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第２章 諸外国における子供の貧困に関する指標の状況 

 

内閣府では平成 27 年度に「諸外国における子供の貧困対策に関する調査研究」を実

施し、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フランス、ドイツの子供の貧困対策のうち、

貧困実態や対策の実施状況等を把握するための指標のほか、貧困状況下にある子供とそ

の家族に対する具体的な支援に係る実情を中心に情報を収集した。 

これらの内容を基に、子供の貧困に関する指標について、今年度の調査による追加情

報を加えて、改めて整理する。 

 

1. 貧困に関する指標の考え方 

 

子供の貧困に関する指標について議論する上で、貧困に関する指標の開発の変遷につ

いてまとめられた英語文献、日本語文献をもとに貧困に関する指標の概念や諸外国等に

おける貧困に関する指標の開発状況を整理する。貧困に関する指標は、人口全体（大人

と子供両方を含む）の貧困指標、社会的排除指標1及びウェル・ビーイング指標2を基に

発展してきたことを踏まえ、ここでは子供に関する、貧困指標、社会的排除指標及びウ

ェル・ビーイング指標のみならず、人口全体に関する、貧困指標、社会的排除指標及び

ウェル・ビーイング指標も整理の対象とする。 

 
1.1. 金銭的指標3だけでなく貧困を多面的に把握する指標への発展 

 

近年の貧困に関する指標の開発状況に見られる最も大きな特徴は、金銭的指標のみで

貧困を測定する方法から多面的に貧困を把握する方法への発展である4。 

金銭的指標とは所得や支出を用いて貧困を捉える指標であり、最も典型的なものは所

得を用いた貧困率である。所得を用いた貧困率とは、人口に占める所得が一定の基準に

満たない者の割合を示す。貧困率には絶対的貧困率と相対的貧困率があり、絶対的貧困

率は、「各家計がこれ以下の所得だと食べていけない、 あるいは最低限度の生活を送る

                                                  
1 社会的排除の概念については「1．2．貧困を多面的に把握する２つのアプローチ イ．健康、

教育等様々な分野の指標を設定するアプローチ」において言及する。 
2 ウェル・ビーイングの概念については「1．2．貧困を多面的に把握する２つのアプローチ イ．

健康、教育等様々な分野の指標を設定するアプローチ」において言及する。 
3 金銭的指標とは英語で多用される“monetary indicator”の訳であり、所得や消費を用いて貧

困を捉える指標を意味する。 
4 阿部彩他（2013）「先進諸国における貧困指標の状況」厚生労働科学研究費補助金政策科学総

合研究事業（政策科学推進研究事業）『貧困・格差の実態と貧困対策の効果に関する研究』（研

究代表者 阿部彩）平成 24 年度総括研究報告書別冊１ 



 

6 

ことができない、といった絶対的な水準」5に注目する貧困率であり、相対的貧困率は

「自分たちが所属する社会で慣習となっているような社会的諸活動への参加が不可能

である状態, あるいは社会で必要とされる社会的資源において欠乏が生じているよう

な状態」6を捉える貧困率である。貧困率が典型的な指標とされていることには、所得

が生活の水準を保つために不可欠であるという理由や、所得に関する統計調査が整備さ

れているといった理由が挙げられる7。 

先進国においては、相対的貧困率が広く取り入られている。相対的貧困率には種々の

算出方法があるが、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等

を除いたいわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の

半分の額を貧困線として設定している。世帯の等価可処分所得がこの貧困線未満である

世帯に暮らす者の人口に占める割合を算出する手法が OECD で採用され、広く活用され

ている8,9。 

しかし、所得や支出を用いた金銭的指標は、学習支援などの現物給付や家族の介護な

どの非金銭的な負担が反映されない、資産などのストック、ローンなどの負債が反映さ

れないなどの問題を抱えており、生活水準を保つための資源（＝金銭）の状況は示して

いるが、生活水準そのものを示しているとは言えないという制約を抱えていることが指

摘され、近年においては、金銭的指標のみでは貧困を十分に把握しできないとの認識が

研究者の間では広く共有されている10。 

                                                  
5 橘木俊詔・浦川邦夫（2007）「日本の貧困と労働に関する実証分析」,日本労働研究雑誌,563,5. 
6 前掲 5, 6 頁。 
7 前掲 4 
8 厚生労働省 「国民生活基礎調査（貧困率）よくあるご質問」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21a-01.pdf 
9 この他にも、例えば、貧困線を中央値の半分ではなく 60%に設定する、平方根ではない等価尺

度を用いて算出された等価可処分所得を用いる等の方法がある。 
10 貧困測定における金銭的指標の限界に関する指摘をまとめた文献は以下に挙げるほか、多数

存在する。 

・阿部彩他 (2013) 前掲 4 
・Notten, G. and C. de Neubourg. (2007).s “Poverty in Europe and the USA, Exchanging 

Official Measurement Methods”, Maastricht Graduate School of Governance Working Paper 
2007/005. 

・Notten G. and C. de Neubourg. (2011). “Monitoring Absolute and Relative Poverty: 'Not 

Enough' Is Not the Same as ‘Much Less'”, Review of Income and Wealth, 57(2), 247-269.   
 ・Roelen, K., F. Gassmann, and C. de Neubourg. (2010). “Child Poverty in Vietnam - 

Providing Insights Using a Country-Specific and Multidimensional  Model”, Social 
Indicators Research, 98(1), 129-145. 

・Roelen, K., F.Gassmann and C. de Neubourg. (2011). “False Positives or Hidden Dimensions 

- What Can Monetary and Multidimensional Measurement Tell Us about Child Poverty?”, 

International Journal of Social Welfare, 21(4), 393-407. 
・Thorbecke, E. (2008). “Multidimensional Poverty: Conceptual and Measurement Issues”, 

in Kakwani, N. and J. Silber. (eds.), The Many Dimensions of Poverty, New York, Palgrave 
MacMillan. 
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このような背景から、貧困に関する指標には金銭的指標に加え、教育機会、健康、社

会参加等、貧困の非金銭的な側面を捉える指標を追加し、貧困を多面的に捉える動きが

見られる。 

 

1.2. 貧困を多面的に把握する２つのアプローチ 

 

貧困を多面的に把握しようとする動きは、国際的には以下の二つのアプローチに集約

することが可能である11。 

 

ア．相対的貧困率と物質的はく奪指標を併用するアプローチ 
 

物質的はく奪指標とはその国で典型的に保持・享受するものとされている財・サービ

スの欠如を示す指標である。所得だけでは測れない生活の質を把握する試みとして、イ

ギリスの研究者、タウンゼントの 1979 年の調査から始まった貧困の測定方法である12,13。 

1979 年のタウンゼントの調査以降も、所得と財・サービスの欠如状態の両方を含む

統計調査はほぼ存在せず、所得を用いた貧困率のみを貧困指標として用いるのが主流で

あったが、1994 年の欧州共同体世帯パネル調査14の開始、そして 1992 年にイギリスの

家計資源調査15が開始されたのを皮切りに物質的はく奪に関する調査の必要性が認知さ

れていった16。現在では貧困の金銭的な側面と非金銭的な側面の両方を捉えることの重

要性が多く指摘17されており、貧困率と物質的はく奪指標の両方を活用している例が EU

                                                                                                                                                  
・Tsui, K. (2002). “Multidimensional Poverty Indices”, Social Choice and Welfare，
19，69–93.  

11 前掲 4 
12 Townsend, P.(1979). Poverty in the United Kingdom, London, Allen Lane and Penguin Books. 
13 物質的はく奪指標の概念や使用方法等の詳細については第 6章で述べる。 
14 欧州共同体世帯パネル調査（ECHP: European Community Household Panel）は 1994 年から 2001

年の 8年間実施され、2003 年以降は所得と生活水準統計（EU-SILC)に移行した。(参考: 

Eurostat (no date). “European Community Household Panel (ECHP)”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-community-household-panel 
15 Family Resources Survey(FRS)のことを指す。（参考：UK Office of National Statistics. (no 

date.) 

https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforhouseholdsandindividuals/householdandin

dividualsurveys/familyresourcessurveyfrs） 
16 Bradshaw, J and Finch, N.(2003).“Overlaps in Dimensions of Poverty”, Journal of Social 
Policy, 32, 4, 513-525. 

17 例えば以下の文献が挙げられる。 

・Ringen, S.(2006 [1987]). The possibility of politics: A study in the political economy 
of the welfare state, Oxford, Oxford University Press. 

・Ringen, S.(1988). “Direct and indirect measures of poverty”, Journal of Social Policy, 
17(3), 351–365. 

・Nolan, B. and Whelan, C. (1996). Resources, deprivation and poverty, Oxford, Oxford 
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を中心に見られる。 

具体的には、EUでは、2020年までのEUの政策基本方針である「欧州2020(Europe2020)」

の柱の 1つとして「国ごとの貧困又は社会的排除のリスクがある欧州市民の数を25％、

2,000 万人削減する」という貧困と社会的排除の目標を設定し、「貧困又は社会的排除

のリスクがある」者を指標として設定している。「貧困又は社会的排除のリスクがある

者」とは、「相対的貧困の状況」、「物質的はく奪の状況」及び「非常に低い就業密度（就

労可能月数に対して実際就労した月数の割合）の状況」のうち、いずれか一つでも該当

している世帯に暮らす者を指す18。ＥＵの目標を受けて、各国が指標を設定している19。 

 

図表 2-1 欧州 2020 における「貧困と社会的排除」を構成する状況 

指標構成項目20 定義 

相対的貧困の状況 居住国での等価可処分所得の中央値の 60％未満である世帯 

物質的はく奪の状況 

「家賃や公共料金の支払」「適切な暖房設備」「予期せぬ出費」「一日おき
の肉や魚などのたんぱく質の摂取」「年に一度の１週間の休暇（自宅以
外）」「自家用車」「洗濯機」「カラーテレビ」「電話（携帯電話を含む）」の 9
項目のうち、4 項目以上についてまかなえない世帯 

非常に低い 
就業密度の状況 
（就労可能月数に対する 

実際就労した月数の割合） 

世帯内の成人（18～59 歳、18～24 歳の学生を除く）全員の１年間の就業
可能月数の合計に対する実際に就業した月数の合計の比率が0.2未満で
ある世帯 

 

OECD が 2008 年に公表した報告書「格差は拡大しているか：OECD 加盟国における所得

分布と貧困」21は、所得に関する統計の分析が主眼としているが、「所得では捉えられな

い貧困の側面：物質的はく奪の指標から何が学べるか」と題する章において、相対的貧

                                                                                                                                                  
University Press. 

・Short K. (2003). “Material and Financial Hardship and Alternative Poverty Measures”, 

paper presented at the 163th annual meeting of the American Statistical Association.  
18 EU Social Protection Committee Indicators Sub-group (2013). 

