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8.8.8.8.    日本日本日本日本のののの消費消費消費消費    

＜＜＜＜このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容＞＞＞＞    

� データでみる日本のマクロ消費／ケインズ型消費関数とライフサイクル仮説 

    

＜＜＜＜消費消費消費消費にかんするにかんするにかんするにかんする問題問題問題問題＞＞＞＞    

� 消費は GDP の 6 割程度を占める重要な指標    

図図図図 8888----1111    消費支出消費支出消費支出消費支出のののの GDPGDPGDPGDP 占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合    

    

内閣府「国民経済計算（68SNA）」より 担当者作成 (家計最終消費支出÷国内総支出) 

図図図図 8888----2222    形態別形態別形態別形態別消費消費消費消費支出支出支出支出（（（（ウエイトウエイトウエイトウエイト））））    

    
内閣府「国民経済計算（93SNA）」より 担当者作成 

 

� 消費支出は、耐久財・半耐久財・非耐久財・サービス、に分けられる 

� それらの動向は図図図図 8888----2222 に示されている。 
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� サービス支出が 5 割を超え、無視できない存在になっている。 

� また耐久財は、設備投資と同様に購入後に数年間は使用するものであり、また一般に

高額なので、景気動向の影響を受けやすい。 

� 異時点間の代替弾力性（＝金利に対する反応）は一般に耐久財のほうが高いとされる。 

→ 代替効果があるときは、金利低下時に現在の消費を優先するが、耐久財はその影

響を受けやすい（Mankiw 1985、Ogaki and Reinhart 1998 など） 

 

＜＜＜＜ケインズケインズケインズケインズ型消費関数型消費関数型消費関数型消費関数とそのとそのとそのとその限界限界限界限界＞＞＞＞    

� 消費行動について定式化されたものとして、ケインズ型消費関数がある。 

� これは可処分所得（税引き後所得・Y とする）が消費支出（C）を決定するというもの

で、以下の式であらわされる。 

YC βα +=  (α：定数項（基礎消費）、β：限界消費性向、α>0、0<β<1) 

� これは、可処分所得の増加分より消費支出の増加分が小さく、所得が上がるにしたが

って、平均消費性向（＝消費÷所得）は低下することを意味する。 

� これを日本のデータを使って推定すると、興味深い結果が得られる。 

    

表表表表 8888----1111    ケインズケインズケインズケインズ型消費関数型消費関数型消費関数型消費関数のののの推定結果推定結果推定結果推定結果    

 

 

 

 

1955:Q2-1999:Q1

係数 標準誤差 t P-値

定数項 -0.05 0.06 -0.73 0.46
限界消費性向 0.99 0.01 154.98 0.00

1955:Q2-1959:Q4

係数 標準誤差 t P-値
定数項 2.47 0.47 5.23 0.00

限界消費性向 0.65 0.06 10.45 0.00

1965:Q1-1969:Q4

係数 標準誤差 t P-値
定数項 1.93 0.47 4.12 0.00

限界消費性向 0.77 0.05 14.56 0.00

1980:Q1-1989:Q4

係数 標準誤差 t P-値
定数項 3.07 0.73 4.22 0.00

限界消費性向 0.70 0.07 10.48 0.00
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図図図図 8888----3333    長期長期長期長期とととと短期短期短期短期のケインズのケインズのケインズのケインズ型消費関数型消費関数型消費関数型消費関数    

 

内閣府「国民経済計算（68SNA）」より 担当者作成 

 

図図図図 8888----4444    長期長期長期長期とととと短期短期短期短期のケインズのケインズのケインズのケインズ型消費関数型消費関数型消費関数型消費関数とととと平均消費性向平均消費性向平均消費性向平均消費性向    

 

 

 

長期では平均消費

性向（消費÷所得） 

は一定 

短期では、所得上昇に

伴い、平均消費性向

（太線の傾き）は低下 

可処分所得 

消費 
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� 表表表表 8888----1111 によれば、長期のデータを使った場合と、短期のデータを使った場合で、結果が

大きく異なる！（もちろん、同じデータを使用している） 

� 短期では、限界消費性向が概ね 0.6 前後で、定数項が有意に正である 

� 長期では、限界消費性向が 0.8 をこえ、定数項が有意でない（0 と考えてよい）。 

� すなわち長期では、所得にかかわらず平均消費性向が一定で、ケインズ型消費関数の

前提が成立していないことがわかる。 

� その様子を図にしたものが図図図図 8888----3333・・・・図図図図 8888----4444 である。 

� なぜこのようなことが発生するのか？ ⇒ 長期の消費行動を見てみよう 
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＜＜＜＜ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル仮説仮説仮説仮説＞＞＞＞    

� 人の一生を考える。 

� 所得は上昇することはありうるが、かといって消費量が急激に増えるわけではなく、

消費消費消費消費のののの平準化行動平準化行動平準化行動平準化行動をとる（図図図図8888----5555参照）。 

� 消費者は、仮に現在の所得が増えても、将来のことも考えて貯蓄し、現在と将来の消

費量が急激に変動しないようにする（ミクロ経済学の消費の理論） 

→余剰分は貯蓄する。（図図図図8888----6666参照） 

 

� 退職後、所得がなくなると、現役時に貯蓄した分を取り崩し、生活する。 

� このようなサイクルを考えると、どのようなことがいえるのか？ 

 

� ここで消費をC、初期に保有する富をW、勤労期間をR、1年間の所得をY、人生の長さ

をTとする。貯蓄した際の利子率は0とする。T, Rは一定である。このとき、 

T
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が成立する。所得の一部は無利子で貯蓄され、それが退職後に消費に使われることに注意。 

さらにこれを変形すると、 
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が成立する。 

� ここで、W/Yは短期的には変動する。仮に短期的に1年間の所得Yは増えても、初期に

保有する富Wはあまり変化しないためである。そのため短期的短期的短期的短期的にににに所得所得所得所得がががが増加増加増加増加するとするとするとすると平平平平

均消費性向均消費性向均消費性向均消費性向はははは減少減少減少減少するするするする。。。。    →短期の状況と一致    

    

� 長期的に1年間当たりの所得Yが増えれば、初期に保有する富Wも増える。よって、長

期ではW/Yはほぼ一定になる。 

そのため長期的長期的長期的長期的にににに平均消費性向平均消費性向平均消費性向平均消費性向はははは一定一定一定一定のののの値値値値となるとなるとなるとなる。。。。→長期の状況と整合的 

  

(詳しくはマンキュー（2009）、福田・照山（2005）参照) 
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図図図図 8888----5555    2222 期間期間期間期間のののの消費平準化消費平準化消費平準化消費平準化    

 

    

図図図図8888----6666    ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル仮説仮説仮説仮説のののの概略概略概略概略    
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＜＜＜＜恒常所得仮説恒常所得仮説恒常所得仮説恒常所得仮説＞＞＞＞ 

� 所得には、恒常所得（YP）と変動所得（YT）の 2 種類がある 

� 人々は恒常所得を基準に消費を決め、変動所得（宝くじの当選金など）は貯蓄し、長

期間に分けて消費に使うので、長期的には平均消費性向は一定になる 
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