な
る。先行研究では、世帯主の年齢が平均的に上昇

0.500

することによって世帯主の就労収入の寄与度も上

0.400

昇し、格差が拡大する可能性が指摘されている。

0.300

加えて、世帯主の配偶者の就業形態が年齢階層に

0.200

よって異なることも指摘されている。若年層は正

0.100

規雇用の配偶者が多いため、高所得の配偶者が多

0.000

60～64 歳

65 歳～
全年齢
20～59 歳
2007
2010
2004

出所：国民生活基礎調査各年度個票より筆者作成。

くなり、格差を拡大させている。少子高齢化及び
晩婚化に伴う世帯構造の変化が与える影響は大き
く、資産収入の格差拡大への寄与度は若年層と比
較して中高年層が大きくなってくる。

続いて図 8 についてである。図 8 の世帯主年齢
60 歳以上については先行研究の四方・田中（2016）
では触れられていないので、
『国民生活基礎調査』
から求めた値のみを記載する。全体的に図 6 と比

連 載｜

較して数値が大きく、格差が大きい傾向に有り、

図 11 は、60～64 歳における等価可処分所得の

日本経済を考える

先行研究で述べられている近年の所得格差の拡大

変動係数に対する所得要素の寄与度分解の結果で

は人口の高齢化に起因するという定説とも一致す

あり、図 12 は 65 歳以上の結果である。まず、図

る。 な お、60～64 歳 と 65 歳 以 上 の 2004 年 と

11 の 60～64 歳の世帯主の就労収入についてであ

2010 年の数値を比較すると、60～64 歳と 65 歳

るが、2007 年を除いて 20～59 歳とあまり変わ

以上の数値が逆転しており、2004 年に行われた

らず、60～64 歳においても再雇用や定年延長で

年金制度改革や 2006 年の高年齢者雇用安定法の

就労を続けている者が多いと思われる。配偶者に

改正の影響を示唆しているものと思われる。

ついても同様の傾向が見られる。その他の世帯員

6．世帯主が現役世代（20～59
歳）の世帯における所得要素
の寄与度分解

及び資産収入については、資産形成や子供の就職
による影響で、その寄与が 20～59 歳よりも大き
くなっている。また、税・社会保険料が格差縮小
への寄与の高さは 20～59 歳よりも高い傾向にあ

図 9 は『国民生活基礎調査』の現役世代の世帯

る。続いて、図 12 の 65 歳以上であるが、企業の

主年齢が 20～59 歳における等価可処分所得の各

定年は対象とする 2004 年～2010 年では 60 歳な

所得要素別の変動係数に対する寄与度分解を行っ

いし 65 歳までが一般的であるので、世帯主の就

たものである。図 10 は、四方・田中（2016）の

労収入の寄与は 20～59 歳や 60～64 歳と比較し

『全国消費実態調査』に基づく数値である。所得

て大幅に減少する。加えて、その他の世帯員の収

要素の寄与は、どの年度も世帯主の就労収入によ

入や資産収入、現金給付その他の格差拡大に占め

るものが一番大きく、格差の縮小に大きく寄与し

る寄与度が全世代を通して一番高いのが特徴であ

ているのは税・社会保険料である。この傾向は、

ると言える。

『国民生活基礎調査』も『全国消費実態調査』も
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図9
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出所：国民生活基礎調査各年度個票より筆者作成。

出所：四方・田中（2016）をもとに筆者作成。

図 11

図 12
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出所：国民生活基礎調査各年度個票より筆者作成。

8．まとめ

ゼロの世帯数が多く含まれており、分析の精度を

本稿では、世帯主年齢別に『国民生活基礎調

高める上では、それらを除外して考慮を行った分

査』を用いて、2004 年から 2010 年までの所得

析についても行うべきである。世帯主の就労収入

格差について等価可処分所得の変動係数に対する

がゼロの世帯数の合計は、2004 年が 8,478 世帯、

所得要素の寄与度分解を行った。分析を通じて、

2007 年が 8,154 世帯、2010 年は 9,535 世帯も存

世帯主の就労収入が所得格差の拡大への寄与が一

在しており、サンプル数から鑑みて無視できない

番大きく、特に 20～59 歳及び 60～64 歳では格

存在である。

2004

2007

2010

2004

2007

2010

差拡大への寄与度が大きいことが分かった。世帯

世帯主の配偶者の就労収入の寄与度は、『国民

主の就労収入の寄与度は、どの世代でも先行研究

生活基礎調査』
、
『全国消費実態調査』共に 20～

で用いた『全国消費実態調査』の値よりも『国民

59 歳の現役世代で高い。配偶者の就労収入の果

生活基礎調査』の値が大きかった。

たす役割は、現役世代での寄与が大きく、共働き

『国民生活基礎調査』では世帯主の就労収入が

日本経済を考える
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資産収入

0.000

－0.162
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－0.174

税・社会保険料

現金給付その他

－0.100

をしているか、また正規雇用なのが重要となって
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いる。高齢世代については、他の世帯員の収入及
び資産収入の寄与度が高く、同居して親と家計を
共にしている他の世帯員の就労収入と資産形成に
よって得ている資産収入の寄与の大きさが伺え
る。最後に、税・社会保険料は、どの世代・どの
年度においても、所得格差の縮小に一番大きく寄
与していると言える。税・社会保険料の再分配効
果は依然大きいものである。よって、世帯主や配
偶者個人の就労収入で見た所得格差が拡大してい
ても、税・社会保険料の負担の累進性による格差
縮小効果に相殺されて、世帯収入で見た可処分所
得の格差拡大は各個人の収入で見た場合よりも小
さいものとなっているのである。

連 載｜
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