“EU social indicators - Europe 2020 poverty and social exclusion target” 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10421&langId=en 
19 子供の貧困に係るものではない。非就業世帯に暮らす人の割合や長期的失業者の数など、各

国の状況に見合った指標をそれぞれ設定し、目標を立てている。EU と同じ「貧困又は社会的排

除のリスクがある者」を指標として目標を立てているのは、28 か国中 19 か国（ベルギー、チ

ェコ、ギリシャ、スペイン、イタリア、キプロス、リトアニア、ハンガリー、マルタ、オース

トリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、フ

ランス、クロアチア、ルクセンブルク）である。（European Commission,“Overview of Europe 

2020 Targets” http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf） 
20 前掲 18 
21 OECD(2008). Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, Paris, 
OECD. (日本語訳：OECD（編著）小島克久・金子能宏（翻訳）(2010)『格差は拡大しているか：

OECD 加盟国における所得分布と貧困』明石書店) 
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困率や貧困ギャップ率といった所得に基づく指標のみならず、物質的はく奪指標も用い

た貧困に関する国際比較を行っている22。物質的はく奪指標については、「適切に家を暖

めることができない」「食生活に金銭的な理由で制約がある」「住宅が人数に対して狭い」

「貧しい居住環境にある」「公共料金等の請求に対する支払ができない」「家賃や地代の

請求に対する支払いができない」「家計収支が赤字になることがある」23,24の７項目によ

る構成項目のうち２項目以上当てはまる世帯の割合、３項目以上当てはまる世帯の割合、

という形の項目数別の比較や、世帯主が就業年齢の世帯のうち２項目以上当てはまる世

帯の割合の比較等様々な国際比較をしている25。 

また、ユニセフ・イノチェンティ研究所の「レポート・カード 10 先進国の子供の貧

困」26,27において、子供の相対的貧困率や貧困ギャップ率といった所得に基づく金銭的

指標に加え、子供の物質的はく奪指標を用いた先進国の国際比較をしている28。子供の

物質的はく奪指標を構成する項目は「１日３食摂取」「肉・魚又は代替するタンパク源

を 1日 1 回摂取」「新鮮な野菜・果物を１日１回摂取」「子供の年齢と知識水準に適した

本（教科書を除く）の所持」「屋外レジャー用品（自転車、ローラースケートなど）の

所持」「定期的なレジャー活動を行う」「子供１人につき１つ以上の屋内ゲーム（知育玩

具・積木・盤ゲーム、コンピューター・ゲームなど）の所持」「修学旅行や学校行事の

参加費を支出できる」「宿題をするのに十分な広さと照明がある静かな場所がある」「イ

ンターネットへ接続できる」「新品の衣服（中古品を除く）の所持」「ぴったりの寸法の

靴２足（１足は全天候型）の所持」「時々友達を遊びや食事のために家に呼ぶことがで

きる」「誕生日、命名日、宗教行事などのお祝いができる」29の１４項目から構成され、

                                                  
22 前掲 4 
23 項目の日本語訳は阿部彩他(2013)（前掲 4）に基づく。 
24 この分析にあたっては、OECD が項目の定義付けを行い各国において社会調査を実施したので

はなく、各国の既存の社会調査を構成項目に当てはめため、各項目の具体的な定義は国によっ

て異なる。例えば「食生活に金銭的な制約がある」の定義は、ヨーロッパ諸国では「隔日で肉、

魚又は代替するタンパク源を金銭的な理由で摂取することができなかった」であり、オースト

ラリアでは「金銭的な理由で食事を摂取できないことがあった」である。 
25 このレポートにおいて、日本は相対的貧困率や貧困ギャップ率の所得を用いた指標と物質的

はく奪指標の両方の国際比較に含まれている。物質的はく奪指標には後藤玲子ら（2004）によ

る平成 15 年度社会生活調査が使用されている。（参考：厚生労働科学研究費補助金政策科学推

進研究事業『公的扶助システムのあり方に関する実証的・理論的研究』 平成 13 年度-15 年度

総合研究報告書 : 平成 15 年度総括研究報告書（研究代表者 後藤玲子） 
26 UNICEF (2012). Measuring Child Poverty: New league table of child poverty in the world’s 
rich countries, Innocenti Report Card 10, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre. 

27 題名の日本語訳は日本ユニセフ協会の訳に基づく。（参考：日本ユニセフ協会「レポートカー

ド（Report Card）シリーズ」https://www.unicef.or.jp/library/reportcard/） 
28 このレポートにおいて、日本は相対的貧困率や貧困ギャップ率の所得を用いた指標の国際比

較には含まれているが、子供の物質的はく奪指標に使用できる統計調査が日本には存在しない

ため、物質的はく奪指標の国際比較に日本は含まれていない。 
29 項目の日本語訳は一部、ユニセフ・イノチェンティ研究所・阿部彩・竹沢純子(2013)「イノ

チェンティ レポートカード 11 先進国における子どもの幸福度―日本との比較 特別編集版」



 

10 

そのうち２項目以上欠如している世帯に暮らす子供の割合、３項目以上欠如している世

帯に暮らす子供の割合という形で国際比較している。 

 

イ．健康、教育等様々な分野の指標を設定するアプローチ 

 

1.1.において述べたとおり、生活水準は金銭的・物質的な充足度だけではなく、非金

銭的・非物質的な状況によっても左右され、「生活の質」を多面的に捉えることが重要

である。このため、幅広い非金銭的・非物質的な指標を追加し、貧困を多面的に捉える

動きが見られる30。これは貧困、社会的排除、ウェル・ビーイングといった社会の状態

を、所得や支出などの金銭的指標より広い概念に定義し直そうという試みであり、健康、

教育、社会参加の度合い等を含めた生活の質を測ることを目的としている。ここでいう

社会的排除とは、物質的・金銭的欠如のみならず、居住、教育、保健、社会サービス、

就労などの生活の複数の側面において個人が排除され、社会的交流や社会参加さえも阻

まれ、徐々に社会の周縁に追いやられていくことを指す31。また、ウェル・ビーイング

とは個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあるこ

とを意味する概念である32。これらの指標は、様々な分野における状況（いわゆるアウ

トカム）を捉えており、貧困に関する具体的な数値目標というよりも状況の把握に活用

されることが多い。 

２.において詳述するが、国連開発計画「多次元貧困指数」、OECD「子供の福祉を改善

する報告書」、ユニセフ「レポートカード 7: 先進国における子供の幸せ：生活と福祉

の総合的評価」及び「レポートカード 11: 先進国における子供の幸福度」、 EU「社会

的保護委員会 から欧州委員会への勧告書：子供の貧困対策・予防と子供のウェル・ビ

ーイングの推進」及び「社会的包摂関連指標（旧ラーケン指標）」、イギリス労働年金省・

教育省「子供の貧困戦略 2014-2017」、イギリス労働年金省「より良い子供の貧困指標

作成のための検討報告書」、フランス国立貧困・社会的排除監視機構「貧困と社会的排

除の指標」、ドイツ連邦政府「連邦政府貧富報告書」、アメリカ子供と家族の統計に関す

る連邦政府フォーラム「子供のウェル・ビーイング指標」、スウェーデン子供オンブズ

マン局「子供のウェル・ビーイング指標」は、貧困や社会的排除状況にある人々の割合

や人数を示す様々な指標を設定している（相対的貧困率、物質的はく奪指標、長期失業

者数、早期学校退学率、低学力の子供の割合、社会とのつながりがない人の割合等）。 

国連開発計画「人間開発指数」や OECD「より良い暮らし指標」は、社会の発展その

ものを GDP といった金銭的指標よりも幅広い指標を使用し測定しようとする試みであ

                                                                                                                                                  
日本ユニセフ協会に基づく 

30 このような議論は先行研究に多くみられる。文献の例として脚注 17 を参照。 
31 社会的排除リスク調査チーム (2012)「社会的排除にいたるプロセス～若年ケース・スタディ

からみる排除の過程～」内閣官房社会的包摂推進室・内閣府政策統括官(経済社会システム担当) 
32 小池由佳・山縣文治(2010)『社会的養護』ミネルヴァ書房 
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るため、人々の数や割合を測る指標に加え、ある国における社会全体の平均的な状況を

示す指標を設定している（平均余命、平均等価可処分所得、一人あたりの平均部屋数、

平均賃金等）。 

 

図表 2-2 健康、教育等様々な分野の指標に関する指標を設定するアプローチを用いた 

指標・報告書の一覧 

地域・国・国際機関  

国連開発計画 ü 人間開発指数（HDI: Human Development Index）33 
ü 多次元貧困指数（MPI: Multidimensional Poverty Index）34 

OECD ü より良い暮らし指標（Better Life Index）35 
ü 2009 年「子供の福祉を改善する報告書」（Doing Better for 

Children）36 

ユニセフ・イノチェンティ研究所 
 

ü 2007 年 「レポートカード 7: 先進国における子供の幸せ：生
活と福祉の総合的評価 (Report Card 7: Child poverty in 
perspective: An overview of child well-being in rich 
countries)」37 

ü 2013 年 「レポートカード 11: 先進国における子供の幸福度
（ Report card11:  Child Well-being in rich countries: A 
comparative overview）」38 

EU ü 「社会的包摂関連指標 （Social Inclusion Portofolio） (旧ラ
ーケン指標)」39 

ü 2012 年「社会的保護委員会40から欧州委員会からの勧告
書：子供の貧困対策・予防と子供のウェル・ビーイングの推
進（SPC Advisory Report to the European Commission on 
Tackling and Preventing Child Poverty, Promoting Child 
Well-Being）41」 

                                                  
33 UNDP (no date), “Human Development Index (HDI)”, 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
34 UNDP (no date), “Multidimensional Poverty Index (MPI)”, 

http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi 
35 OECD (2017). “Better Life Index”, http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 
36 OECD (2009). Doing Better for Children, Paris, OECD. 
37 UNICEF (2007). Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich 
countries, Innocenti Report Card 7, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre. 
 (国立教育政策研究所（翻訳）(2010)『先進国における子どもの幸せ』） 

38 UNICEF (2013). Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview, Innocenti 
Report Card 11, Florence, UNICEF Office of Research.  

39  Social Protection Committee Indicators Sub-group (2015). Portfolio of EU social 
indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection 
and social inclusion (2015 update), Belgium, European Union.  

40 加盟国及び欧州委員会間での各加盟国、欧州委員会から 2 名ずつ委員が選任されて構成。社
会状況及び各国社会保護制度の整備状況のモニタリング、加盟国及び欧州委員会間でのベス
ト・プラクティスの共有、閣僚理事会からの求めに応じた報告書の作成・意見具申等を行うた
めの諮問機関（参考：独立行政法人 労働政策研究・研修機構（2013）「第 12 章 社会的保
護（社会保障、社会福祉）に関する政策」『ＥＵの雇用・社会政策』海外労働情報, 13－09） 

41 Social Protection Committee (2012). SPC Advisory Report to the European Commission on 
Tackling and preventing child poverty, promoting child well-being, Brussels, European 
Union. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7849&langId=en 
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イギリス労働年金省・教育省 ü 「子供の貧困戦略 2014-2017 （Child Poverty Strategy 
2014-2017）」42に掲げられた子供の貧困戦略指標 

ü 2012 年「より良い子供の貧困指標作成のための検討報告
書」43 

アメリカ 子供と家族の統計に関
する連邦政府フォーラム 

ü 子供のウェル・ビーイング指標（America’s Children: Key 
National Indicators of Well-Being）44 

スウェーデン子供オンブズマン局  ü 子供のウェル・ビーイング指標（Living Conditions Survey of 
Children）45 

フランス国立貧困・社会的排除
監視機構 

ü ONPES の指標（Indicateurs de l’ONPES）46 

ドイツ連邦政府 ü 連邦政府貧富報告書（ARB: der Armus-und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung）47 

 
2. 健康、教育等様々な分野の指標を設定するアプローチを用いた貧困に関す

る指標の設定状況 
 

日本においては、相対的貧困率のみならず、25 の指標で多面的に子供の貧困を捉え

ているところである。これは健康、教育等様々な分野の指標を設定するアプローチに当

てはまると言える。よってこのアプローチを用いた貧困に関する指標の設定状況をより

詳細に概観し、その選定基準や分類方法を参考にすることとする。 

指標の内容から、子供の貧困に関する指標（子供の貧困に着目した指標）、人口全体

の貧困に関する指標（大人も含む貧困に着目した指標）、子供のウェル・ビーイング指

標（より子供のウェル・ビーイングに着目した指標）、人口全体のウェル・ビーイング

指標（大人も含むウェル・ビーイングに着目した指標）の順に概観していく48。 

                                                  
42 UK Department of Education (2014). Child Poverty Strategy 2014 – 2017, UK, The Stationery 
Office. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324103/Ch

ild_poverty_strategy.pdf 
43 UK Department for Work and Pensions (2012).Measuring Child Poverty: A consultation on 

better measures of child poverty, UK, The Stationery Office. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228829/848

3.pdf 
44 Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics (no date). “America's Children: 
Key National Indicators of Well-Being”. https://www.childstats.gov/americaschildren/ 

45 Nyman, A. and A. Raneke. (2011). Statistics on child well-being in Sweden, Statistics 
Sweden. https://www.oecd.org/els/soc/48959737.pdf 

46 L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES)(2015),  

“Indicateurs-de-l-ONPES”. http://www.onpes.gouv.fr/Indicateurs-de-l-ONPES.html 
47 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (no date). “Armuts -und Reichtumsbericht” 

http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Berichte/5-arb-langf

assung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
48 貧困と社会的排除は異なる概念であるが、密接に関係しており、ＥＵ、フランス、ドイツで

は貧困と社会的排除の両方を捉える指標を設定している。ＥＵにおいて社会的排除とは、貧困、

基本的な能力の欠如、生涯にわたる学習の機会の不足又は差別によって、特定の個人又は集団

が社会の周縁に追いやられ、社会参加から阻外されてしまうのに至るプロセスを指すとしてい

る。したがって、社会的排除を測る指標は、貧困を測る指標に含まれるものとして整理した。
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2.1. 子供の貧困に関する指標 

 
①イギリス労働年金省・教育省「子供の貧困戦略 2014-2017（Child Poverty Strategy 

2014-2017）」 
 

イギリスでは労働年金省と教育省が協働し、2011 年 4 月「子供の貧困戦略（Child 

Poverty Strategy）」を策定したが、その中で 15 項目からなる子供の貧困戦略指標が設

定されている49。2014 年 6 月には第二次子供の貧困戦略が策定されたが、指標に変更は

なかった50,51。 

子供の貧困戦略においては、指標の選定基準については明言していないものの、国家

戦略の進捗状況を把握するための指標であること、政府が取り組む他の計画と密接に連

携した指標であることが述べられている52。 

各指標は、研究者らによって示されたエビデンスに基づいて設定されており、指標の

改善の方向性（上昇すべきか、減少すべきか、困窮している世帯とその他の世帯の差が

縮まるべきか）が明確になるように設定したとされている。また、指標の対象地域は必

ずしも全国ではなく、一部項目はイングランドのみ、イングランドとウェールズのみを

対象地域としている53。 

 

図表 2-3 イギリス「子供の貧困戦略 2014-2017」における子供の貧困戦略指標 

指標の分類 具体的な指標項目54 

①家庭の資産 

（５項目） 

相対的低所得55 等価可処分所得が中央値の 60%未満の世帯に暮らす子供の割合 
絶対的低所得 等価可処分所得が 2010/11 年度の中央値の 60%未満の世帯に暮らす

子供の割合。所得は 2010/11 年度の物価指数によって調整する。 
低所得と物質的は

く奪の複合 
等価可処分所得が中央値の 70％未満でかつ物質的はく奪状態56にあ

る世帯に暮らす子供の割合 

                                                                                                                                                  
（European Union Council (2004). Joint report by the Comission and the Council on social 
inclusion.） 

49 UK Department of Education (2011). A new approach to child poverty: tackling the causes 
of disadvantage and transforming families' lives, UK, The Stationery Office. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/177031/CM-

8061.pdf 
50 前掲 42 
51 政権交代後のイギリスでは 2016 年福祉改革及び労働法（Welfare Reform and Work Act 2016）

によって 2013 年子供の貧困法（Child Poverty Act 2013）の内容に改正がなされた後は、子供

の貧困の担当をしていた部署(Child Poverty Unit)も大幅に縮小されており、これらの指標に

関しての報告もみられない。 
52 前掲 49 
53 前掲 49 
54 株式会社 SELC（2016）「諸外国における子供の貧困対策に関する調査研究 報告書」（平成 28

年度内閣府政策統括官（共生社会政策担当）委託）を参考にし、一部加筆修正した。 
55 「子供の貧困戦略 2014-2017」においては、相対的低所得（Relative Low Income）という表

現が使われているが、指標の内容は相対的貧困率と同じである。 
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慢性的な貧困 過去 4 年の間に 3 年以上にわたり等価可処分所得が中央値の 60％未

満であった世帯に暮らす子供の割合 

深刻な貧困 等価可処分所得が中央値の 50％未満でかつ物質的はく奪状態57にあ

る世帯に暮らす子供の割合 

②家庭の就業環境 

（３項目） 

非就業者世帯に暮

らす子供 
非就業者世帯58に暮らす子供の割合 

就労世帯の貧困 世帯員のうち少なくとも 1 人は就労しているが、相対的低所得59である

世帯に暮らす子供の割合 
児童・生徒期から

労働市場への移行 
（ⅰ）全日制又は定時制の教育や職業訓練に参加している 18～24 歳の

者の割合 

（ⅱ）就労しておらず、全日制の教育又は職業訓練に参加していない 18

～24 歳の者の割合 
③子供のライフチ

ャンス60 
（７項目） 

低出生体重児出生

率の差 

社会階級 1～4 の家庭の子供と社会階級 5～861の家庭の子供につい

て、出生時体重が 2,500g 未満の新生児の割合の差 

子供の発達 （ティッケル・レビュー62の考察に基づき、さまざまな社会的背景を持つ 5

歳以下の子供の就学準備度の格差を把握する指標を開発予定。） 

                                                                                                                                                  
56 物質的はく奪に関する 21 項目のうち、経済的理由により所有していない項目数を、ウェイト

付けした上で合計し、その点数が基準値を超えた場合、物質的はく奪状態とする。項目や算出

方法の詳細については第６章で述べる。 
57 同上 
58 16 歳以上の世帯員が誰も就労していない世帯を指す。失業者（就業しておらず就業する意思

のある者）と非活動者（定年退職、就学、障害を持っているなどの理由で就業していない者）

のどちらも含む。（参：UK Office of National Statistics (2015). “Labour Force Survey (LFS) 

QMI”. 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeet

ypes/qmis/labourforcesurveylfsqmi） 
59 算出方法は同表の「相対的低所得」を参照。 
60 ライフチャンスを確保することとは、つまり、貧困の子供が再び貧困に陥らないよう、社会

移動の可能性を確保することであると言える。（参考：大澤真平(2008)「子どもの経験の不平等」

教育福祉研究,14,1-13.） 
61 社会階級は 8 段階に分類されている。1: 上級管理職及び専門職、2:下級管理職及び専門職、

3:准専門職、 4:中小企業雇主及び自営業者、 5:下級管理職及び技術職、 6:准定型職、 7:定

型職、 8:完全非就業者及び長期非就業者 
62 イギリスの研究者 Dame Clare Tickell 氏によりイギリス政府・教育省に提出された乳幼児期

基礎段階に関するレビュー論文を指す。 

Tickell, D.C.（2011）.The Early Years： Foundations for life, health and learning： An 
Independent Report on the Early Years Foundation Stage to Her Majesty's Government, London, 
UK Department for Education. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/180919/DFE

-00177-2011.pdf 
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学校及び継続教育
63での学習到達度 

①キーステージ２64における、給食費免除65を受けている子供とその他

の子供との間の読み書き及び算数の学習到達度の差 

②キーステージ４66における、給食費免除を受けている子供と、その他

の子供との間の基礎到達度（全国統一試験（GCSEs）の英語及び数学

の成績が A*～C 評価であった子供の割合）の差 

③給食費免除を受けていた子供とその他の子供との間の 19 歳時点で

のレベル 367到達度の差。以下の(a)及び(b)にわけて算出する。 

（a）２つ以上の科目で A レベル68を達成した者の割合の差 

（b）その他 A レベル相当と見なされる資格を保有している者の割合の差 

高等教育への進学 15 歳時点で給食費免除を受けていた生徒とその他の生徒の、19 歳時

における高等教育への進学率の差 

10 代の妊娠 15 歳から 17 歳の女性の 1,000 人あたり妊娠率 

若年犯罪 初めて懲戒、警告、有罪判決を受けた、10 歳から 17 歳までの若年者数 

家族構成 相対的低所得である世帯に暮らす子供の割合。以下の世帯類型別に

算出。 

 （a）親が結婚している又はシビルパートナーシップ69である世帯 

 （b）親が同居している世帯 

 （c）ひとり親世帯 

 

  

                                                  
63 イギリスにおいて、継続教育とは義務教育（中等教育）を終えた後での段階で行われる教育

課程を指すが、大学によって提供される高等教育とは区別されたものを指す用語であり、基本

的に職業教育を指す。（参考：独立行政法人労働政策研究・研修機構 (2004) 「イギリスにお

ける職業訓練と指導者等の資格要件」労働政策研究報告書, No.16.） 
64 イギリスの教育段階は、1988 年の教育改革法により制定されたカリキュラムに基づいて 4つ

のキーステージ(Key Stage 1:5～7 歳、Key Stage 2:7～11 歳、Key Stage 3:11～14 歳、Key Stage 

4:14～16 歳)に分かれる。(参考：独立行政法人労働政策研究・研修機構「イギリスの学校制度

と職業教育」http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2004_6/england_01.html) 
65 イギリスにおいて学校給食は有料であるが、親が所得補助や失業手当等、特定の社会保障を

受けている場合、免除される。 
66 前掲 64 
67 レベル 3とはイギリスの資格枠組みにおける基準である。資格枠組みとは、職業能力開発総

合大学校(2011)「欧州教育訓練政策重要用語集」によると、「一群の基準（たとえば資格レベ

ル説明指標を使うなど）に沿って、特定のレベルの学習成果に適用される各国・部門レベルな

どの資格を分類・開発するための仕組み」である。イギリスの資格枠組みでは資格が 9段階評

価されており、レベル 3とは下から 4番目の段階である。これは普通教育の初等・前期中等教

育修了と同等のレベルである。（参考：独立行政法人労働政策研究・研修機構（2017）『諸外国

における教育訓練制度 ―アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス―』JILPT 資料シリー

ズ,194,29-53.） 
68 正式には「一般教育修了上級レベル（GCE-A レベル：General Certificate of Education, 

Advanced Level）」のこと。大学への入学に必要な一般教育証明試験。 
69 2004 年施行の「シビル・パートナーシップ法（Civil Partnership Act）により法的に承認さ

れることとなった婚姻に準ずる同性同士の関係。「結婚（marriage）」という言葉が異性間の関

係を指すものとして法律で定義されているため、結婚ではなくシビル・パートナーシップと呼

ばれる。(参考：UK (2004) Civil Partnership Act 2004 Chapter 33, UK, The Stationery Office. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33) 
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②イギリス労働年金省 2012 年「より良い子供の貧困指標作成のための検討報告書 

(Measuring Child Poverty: A consultation on better measures of child poverty)」70  
 

イギリスでは、労働年金省と教育省が協働して、より良い子供の貧困指標作成のため

の検討会を設け、2012 年に報告書「より良い子供の貧困指標作成のための検討報告書

（Measuring Child Poverty: A consultation on better measures of child poverty）」

として取りまとめている。 

報告書では、８つの分野を設定し、各分野について子供の貧困との関連や先行研究の

内容を紹介している。子供の貧困の状況を把握するという目的と子供たちのライフチャ

ンスを確保する71という目的に対して各分野がなぜ重要であるかを説明しているもので

あり、新たな指標とその測定方法について具体的に示しているものではない。今後新た

な調査が必要となるものも含めて、どのような指標を設定すれば子供の貧困をより正し

く捉えることができるかを検討している。また、これら８分野の指標にウェイトを付け

集約した複合指標を作りたいという意向も述べられている。 

2013 年、政府による政策の実施状況を独立して監視評価する機関である社会移動及

び子供の貧困委員会からこの報告書に対する意見書（「より良い子供の貧困指標作成の

ための検討報告書に対する返答（Response to “Measuring Child Poverty: A 

consultation on better measures of child poverty”）」）72が発表され、現物給付が

反映される指標が必要であること、貧困の深度を捉える指標を検討すべきこと等が指摘

されている73。 

 

図表 2-4 イギリス「より良い子供の貧困指標作成のための検討報告書」における 
指標の選定基準 

指標の選定基準 

①貧困の多様な側面を経験しながら成長しているイギリスの子供の全数を、経年で追跡できること 

②どの属性の子供が最も支援を必要としているかがわかるよう、子供の貧困の深刻度を示すこと 

③貧困が属性の異なる子供たち（例えば少数民族の子供や障害児など）にどのように影響を与えるか

を示すこと 

④貧困の状況にある子供やそうでない子供の状況を偏りなく表しており、一般市民にも専門家にも広

く受け入れられるものであること 

⑤入手可能なもののうち、統計的に頑強であり、最も良い統計データを用いること  
                                                  
70 前掲 43 
71 ライフチャンスの定義：前掲 60 
72 Social Mobility and Child Poverty Commission (2013) Response to “Measuring Child 
Poverty: A consultation on better measures of child poverty.”  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/185682/ 

Measuring_Child_Poverty_Consultation_-_Social_Mobility_and_Child_Poverty_Commission

_Response.FINAL.pdf 
73 本報告書をもとに、イギリスで新たな子供の貧困指標を開発したという情報は、まだない。 
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図表 2-5 イギリス「より良い子供の貧困指標作成のための検討報告書」における 

指標の分類 

指標の分類 

①世帯の所得及び子供の物質的はく奪 

②世帯の非就業 

③処理できないほどの世帯の負債 

④貧しい居住環境 

⑤親の養育スキルの水準 

⑥質の高い教育へのアクセス 

⑦家族の安定性 

⑧親の健康 

 

③EU 2012 年「社会的保護委員会から欧州委員会への勧告書：子供の貧困対策・

予防と子供のウェル・ビーイングの推進（SPC Advisory Report to the European 

Commission on Tackling and Preventing Child Poverty, Promoting Child 

Well-Being） 」  

 

EU は、2020 年までの EU の政策基本方針である「欧州 2020(Europe2020)」の一部と

して、「貧困削減・社会統合推進のための戦略（The European Platform Against Poverty 

and Social Exclusion）74」を策定した75。戦略においては、「社会統合及び均等政策」、

「移民の社会統合」、「教育及び若年施策」、「社会的保護及び不可欠なサービスへのアク

セス」、「雇用へのアクセス」の５つの政策領域76,77で貧困削減・社会統合推進に取り組

むことが述べられており、それぞれの領域において 2020 年までに完了させるべきキー

アクション(重点活動事項)が設定されている78。 

                                                  
74 訳語は独立行政法人労働政策研究・研修機構（2013）「第１２章 社会的保護（社会保障、社

会福祉）に関する政策」『ＥＵの雇用・社会政策』海外労働情報, 170－186 頁を参考にした。 
75 European Commission, Communication from the Commission: Europe2020 A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth, 3 March 2010, COM(2010) 2020 final. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF  

76 ５つの政策領域の訳は「独立行政法人労働政策研究・研修機構（2013）前掲 74」を参考にし

た。 
77 この５つの政策領域のうち子供に着目しているのは「教育及び若年施策」のみであり、他の

領域では人口全体が対象になっている。 
78 European Commission, Commission Staff Working Paper: List of key initiatives, 16 
December 2010, SEC(2010) 1564 final, acoompanying document to the Communication from 
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: The European Platform against Poverty and 
Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion, 16 December 
2010, COM(2010) 758 final. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6395&langId=en 
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「教育及び若年施策」におけるキーアクション（重点活動事項）の１つとして、若年

期の貧困79の撲滅・予防のための子供の貧困の状況を把握する方法について、2012 年に

社会的保護委員会から欧州委員会に対して勧告を発表することが定められている80。こ

のキーアクションの結果が「社会的保護委員会から欧州委員会からの勧告書：子供の貧

困対策・予防と子供のウェル・ビーイングの推進（SPC Advisory Report to the European 

Commission on Tackling and Preventing Child Poverty, Promoting Child Well-Being）

81」である。 

この勧告書では 3 分野の指標計 30 項目が推薦されており、各指標は主要指標、二次

指標、背景指標82の 3 種類に分類されている。これらの指標は、欧州委員会が 2013 年に

EU 加盟国に向けて発表した勧告書「子供への投資：不利の悪循環の解決（Investing in 

Children: Breaking the Cycle of Disadvantage）83」において、子供の貧困及び社会

的排除の対策の進捗状況のモニタリングに使用すべき指標として推薦されている。 

 

図表 2-6 EU「子供の貧困対策・予防と子供のウェル・ビーイングの推進」における 
指標の選定基準 

指標の選定基準84 

【各指標】 

①問題の本質を特定し、明確かつ一般に認められた標準的解釈を持つもの 

②統計的に頑強でそれが実証されているもの 

③加盟国間で十分に国際比較可能な項目で、国際的に用いられている定義や統計調査の手法の水準

に沿ったもの 

④既存の統計を使用して開発することが可能であり、適時修正可能なもの 

⑤政策介入の効果をよく捉えるもので、数値が操作されないもの 

【指標全体】 

①欧州連合の基本原則にのっとり、主要な分野が可能な限り網羅されるように構成する 

②主要な分類間のバランスが取れるように構成する 

②各国の状況を総合的かつ透明性を持って評価できるように構成する 

 

                                                  
79 このキーアクションを定めている文書において、若年期の貧困は定義されていない。 
80 前掲 78 
81 前掲 41 
82 背景指標とは context indicator の訳である。この勧告書では、子供の貧困の一番重要な状

況（アウトカム）を捉える第一次(primary)指標、第一次指標が捉える状況をより詳細に捉える

第二次(secondary)指標、そして各加盟国における子供の貧困の背景をより良く理解するために

有用な背景（context）指標の 3種類に指標を分類している。 
83 European Union: European Commission, Comission Recommendation, Investing in children: 
breaking the cycle of disadvantage, 20 Febrary 2013, C(2013) 778 final. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf 

84 EU「ラーケン指標・社会的包括指標」の選定基準と類似している。 
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図表 2-7 EU「子供の貧困対策・予防と子供のウェル・ビーイングの推進」指標一覧 

指標の分類 
指標の 

種類 
具体的な指標項目 

①子供の貧困

と 社 会 的 排 除

の 撲 滅 と 子 供

のウェル・ビー

イングの向上に

おける総合的な

目標 

（８項目） 

主要 

指標 

貧困のリスクにあ

る子供の数 

可処分所得が低い、物質的はく奪状況に

ある、就業密度が非常に低い、の３つの項

目85に１つでも当てはまる世帯に暮らす子

供の数 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳） 

主要 

指標 

貧困のリスクにあ

る子供の割合（相

対的貧困率） 

居住国での等価可処分所得の中央値の

60％未満の収入の世帯に暮らす子供の

割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳）、世帯類型別
86 

主要 

指標 

著しいはく奪状態

にある子供の割

合（物質的はく奪

指標） 

「家賃や公共料金の支払」「適切な暖房設

備」「予期せぬ出費」「一日おきの肉や魚な

どのたんぱく質の摂取」「年に一度の１週

間の休暇（自宅以外）」「自家用車」「洗濯

機」「カラーテレビ」「電話（携帯電話を含

む）」の９項目のうち４項目以上をまかなえ

ない世帯に暮らす子供の割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳） 

主要 

指標 

就業密度が低い

世帯に暮らす子

供の割合 

世帯内の成人（18-59 歳、18-24 歳の学生

を除く）全員の１年間の就業可能月数の合

計に対する実際に就業した月数の合計の

比率が 0.2 未満である世帯に暮らす子供

の割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳） 

（検討中） 子供のはく奪指標 
（物質的はく奪指標に関するタスクフォー

ス87にて検討中） 

 

二次 

指標 

子供の貧困のリ

スクの分散 

居住国での等価可処分所得の中央値の

70％未満の収入の世帯に暮らす子供と

50%未満の収入の世帯に暮らす子供のそ

れぞれの割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳） 

二次 

指標 

慢性的に貧困の

リスクにある子供

の割合 

収入が 3 年連続で居住国での等価可処分

所得の中央値の 60％未満である世帯に

暮らす子供の割合 

0-17 歳 

                                                  
85 これら 3つの項目の定義については、図表 2-1 を参照。 
86 この指標に使用する世帯類型の詳細は記載されていない。EU 統計局では、世帯を 20 以上の類

型に分類しているが、クロス集計をする際に全ての類型で集計しているわけではなく、その集

計の目的に合った類型を用いているようである。前述の「欧州 2020(Europe2020)」 の柱の 1

つである「貧困と社会的排除」の指標である「相対的貧困率」、「物質的はく奪指標」、「就業密

度（就労可能月数に対して実際就労した月数の割合）」の最新の分析では以下の世帯類型を使用

している。1)全人口、2)扶養する子供が 1 人以上いるひとり親世帯、3)65 歳未満の単身世帯、

4)65 歳以上の単身世帯、5)扶養する子供 3人以上と成人 2人の世帯、6)2 人とも 65 歳未満の 2

人世帯、7)扶養する子供 2人と成人 2人の世帯、8)最低 1名が 65 歳以上である 2人世帯、9)

扶養する子供と成人 2人以上の世帯、10) 扶養する子供がいない成人 2人以上の世帯、11)扶養

する子供がいない成人 3人以上の世帯（参考：Eurostat (2015).“EU Statistics on Income and 

Living Condition(EU-SILC) methodology – definitions of dimensions”, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_

and_living_conditions_%28EU-SILC%29_methodology_-_definition_of_dimensions#Activity_

status） 
87 EU の物質的はく奪指標の見直しのために加盟国 11 か国の統計局、EU－SILC 分析ネットワー

ク、指標作業部会等で構成。 
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背景 

指標 

貧困のリスクにあ

る子供の割合（貧

困 線 を固 定 し た

相対的貧困率） 

世帯所得が居住国での 2005 年88の等価

可処分所得の中央値の 60％未満の世帯

に暮らす子供の割合 
0-17 歳 

② 十 分 な 資 源

へのアクセス 

（９項目） 
主要 

指標 

扶養する子供が

い る世 帯 に暮ら

す有業者の貧困

率 

扶養する子供がおり、居住国での等価可

処分所得の中央値の 60%未満である世帯

に暮らす有業者の割合 

年齢階級別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳, 12-17

歳）、世帯類型別

（ひとり親世帯及

び扶養の子供が

いる一般世帯） 

主要 

指標 

就業密度別の貧

困のリスクにある

子供の割合 

就業密度89別（とても高い（0.85-1）、高い

(0.55-0.85) 、 中 (0.45-0.55) 、 低 い (0.2- 

0.45)）居住国での等価可処分所得の中央

値の 60％未満の収入の世帯に暮らす子

供の割合 

0-17 歳 

主要 

指標 

貧困のリスクにあ

る有業者世帯の

子供の割合 

（指標作業部会90にて検討中） 

 

主要 

指標 

子供の 

貧困ギャップ率 

貧困線（居住国での等価可処分所得の中

央値の 60％の値）の値と貧困線未満の子

供がいる世帯の等価可処分所得の中央

値の差の貧困線の値に占める割合 

0-17 歳 

二次 

指標 
保育 

年齢階級別（3 歳以下、3 歳～義務教育開

始年齢）の公的保育・教育施設に預けられ

ている幼児の割合 

公 的 保 育 ・ 教 育

施設に滞在する

時間別（週 30 時

間未満・週 30 時

間以上別） 

背景 

指標  

親であることが就

労に与える影響 

0-6 歳 の 子 供 が い ない 世 帯 に 暮 ら す

20-49 歳の世帯員の就労率91と 0-6 歳の

子供がいる世帯に暮らす 20-49 歳の就労

率の差 

男女総合及び性

別 

背景 

指標 

子育てが原因で

短時間の就労を

している親の 

割合 

全就労者に占める、子育てを理由として短

時間の就労をしている（フルタイムで働い

ていない）者の割合 

男女総合及び性

別 

二次 

指標 

年金以外の社会

移転制度92の子

供の貧困削減に

対する効果  

社会移転（年金以外）前の貧困のリスクに

ある子供の割合93と社会移転後の貧困の

リスクにある子供の割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳） 

                                                  
88 貧困線を固定する年は定期的に再検討する必要があるとしている。 
89 就業密度の算出方法については同表の「就業密度が低い世帯に暮らす子供の割合」を参照。 
90 指標作業部会(ISG: Indicator’s Sub-Group)は社会的保護委員会内の部会である。  
91 対象の人口（ここでは 0-6 歳の子供がいない世帯に暮らす 20-49 歳の世帯員）に占める就労

している者の割合。 
92 社会移転制度とは、老齢年金、遺族年金、失業手当、家族関連給付、疾病・障害給付、教育

関連給付、住宅手当、社会扶助及びその他の給付を含むとされている。（参考: Eurostat(2016) 

“Glossary: Social Transfers”, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Social_transfer）  
93 算出方法は同表の「貧困のリスクにある子供の割合」を参照。 



第２章 諸外国における子供の貧困に関する指標の状況 

21 

二次 

指標 
住宅の費用の負担 

住宅費が可処分所得の 40%以上を占める

世帯に暮らす世帯員の割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳）、貧困線（居

住国での等価可

処分所得の中央

値の 60％）の上

か下か別 

③ 良 質 な サ ー

ビスへのアクセ

ス 

（１３項目） 

主要 

指標 
就学前教育 

4 歳から義務教育を開始する年齢までの

間の子供で、就学前教育に参加している

子供の割合 

性別 

主要 

指標 

読解、数学、理科

の学習習熟度 

PISA94の学習習熟度レベルが５段階中 1

以下である 15 歳児の割合 

親の学歴別、親

の出身国別 

主要 

指標 
若年ニート率 

就学・就労・職業訓練のいずれも行ってい

ない若者（ニート）の割合 
15-19 歳、性別 

二次 

指標 
早期退学者率 

18-24 歳で、前期中等教育以下までしか

修了していない者の割合 

性別、最終学歴

別 （ 初 等 教 育 修

了、前期中等教

育修了別） 

主要 

指標 
乳児死亡率 

該当年の出産数に対する同年の 1 歳未満

で亡くなった乳児の割合 

親の社会経済地

位 別 （ 詳 細 は 検

討中） 

主要 

指標 
住宅のはく奪 

「天井から雨漏りがする、壁・床・家の土台

が湿っている、窓枠や床が腐っている」「風

呂やシャワーがない」「共用でない水洗トイ

レがない」「暗すぎる、光が足りないといっ

た問題がある」の４項目のうち 1 つでも当

てはまる住宅に住んでいる世帯の世帯員

の割合 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳）、貧困線（居

住国での等価可

処分所得の中央

値の 60％）の上

か下か別 

主要 

指標 
過密住宅 

過密住宅に住んでいる者の割合。「1 世帯

につき 1 部屋ある」「1 組の夫婦につき 1 部

屋ある」「18歳以上の者に1人1部屋ある」

「12-17 歳の者に 2 人 1 部屋ある（同性の

場合）」「12-17 歳の者に 1 人 1 部屋ある

（異性の場合）」「12 歳未満の者に 2 人 1

部屋ある（同性・異性関係なし）」の 6 項目

のうち 1 つでも満たせない住居に住んでい

る世帯を過密住宅に住んでいる世帯とす

る。 

年 齢 階 級 別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳 , 12-17

歳）、貧困線（居

住国での等価可

処分所得の中央

値の 60％）の上

か下か別 

主要 

指標 

低出生体重児 

出生率 

出生体重が 2,500 グラム未満であった乳

児の数又は割合95 

 

背景 

指標 
肥満 

BMI96が 30 以上である 18-24 歳の者の割

合 
性別 

                                                  
94 PISA とは OECD が 15 歳児に対して実施する「OECD 生徒の学習到達度調査」を指す。「第 5 章

2.2.1 学力に課題のある子供の割合」で詳述。 
95 乳児の数であるか割合であるかは特定されておらず、この指標の詳細は指標作業部会によっ

て検討する予定であるとされている。 
96 体重と身長の関係から人の肥満度を示す体格指数のこと。 
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背景 

指標 
予防接種 

1 歳の誕生日までに百日咳、ジフテリア、

破傷風、ポリオ（急性灰白髄炎）の予防接

種が完了した幼児の割合及び 

2 歳の誕生日までにはしか、おたふく風邪

（流行性耳下腺炎）、風疹の予防接種が完

了した幼児の割合 

性別 

背景 

指標 
心理的苦痛 

15-24 歳の者で過去 4 週間に心理的苦痛
97を感じた者の割合 

性別 

背景 

指標 
習慣的喫煙 15-24 歳の者で毎日喫煙をする者の割合 

性別 

背景 

指標 
自殺 

15-24 歳の 10 万人に対する自殺者の割

合 

性別 

 

                                                  
97 心理的苦痛とは psychological distress の訳であり、心理的苦痛の定義は示されていない。 
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2.2. 人口全体の貧困に関する指標98 

①国連開発計画 「人間開発指数(HDI: Human Development Index)」 

 

貧困の多面性に関して論じた先行研究や国際機関の発行物において、Amartya Sen が

提唱した理論99の重要性が論じられていることが多く100,101、人間開発指数(HDI: Human 

Development Index)はその理論を基に開発された指標である102。また、②において詳述

する「多次元的貧困指数」は貧困の多面性を捉える代表的な指標の１つであるが、人間

開発指数を基に開発されている。 

この指標は、発展途上国を含む各国の人間開発103の段階を 4 段階に段階付けするため

に用いられ、以下の 3 つの指数の幾何平均として計算される。国家間の比較に用いられ、

その国の国内の貧困の分布や程度を把握することはできない。 

 

  

                                                  
98 大人と子供両方に着目した指標を指す。 
99 センは、貧困を潜在能力（capability）の不十分性・欠如としている。ケイパビリティ（潜

在能力）とは、簡潔に述べれば，人が保持・享受している財・サービスを用いてしたいと思う

ことをできる能力のことである。（参考：志賀信夫（2016）『貧困理論の再検討: 相対的貧困か

ら社会的排除へ』法律文化社) 
100 志賀信夫（2016）『貧困理論の再検討: 相対的貧困から社会的排除へ』法律文化社 
101 例えば、以下の発行物が挙げられる。 

・Bradshaw, J., Hoelscher, P. and Richardson, D. (2006). “Comparing Child Well-Being 

in OECD Countries: Concepts and Methods”, Innoccenti Working Paper, 2006-03, 
Florence, UNICEF Innocenti Research Cenre.  

・Boarini R. and Mia d’Ercole (2006). “Measures of Material Deprivation in OECD 
Countries”, Social, Employment and Migration Working Papers, no.37, Paris, OECD.  

・OECD(2013). OECD Framework for Statistics on the Distribution of Household Income, 
Consumption and Wealth, Paris, OECD. 

102 UNDP（2016）. “About Human Development”. http://hdr.undp.org/en/humandev 
103 国連開発計画は 2010 年版人間開発報告書において、人間開発の基本概念を、「人々が長寿で、

健康で、創造的な人生を送る自由」、「意義ある目標を追求する自由」、そして、「全ての人類の

共有財産である地球上で、平等かつ持続可能な開発を進めるプロセスに積極的に関わる自由」

を拡大することであると定義している。（参考：国連開発計画東京事務所（2010）プレスリリー

ス「人間開発報告書 2010：国家の真の豊かさ—人間開発への道筋」2010 年 11 月 4 日

http://www.undp.or.jp/hdr/pdf/release/101109_04.pdf） 
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図表 2-8 国連開発計画「人間開発指数」の算出方法 

〇健康 

平均余命指数＝(出生時平均余命-20)/(85-20) 

○知識 

教育指数＝1/2×就学予測年数指数＋１/2×平均就学年数指数 

・就業予測年数指数＝(就学予測年数-0)/(18-0) 

・平均就学年数指数＝(平均就学年数-0)/(15-0) 

○生活水準 

国民総所得（GNI）指数＝{ln(１人あたり GNI)-ln(100)}/{ln(75000)-ln(100)} 

 

◎人間開発指数（HDI）＝（平均余命指数×教育指数×GNI 指数）＾(1/3) 

 
※就学予測年数：25 歳以上の人が生涯を通じて教育を受けた期間の平均年数 

※平均就学年数：就学年齢の子供がその後の生涯を通じて受けると予測される 

教育の年数 

※１人あたり GNI：米ドル建ての購買力平価（PPP：Purchasing Power Parity）に換

算された１人あたり GNI を用いる 

 
※指数は全て、(実測値-最小値)/(最大値-最小値)の式によって算出される104。  

ここでの最大値・最小値は、スケールを 0～1 の間の値に変換するために設定さ

れる値であり、各国共通となっている。 

 

 

②国連開発計画 「多次元貧困指数 (MPI: Multidimensional Poverty Index)」 

 

多次元貧困指数（Multidimensional Poverty Index）は、健康、教育、生活水準の面

における貧困の程度と発生頻度を明らかにするものとして、国連開発計画により 2010

年人間開発報告書において導入された。 

多次元貧困指数は発展途上国の貧困の程度と発生頻度を明らかにすることに焦点を

当てた指標で構成されているが、貧困を多面的に捉えようとする代表的な取組であるた

め105、ここで概観することとする。 

世帯単位で、多次元貧困を構成する各項目に該当するか否かを判断し、該当する場合

には項目に応じて重み付けされた点数を加点していく。合計点が基準値以上の場合に

「貧困世帯」と定義される。最終的には、貧困下にあると定義された世帯数と世帯別得

                                                  
104 GNI 指数は自然対数（ln）を用いて対数変換してから計算している。 
105 Boarini R. and Mia d’Ercole (2006). “Measures of Material Deprivation in OECD 

Countries”, Social, Employment and Migration Working Papers, no.37, Paris, OECD. 
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点を用いた計算により、各国の MPI 指数を算出し、国家間の比較を行うことが可能な単

一指標とする。 

指数の考え方と計算の手順の概要は以下のとおりである106。 

 

図表 2-9 国連開発計画「多次元貧困指数」の選定基準と算出方法 

①個人又は世帯が貧困状態にあるか決定するのに MPI を構成する指標を総合的に判断する必要が

あるため、個人又は世帯の全ての情報が同じ調査から入手できなければならない  

②国際比較可能な統計調査では、個人単位の集計ではなく世帯単位の集計がなされているため、分

析の単位は世帯とする  

③MPI を構成する分類及び指標は人間開発指数（HDI）に基づいている107  

④各項目に該当するか否かの基準値を、国際的に合意されたミレニアム開発目標（MDG）基準に基づ

いて決定する108  

⑤満点が 1 点となるように、健康・教育・生活水準の３分野にそれぞれ同じウェイトをつける。各分野内

の項目も、全て均等にウェイトをつける  

⑥各項目につき該当する場合は 1 点が与えられ、該当しない場合は０点が与えられる。ウェイトをか

け、全項目の合計得点が満点(1 点)の 1/3 以上の世帯を貧困世帯と特定する。このとき、合計得点

が 1/3 未満の世帯（非貧困世帯）の合計得点は 0 点とする。 

⑦上記の手順で貧困世帯であると定義された世帯数と世帯別得点を用いて、貧困率と貧困強度をもと

め、その積により各国の MPI 指数を算出する  

 ・貧困率（H）＝貧困と定義された世帯の世帯員数の和÷全調査対象世帯の世帯員数の和 

 ・貧困強度（A）＝Σ（各世帯109の合計得点×各世帯員数110）÷貧困と定義された世帯の世帯員数の和 

 ・MPI＝H×A 

 

                                                  
106  Oxford Poverty and Human Development Initiative  (2011).  MPI Construction and 
analysis: Training material for producing national human development reports, Oxford, 
OPHI.  www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-RP-29a.pdf-2011.pdf  

107 各国が独自の MPI を作成する場合は市民のコンセンサスを得ながら独自の分類と指標を決定

すべきとしている。 
108 各国が独自の MPI を作成する場合はその国の政策優先度と文化に応じた基準値を設定すべき

としている。 
109 貧困世帯と特定された世帯とその他の世帯両方が対象である。 
110 同上 
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図表 2-10 国連開発計画「多次元貧困指数」を構成する項目一覧 

指標の

分類 
具体的な指標項目 ウェイト 

教育 

1.就学年数 就学経験年数が 6 年以上の世帯員がいない 
1/3×1/2

＝0.167 

2.子供の就学 学校に通うべき年齢の子供111が就学していない 
1/3×1/2

＝0.167 

健康 

3.子供の死 調査日までの過去５年間のうちに子供が亡くなった世帯 
1/3×1/2

＝0.167 

4.栄養 

栄養不足の成人又は子供がいる（15 歳以上の場合、BMI112<18.5

を栄養不足とする。15 歳未満の子供の場合、体重＜WHO 基準の 

z 値（中央値－標準偏差×2）を栄養不足とする。） 

1/3×1/2

＝0.167 

生活 

水準 

5.電力 電気の供給を受けていない 
1/3×1/6

＝0.056 

6.衛生 
改善された下水設備113がない、又は、改善された下水設備を他の世

帯と共用している 

1/3×1/6

＝0.056 

7.安全な飲料水 
安全な水が得られない、又は安全な水を入手するのに往復 30 分以

上かかる 

1/3×1/6

＝0.056 

8.床 家の床が泥、砂又は糞である 
1/3×1/6

＝0.056 

9.炊事用燃料 糞、木材又は木炭で料理をする 
1/3×1/6

＝0.056 

10.資産 
ラジオ、テレビ、電話、自転車、二輪車、冷蔵庫、自動車、トラックの

いずれも持っていない 

1/3×1/6

＝0.056 

 

                                                  
111 第 8 学年の年齢までの子供（up to grade 8）と定義されている。第 8学年は日本における中

学校２年生に当たる。 
112 前掲 96 
113 改善された下水設備とは国連がミレニアム開発目標で用いた improved sanitation という言

葉の訳であり、人間の排泄物を人間との接触から衛生的に隔離する施設・設備を指す。（参考：

United Nations (2016). “Water for Life Decade, Access to Sanitation”. 

http://www.un.org/waterforlifedecade/sanitation.shtml） 
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③EU 「社会的包摂関連指標（Social Inclusion Portofolio）（旧ラーケン指標）」114 

 

EU では、2011 年以来、社会的保護委員会とその作業部会である指標作業部会が、社

会保障（年金、医療・保健、介護）及び社会的包摂の分野における指標を開発してきた。

これらの指標の目的は、欧州 2020 の目標達成115に向け、EU 加盟国と欧州委員会が共同

で、合意した社会的保護と社会的包摂のための一連の取組の進捗状況をモニタリングす

ることである。 

これらの指標は、2001 年 12 月のベルギー、ラーケンで開催された欧州理事会116にお

いて承認を受け、通称「ラーケン指標」（図 2-11）と呼ばれるものから始まった。この

当時は社会的包摂に関する 18 項目に限られたものであったが、2001/02 年度に年金関

連の項目を、2004 年には医療・保健、介護関連の項目が追加された。指標は改定が重

ねられ、2017 年 3 月時点では 2015 年改訂版が最新となっている。2015 年改訂版の報告

書では、包括指標117、社会的包摂関連指標、年金関連指標、医療・保健・介護関連指標

の４分野に体系化して掲載されている。 

この中で、社会的包摂関連指標は貧困と社会的排除対策のモニタリングに特化した指

標であり、主要指標 13 項目、二次指標 14 項目、背景情報 15 項目が定められている。

具体的な指標項目を俯瞰すると、所得、雇用、住居、健康、教育などの分類にわたって

作成されていることがわかる。 

 

  

                                                  
114 前掲 39 
115 欧州 2020 における貧困・社会的包摂に関する目標とその指標の詳細については「第 1 章ア．

相対的貧困率と物質的はく奪指標を併用するアプローチ」を参照。 
116 政治レベルの最高協議機関。EU 加盟国首脳及び欧州理事会議長及び欧州委員会委員長により

構成。EU の発展に必要な原動力を与え一般的政治指針を策定する。（外務省（2013）「ＥＵ関連

用語集」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keyword.html） 
117 ここで包括とは Overarching の訳であり、包括指標とは社会保護・社会的包摂戦略の全体の

進捗状況の把握において特に重要だと思われる指標の分類である。社会的包摂関連指標、年金

関連指標、医療・保健・介護関連指標から重要と考えられる項目が抜粋されている。 
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図表 2-11 EU「ラーケン指標（2001）」の項目一覧 
 

ジニ係数、長期失業者比率、超長期失業率を除き、ラーケン指標（2001）は社会的包摂関連指標（2015）

に引き継がれている。引き継がれた指標の算出方法は図表 2-12 を参照。 

指標の分類 指標項目 

①主要指標 

（１０項目） 

・貧困のリスクにある者の割合（相対的貧困率） 

 （1. 性別及び年齢別、2.活動状況及び性別、3.世帯類型別、4.住居所有状況別、

5.購買力基準118・ユーロ・各加盟国通貨及び世帯類型別の 5つのクロス集計） 

・所得分位総所得比率 

・慢性的に貧困のリスクにある者の割合（総人口及び性別に算出） 

・貧困ギャップ率（総人口及び性別に算出） 

・地域別就業率の格差（総人口及び性別に算出） 

・長期失業率（総人口及び性別に算出） 

・無職の世帯に暮らす者の割合（0-60 歳人口と 0-65 歳を母数にした値をそれぞれ算

出） 

・早期退学者（総人口及び性別に算出） 

・平均寿命（総人口及び性別に算出） 

・所得階級別の健康自己評価119 

①二次指標 

（８項目） 

・貧困線周辺の貧困のリスクの拡散 

・貧困のリスクにある者の割合（貧困線を固定した相対的貧困率） 

・社会移転制度の効果 

・ジニ係数 

・慢性的に貧困のリスクにある者の割合（貧困線を居住国の等価可処分所得の中央値

の 50%とした場合）（総人口及び性別に算出） 

・長期失業者比率120（総人口及び性別に算出） 

・超長期失業率121（総人口及び性別に算出） 

・低学歴の者（年齢階級別（25-34 歳, 35-44 歳, 45-54 歳, 55-64 歳）及び性別に算

出） 

 

図表 2-12 EU「社会的包摂関連指標（2015）」の項目一覧 

指標の分類 具体的な指標項目122 

①主要指標 

（１３項目） 

貧困のリスクに

ある者の割合

（相対的貧困

率） 

等価可処分所得が中央値の 60%（貧困線）未満である

世帯に暮らす者の割合 

補完的に、単身世帯及び子供 2 人と成人 2 人によって

構成される世帯についても貧困線123を算出 

年齢階級別（17

歳以下、18-64

歳、65 歳以上）、

性別（18 歳以上） 

慢性的に貧困

のリスクにある

者の割合 

当該年とそれ以前の 3 年間のうち、2 年以上にわたっ

て等価可処分所得が貧困線以下であった者の全人口

に占める割合 

同上 

                                                  
118 購買力基準（PPS: Purchasing Power Standard）とは物価水準の違いにかかわらず、各国の

実質的な経済力を比較するために EU 統計局が用いている概念上の共通通貨。経済指標（GDP や

所得など）を各国の購買力平価で割ることで算出する。 
119 主観的健康を尋ねる設問で、自身の健康を「悪い」「とても悪い」と回答した者の割合を所得

の上位 20％、下位 20％で比較。 
120 失業者に占める 12 か月以上失業状態にある者の割合。（長期失業率は、15歳以上の生産年齢

人口に占める 12 ヶ月以上失業状態にある者の割合） 
121 労働力人口に占める超長期失業者（最低 24 ヶ月失業）の割合 
122 日本語訳は、高橋義明（2013）「欧州連合における貧困・社会的排除指標の数値目標とモニタ

リング」海外社会保障研究,No185 を参考とし、前掲の Social Protection Committee Indicators 

Sub-group (2015)(前掲 39)の情報に基づき内容を更新した。 
123 「貧困線」の定義については同表の「貧困のリスクにある者の割合（相対的貧困率）」を参照。 
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貧困ギャップ率 貧困線124の値と貧困線未満の世帯の等価可処分所得

の中央値の差の貧困線の値に占める割合 

同上 

長期失業率 15 歳以上の生産年齢人口に占める 12 ヶ月以上失業状

態にある者の割合 

性別 

（準）非就業者

世帯（就業密度

が非常に低い）

に暮らす者の割

合 

0～59 歳の者で、就業密度が非常に低い世帯125に暮ら

す者の割合 

年齢階級別（17

歳以下、18-59

歳）別、性別 

早期退学者 18～24 歳人口に占める最終学歴が前期中等教育以

下126で、調査までの 4 週間の間に教育あるいは職業訓

練を受けなかった者 

性別 

移民の雇用格差 非移民と移民の就労率の差。「移民」とは海外で生まれ

た者とする。 

性別 

物質的はく奪指

標 

「家賃や公共料金の支払」「適切な暖房設備」「予期せ

ぬ出費」「一日おきの肉や魚などのたんぱく質の摂取」

「年に一度の１週間の休暇（自宅以外）」「自家用車」「洗

濯機」「カラーテレビ」「電話（携帯電話を含む）」の９項

目のうち３項目以上についてまかなえない世帯に暮らし

ている者の割合 

年齢階級別（17

歳以下、18-59

歳）、性別、貧困

のリスクにあるか

ないか別127、都市

化の度合別128、

活動状況別129、

世帯類型別130 

住居指標 （更なる検討が必要である131）  

                                                  
124 同上 
125 図表 2-1 参照 
126 国により前期中等教育修了年齢・学年が異なるため、年齢や学年によって定義されていない。 
127 算出方法は同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
128 都市化の度合いは、その自治体の全人口に占める都市部（人口密度が 1,500 人/km2 であり、

人口が 50,000 人以上である地域）に住んでいる者の割合によって、1)都市、2)街・都市近郊、

3)地方、の 3つに分類される。（参考：Eurostat(2015). “EU Statistics on Income and Living 

Condition(EU-SILC) methodology – definitions of dimensions”. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_

and_living_conditions_%28EU-SILC%29_methodology_-_definition_of_dimensions#Activity_

status） 
129 活動状況は the most frequent activity status の訳である。活動状況の分類には、1)就業

者、2)非就業者、3)失業者（非就業者で就業する意思のある者）、4)退職した者、5)非活動者、

6)その他の 6分類と、1)就業者、2)被雇用者、3)就業者だが被雇用者ではない、4)非就業者、

5)失業者（非就業者で就業する意思のある者）、6)退職した者、7)その他の非活動者の 7分類が

見られ、指標にどちらの分類を用いるかは記載されていない。活動状況は、個人が暦年のうち

7か月間以上行っていた活動を指す。例えば、７か月間以上失業状態であれば活動状況は「失

業者」となる。（参考：Eurostat(2015). 前掲 128） 
130 この指標に使用する世帯類型は定義されていない。EU が使用する世帯類型に関する詳細情報

は脚注 86 を参照。 
131 検討内容や検討を担当する部署、機関は記載されていない。 
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必要な診療サ

ービスを受けら

れない人の割

合及び診療利

用頻度 

費用、待ち時間、距離のいずれかの理由により必要な

医療サービスを受けられないと自己申告した者の割

合。また、「診療利用頻度」は過去 1 年間で医者を訪問

した回数132 

年齢階級別

（18-44 歳、45-54

歳、55-64 歳、65

歳以上、75 歳以

上、18-64 歳）、

所得階層別 

子供のウェル・

ビーイング指標 

開発中133  

社会移転制度

の効果 

社会移転前134と社会移転後の貧困のリスクにある者の

割合の差 

 

貧困のリスクに

ある有業者の

割合 

活動状況が「就業者」135であり、貧困のリスクにある者
136の割合 

フルタイム・パー

トタイム別 

②二次指標 

（１４項目） 

世帯類型別貧

困のリスクにあ

る者の割合 

以下の世帯類型別に算出した貧困のリスクにある者の

割合137 

1）扶養する子供がいない世帯 

・65 歳未満の単身世帯 

・65 歳以上の単身世帯 

・女性の単身世帯 

・男性の単身世帯 

・最低 1 名が 65 歳以上である 2 人世帯 

・2 人とも 65 歳未満の 2 人世帯 

・扶養する子供がいない 3 人以上の世帯 

 

2）扶養する子供がいる世帯 

・扶養する子供が 1 人以上いるひとり親世帯 

・扶養する子供 1 人と成人 2 人の世帯 

・扶養する子供 2 人と成人 2 人の世帯 

・扶養する子供 3 人以上と成人 2 人の世帯 

・扶養する子供複数人138と成人 3 人以上の世帯 

 

                                                  
132 過去 1年間で医者を訪問した回数の平均数を算出するのか、又は回数階級別に人口割合を算

出するのか記載がなく明らかでない。 
133 同報告書内に、前述の EU(2012)「社会的保護委員会から欧州委員会への勧告書：子供の貧困

対策・予防と子供のウェル・ビーイングの推進」（図 2-7）に記載されているものと同じ指標が

開発中の指標として記載されている。 
134 社会移転とは、老齢年金、遺族年金、失業手当、家族関連給付、疾病・障害給付、教育関連

給付、住宅手当、社会扶助、その他の給付を含むとされている。社会移転制度とは、老齢年金、

遺族年金、失業手当、家族関連給付、疾病・障害給付、教育関連給付、住宅手当、社会扶助及

びその他の給付を含むとされている。（参考: Eurostat(2016).“Glossary: Social Transfers”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Social_transfer） 
135 定義は脚注 129 を参照。 
136 算出方法は同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
137 同上 
138 扶養する子供の人数は設定されていない。 
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世帯の就業密

度階級別貧困

のリスクにある

者の割合 

就業密度階級別139,140の貧困のリスクにある者の割合141 性別（18 歳以

上）、年齢階級別

（0-17 歳、0-5

歳、6-11 歳、

12-17 歳、18-64

歳、65 歳以上） 

活動状況別貧

困のリスクにあ

る者の割合 

活動状況別の 18 歳以上人口に占める貧困のリスクに

ある者142の比率。活動状況は、個人が暦年のうち 7 か

月以上143行っていた活動を指し144、1)就業者, 2)失業者, 

3)退職した者, 4)その他の非活動者に分類する。 

性別（18 歳以上） 

住宅所有状況

別貧困のリスク

にある者の割合 

以下の住宅所有状況別の全人口に占める貧困のリス

クにある者145の割合 

1. 住宅所有者又は無償での賃貸住宅居住者 

2. （有償での）賃貸住宅居住者 

性別(18 歳以上)、

年齢階級別

（0-17 歳, 18-64

歳, 65 歳以上） 

貧困線周辺の

貧困のリスクの

分散 

居住国の等価可処分所得の中央値の 40%、50％、70％

のそれぞれを貧困線とし、所得がこれらの貧困線未満

である世帯に暮らす者の割合 

性別(18 歳以上)、

年齢階級別

（0-17 歳, 18-64

歳, 65 歳以上） 

有業者世帯に

暮らす貧困のリ

スクにある子供

の割合 

有業者世帯146に暮らす子供に占める、貧困のリスクに

ある子供の割合 

世帯類型別147、

就業密度別（中

位の就業密度

（0.2 超～0.55）と

高い就業密度

（0.55 超～1）別） 

低学歴の者 25 歳以上の成人に占める、国際標準教育分類

（ISCED）148が 0～2149の者の割合 

性別、年齢階級

別（25-34 歳、

35-54 歳、55-64

歳, 65 歳以上、

25-64 歳） 

                                                  
139 就業密度の定義は前掲 125 
140 階級の定義は記載されていない。 
141 算出方法は同表の「貧困のリスクにある者の割合」（28 頁）を参照。 
142 同上 
143 報告書における表記は more than half of the calendar months であり、「７か月以上」と訳

すのが適切である。また、EU 統計局も活動状況の定義を７か月以上としている。（参考：参考：

Eurostat(2015).前掲 128） 
144 例えば、７か月以上失業状態であった場合は、活動状況は「失業者」とされる。  
145 算出方法は同表の「貧困のリスクにある者の割合」（28 頁）を参照。 
146 有業世帯は就業密度 が 0.2 超～1である世帯を指す。就業密度の定義は図 2-1 参照。 
147 この指標に使用する世帯類型は定義されていない。EU が使用する世帯類型に関する詳細情報

は脚注 86 を参照。 
148 国際標準教育分類（ISCED: International Standard Classification of Education）は、ユ

ネスコ統計研究所が 1970 年代に開発した加盟国の教育統計における分類項目の標準化の試み

である。2011 年に改訂版が公表された。（参考: UNESCO Institute for Statistics (2012). 

International Standard Classificatin of Education: ISCD 2011, Montreal, UNESCO Institute 
for Statistics.） 

149 0 から 6までの 7段階があり、0は就学前教育、1は初等教育（日本における小学校）、2は前

期中等教育（日本における中学校）を指す。（参考：WIP ジャパン株式会社（2015)「教育と職

業・雇用の連携に係る仕組みに関する国際比較についての調査研究」（平成 26 年度内閣府 政策

統括官（経済財政運営担当）委託調査） 
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識字力の弱い

生徒 

15 歳の生徒に占める、PISA150の読解力の学習習熟度

がレベル 1 以下151の生徒の割合 

性別 

物質的はく奪の

深度 

物質的はく奪指標の 9 項目152のうち子供全員の欠けて

いる項目の平均数 

貧困のリスクにあ

るかないか別153、

はく奪状態にある

かないか別154 

住居の費用の

負担 

住居費が可処分所得の 40％以上を占める世帯に暮ら

す者の割合。住居費には住宅ローン等の支払い利子、

ゴミ処理などの義務的サービス費用、定期的修繕費、

税金、公共料金（水道、電気、ガス、暖房）が含まれ、住

居補助が除かれる。 

性別、年齢階級

別（0-17 歳、0-5

歳、6-11 歳、

12-17 歳、18-64

歳、65 歳以上）、

所得階級別、貧

困のリスクにある

かないか別155、活

動状況別156、住

居所有状況別
157、都市化の度

合別158、世帯類

型別159 

住宅過密度 過密住宅に住んでいる者の割合。「1 世帯につき 1 部屋

ある」「1 組の夫婦につき 1 部屋ある」「18 際以上の者に

1 人 1 部屋ある」「12－17 歳の者に 2 人 1 部屋ある（同

性の場合）」「12－17 歳の者に 1 人 1 部屋ある（異性の

場合）」「12 歳未満の者に 2 人 1 部屋ある（同性・異性関

係なし）」の 6 項目のうち1 つでも満たせない住宅に住ん

でいる世帯を過密住宅に住んでいる世帯とする。 

年齢階級別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳, 12-17

歳）、貧困のリス

クにあるかないか

別160、住居所有

状況別161、都市

化の度合別162、

世帯類型別163 

                                                  
150 前掲 94 
151 PISA において読解力はレベル 1b～レベル 6までの 8段階で評価されており、レベル 1以下に

は、レベル 1b 未満、レベル 1b、レベル 1a が含まれる。レベル１は実生活で効果的、生産的に

能力を発揮し始める習熟度レベルとされている。 
152 項目の詳細は同表の「物質的はく奪指標」（29 頁）を参照。 
153 貧困のリスクにあるかないかの定義は、同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
154 はく奪状態の定義は同表の「物質的はく奪指標」（29 頁）を参照。 
155 貧困のリスクにあるかないかの定義は、同表の「貧困のリスクにある者の割合」（28 頁）を

参照。 
156 活動状況の詳細については前掲 129 を参照。 
157 この指標に使用する住宅所有状況の定義は記載されていない。EU統計局は住宅所有状況を 1)

自宅所有者で住宅ローンがない完全所有者、2)自宅所有者で住宅ローンがある者、3)市場価格

での賃貸居住者、4)住居補助又は無償での賃貸住居者の 4つに分類しているが、同表における

「住宅所有状況別貧困のリスクにある者の割合」では 1) 住宅所有者又は無償での賃貸住宅居

住者、2)（有償での）賃貸住宅居住者の 2分類が使用されている。（参考：Eurostat(2015).

前掲 128） 
158 都市化の度合いの詳細については脚注 120 を参照。 
159 この指標に使用する世帯類型は定義されていない。EU が使用する世帯類型に関する詳細情報

は脚注 86 を参照。 
160 貧困のリスクにあるかないかの定義は、同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
161 脚注 157 を参照。 
162 都市化の度合いの詳細については脚注 128 を参照。 
163 この指標に使用する世帯類型は定義されていない。EU が使用する世帯類型に関する詳細情報
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住居のはく奪 「天井から雨漏りがする、壁・床・家の土台が湿ってい

る、窓枠や床が腐っている」「風呂やシャワーがない」

「共用でない水洗トイレがない」「暗すぎる、光が足りな

いといった問題がある」の４項目のうち1つでも当てはま

る住宅に住む世帯の世帯員の割合 

年齢階級別

（0-17 歳, 0-5 歳, 

6-11 歳, 12-17

歳）、貧困のリス

クにあるかないか

別164、世帯類型

別165、都市化の

度合別166 

年 齢 別 社 会 移

転 制 度 の 貧 困

に対する効果 

社会移転前と社会移転後167の貧困のリスクにある者の

割合の差 

年齢階級別

（0-17 歳,18-59

歳） 

無 職 の 世 帯 に

暮らす者の割合 

18～24 歳の学生を除く 18～59 歳人口に占める、無職

の世帯に暮らす者の割合 

性別、年齢階級

別（0-17 歳,18-59

歳） 

③背景情報 

（１５項目） 

所得分位総所

得比率 

第 5 五分位（国の人口の上位 20％）の総所得と第 1 五

分位（国の人口の下位 20％）の総所得の比率。算出に

は等価可処分所得を用いる。  

 

ジニ係数 ジニ係数は所得の分配がどの程度不平等であるかを

図る係数である。値は 0％（完全平等）から 100％（完全

不平等）をとる。 

 

地域別就業率

の格差 

第二種地域統計分類単位（NUTS2）168間における就職

率の分散。変動係数169を用いて算出する。 

 

健康寿命 出生児と 65 歳時点でその後健康な状態170で生きられる

と期待される年数。モニタリングにおいては平均余命と

共に動態を見る必要がある。 

性別、社会経済

的属性別（教育

段階別、所得五

分位別） 

平均余命 現在の死亡率（対象となる各年齢の死亡率）が今後も

継続すると仮定した場合、対象となる年齢人口が生きる

と期待される平均年数 

性別、年齢別（出

生時、65 歳） 

貧困のリスクに

ある者の割合

（貧困線を固定

した相対的貧困

率）  

居住国での 2005 年の等価可処分所得の中央値の

60％未満の収入の世帯に暮らす者の割合 

 

                                                                                                                                                  
は脚注 86 を参照。 

164 貧困のリスクにあるかないかの定義は、同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
165 この指標に使用する世帯類型は定義されていない。EU が使用する世帯類型に関する詳細情報

は脚注 86 を参照。 
166 都市化の度合の詳細については脚注 128 を参照。 
167 社会移転の定義については脚注 92 を参照。 
168 EU 統計局は EU 加盟国に対し NUTS（Nomenclature of Territorial Units for Statistics）

っと呼ばれる以下の 3段階の区画を人口規模によって設定している。NUTS1: 300 万人～700 万

人、NUTS2: 80 万人～300 万人、NUTS3：15 万人～80 万人（参考: Eurostat (2015). Regions in 
the European Union: Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2013/EU-28, 
Luxembourg, European Union. ） 

169 標準偏差を平均値で割った値を指す。 
170 「健康な状態」とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる状態」とさ

れている。（Eurostat (2015). “Glossary: Healty life years (HLY)”, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Healthy_life_ye

ars_%28HLY%29） 
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社会的現金給

付を行う前の貧

困リスクにある

者の割合 

社会的現金給付171,172前の等価可処分所得が中央値の

60%未満である世帯に暮らす者の割合 

 

世帯類型別の

無職世帯 

同一年齢階級173の全人口のうち、無職世帯で暮らす人

口の割合 

世帯類型174 

貧困のリスクに

ある有業者の

割合 

貧困のリスクにある175有業者の割合 フルタイム・パー

トタイム別 

失業の罠176 失業者が就業したときの総収入に占める、所得税の支

払、社会保険料の支払、失業手当等の給付金の停止

によって失う収入の割合177 

 

非労働力化の

罠178 

非労働力状態から低賃金のフルタイムの仕事に就業す

るによって増える税負担179の増加率 

世帯類型（子供

がいない単身世

帯・子供がいない

夫婦世帯・子供

が 2 人いるひとり

親世帯、子供が 2

人いる共働き夫

婦世帯）、所得階

級別 

低賃金の罠180 総収入が居住国の平均収入の 33％から 67％に増加し

たときの総収入に占める、所得税の支払、社会保険料

の支払、社会給付等の停止により失う収入の割合 

世帯類型（子供

がいない単身世

帯、2 人の子供が

おり、1 人が働い

ている夫婦世帯） 

                                                  
171 社会的現金給付（social cash transfer）に具体的に何が含まれるか定義はされていないが、

社会移転 (social transfer)の定義は EU 統計局が公表している。詳細については脚注 92 を参

照。 
172 老齢年金と遺族年金は社会給付として含めず等価可処分所得の一部として扱う。 
173 どのような年齢幅を年齢階級を用いるのかについては記載がない。 
174 この指標に使用する世帯類型は定義されていない。EU が使用する世帯類型に関する詳細情報

は脚注 86 を参照。 
175 算出方法は、同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
176 「失業の罠」及び「非労働力化の罠」とは、賃金と比較してあまりにも高い失業給付や公的

扶助は就業する意欲を減退させることを指す。（参考：三矢直紀（2013）「OECD における労働政

策の形成と展開」 日本労働研究雑誌, 640, 63-75; 内閣府政策統括官室（経済財政分析担当）

（2007）「世界経済の潮流 2007 年春：多くの人が活躍できる労働市場の構築に向けて 先進各

国の生産性等の動向：アメリカの「第二の波」と英国、フィンランド、アイルランド等の経験」） 
177 つまり、「1－（労働所得－税額－給付削減額）／労働所得」であり、参加税率（PTR: Participation 

Tax Rate）と言われるものであり、社会保障給付を加味した平均税率と理解できる。（参考：藤

谷武史（2010）「労働政策の手法としての給付付き税額控除」日本労働研究雑誌, 605, 18-27. 
178 同上 
179 就業することによって保育費用が発生する場合はその費用も負担として換算する。 
180 「低賃金の罠」とは、低所得層に対する社会保険料の軽減措置が低賃金労働者の低賃金状態

から脱出する意欲を減退させることを指す。（参考：三矢直紀(2009)「フランスの最低賃金制度

について」日本労働研究雑誌, 593, 68-83.） 
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社会扶助によ

る純収入の割合 

貧困線の値の所得181に占める社会扶助による純収入

の割合 

非就業者世帯類

型別（子供がいな

い単身世帯、子

供が 2 人いるひと

り親世帯、子供が

2 人いる夫婦世

帯） 

自己申告によ 

る日常活動にお

ける制約 

日常生活における活動が制約される又は非常に制約さ

れると自己申告した者の割合182 

性別、年齢階級

別（18-44 歳、

45-54 歳、55-64

歳、65 歳以上、

75 歳以上）、所得

五分位階級別 

世帯可処分所

得に占める住宅

費用の割合 

住宅費用の個人負担率（等価可処分所得における住

宅費用の割合）の中央値 

性別、年齢階級

別（0-17 歳、

18-64歳、65歳以

上）、貧困リスク

にあるかないか

別183、都市化の

度合別184 

 

なお、現在に続く社会指標の方法論的枠組みは、2001 年に EU の議長国を務めていた

ベルギーの大統領府によって研究を委託されたイギリスのTony Atkinson教授をはじめ

とする研究チームから提案された内容がベースとなっている185,186。現在の枠組みは、細

部は異なっているものの、このときの提案と大枠は一致している。提案内容は 2002 年

に書籍「社会的指標：EUと社会的包摂（Social Indicators: The EU and Social Inclusion）」

として発表されている187。この文献に社会的包摂をより捉えることのできる指標の策定

に向けた作成手順や考え方がまとめられており、他の報告書や文献より詳細であり参考

になると考えられるため、以下に指標の選定基準を示し、巻末の参考資料に具体的な検

討事項について翻訳した資料を掲載している。 

                                                  
181 貧困線の定義については同表の「貧困のリスクにある者の割合」を参照。 
182 この報告書において、制約される理由が健康に関する理由によるものであるか否か記載はさ

れていが、EU 統計局の「日常生活における制限に関する統計（Functional and activity 

limitations statistics）」においては、健康に関する理由で日常生活における活動が制限され

ると自己申告した者の割合が示されている。（Eurostat (2016). “Functional and activity 

limitations statistics”, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Functional_and_activity_

limitations_statistics） 
183 貧困のリスクにあるかないかの定義は、同表の「貧困のリスクにある者の割合」（28 頁）を

参照。 
184 都市化の度合の詳細については脚注 128 を参照。 
185 前掲 39 
186 濱口桂一郎(2002)「ニューヨーロッパへの新展開(6)貧困と社会的排除の指標の開発に向けて」

総合社会保障, 40(1), 16-19. 
187 Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., & Nolan, B. (2002). Social indicators: The 
EU and social inclusion, Oxford, Oxford University Press. 



 

36 

図表 2-13「社会的指標：EU と社会的包摂」で検討された指標の選定基準 

指標の選定基準 

【各指標】 

①問題の本質を特定し、明確かつ一般に認められた標準的解釈を持つもの 

②頑強で統計的に検証されたもの 

③政策介入の効果をよく捉えるもので、かつ操作されないもの 

④加盟国間において、国連や OECD が国際的に用いている基準と可能な限り実践的に国際比較可能

な方法で測定できるもの 

⑤指標の概念が時宜にかなっており、その内容も適時修正されるもの 

⑥測定が、加盟国、企業、EU 市民にあまりにも大きな負担をかけすぎないもの 

【指標全体】 

⑦主要な分類が確実にカバーされるようにするとともに、加盟国ごとの政策の重要性の違いを考慮

し、バランスをとって構成する 

⑧指標が相互に一貫性を持っており、一つ一つの指標の軽重の差が大きくない 

⑨EU 市民にとってできるだけ透明性が高く、かつアクセス可能である 

 
図表 2-14「社会的指標：EU と社会的包摂」で検討された指標の分類 

検討の分類 

①経済的貧困（貧困の深さ、所得格差を含む） 

②教育 

③雇用・労働 

④健康 

⑤住居 

⑥その他  

 

  



第２章 諸外国における子供の貧困に関する指標の状況 

37 

④フランス 国立貧困・社会的排除監視機構による「ONPES188の指標（Indicateurs de 

l’ONPES）」189  

 

フランス国立貧困・社会的排除監視機構(ONPES)は、国立統計経済研究所（INSEE）の

算出する物質的はく奪指標と欧州 2020 の「貧困と社会的排除のリスクにある者の割合」

の指標を含む 20 指標を、貧困と社会的排除を測る ONPES の指標としており、指標の動

向を示す年次報告書を公表している。指標は、「不平等、所得、生活の状態を示す指標」、

「深刻な貧困を表す指標」、「基本的な権利の保障を示す指標」「欧州 2020 の指標」に４

分類される。 

なお、フランスでは、子供の貧困は世帯の貧困として捉えられており190、子供の貧困

に特化した指標は見当たらない。 

 

図表 2-15 フランスにおける貧困測定指標の一覧191 

指標 指標内容 

不平等、所得、生活の状態を示す指標 

相対的貧困率  等価可処分所得が中央値の 60%未満の世帯に暮らす者の割合 

相対的貧困率 等価可処分所得が中央値の 50%未満の世帯に暮らす者の割合 

物質的はく奪指標 27 項目192のうち 8 項目以上の欠如をしている者を「生活状態の貧困」とし、その

割合を算出。 

相対的貧困又は物質的はく奪

状態 

等価可処分所得が中央値の 60%未満又は物質的はく奪指標の基準によって生

活状態の貧困とされる世帯に暮らす者の割合 

所得配分率193 総所得における第 5 五分位（国の人口の上位 20％）の所得の割合に対する、総

所得における第 1 五分位（国の人口の下位 20％）の所得の割合の比率。 

貧困率が低い５県の平均値 相対的貧困率194が最も低い 5 県（départemenｔ）の貧困率の平均値 

貧困率が高い５県の平均値 相対的貧困率195が最も高い 5 県（départemenｔ）の貧困率の平均値 

65 歳以上人口と 18-64 歳人口

の所得の比率 

18-64 歳人口の所得中央値に対する 65 歳以上人口の所得中央値の比率 

ひとり親家庭の貧困率 等価可処分所得が中央値の 60%未満であるひとり親家庭の割合  

子供の貧困率 等価可処分所得が中央値の 60%未満である世帯に暮らす 18 歳未満の者の割合 

 

                                                  
188 ONPES とは 国立貧困・社会的排除監視機構（Observatoire National de la Pauvreté et de 

l'Exclusion Sociale）の略である。 
189 前掲 54 
190 前掲 54 
191 ここに示した指標一覧及び指標内容は ONPES の最新の報告書に基づく。（参考：ONPES 

(2015)L’Évolution de la Pauvreté en France: Les Nouvelles Formes de l’Aggravation. 
Suivi annuel des indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale edition 2015, Paris, 
ONPES.） 

192 項目の詳細については「第 6章物質的はく奪指標 1.2.3.フランス」にて詳述。 
193 所得配分を表す指標には、第 5五分位と第 1五分位の平均所得の比率（P80/P20）を使用する

場合もあるが、ここでは第 5五分位と第 1五分位の総所得に占める割合の比率(S80/S20)が使用

されている。 
194 等価可処分所得の中央値の 60%を貧困線とする相対的貧困率を指す。 
195 同上 
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貧困の程度 

（貧困ギャップ率） 

貧困線196の値と貧困線以下に世帯に暮らす者（0 歳以上の全ての者が対象）の

等価可処分所得の中央値の差の貧困線の値に占める割合 

就業者の貧困率 7 か月以上就労しており、等価可処分所得が中央値の 60%未満である世帯に暮

らす者の割合 

深刻な貧困を示す指標 

相対的貧困率 等価可処分所得が中央値の 40%未満の世帯に暮らす者の割合 

相対的貧困及び物質的はく奪

状態 

等価可処分所得が中央値の 60%未満であり、かつ、物質的はく奪指標の基準に

よって生活状況が貧困とされる世帯に暮らす者の割合 

慢性的な貧困 過去 3 年間にわたり等価可処分所得が中央値の 60％未満であった世帯に暮ら

す者の割合 

基本的な権利の保障を示す指標 

保障されていない求職者の割合  失業手当を受給していない求職者の割合 

住宅の費用の負担率が所得の

40％以上である者の割合 

住居費197が可処分所得の 40％以上を占める世帯に暮らす者の割合。 

早期退学者率 18－24 歳人口における、就業・職業訓練も行っておらず、ＣＡＰ198又はＣＡＰと同

等のレベル以上の資格を持たない者の割合 

財政的な理由で医療を受けら

れない人の割合 

「過去 12 か月の間に財政的な理由で医療を受けられないことがありましたか」と

いう質問に対して、肯定的に答えた人の割合 

欧州 2020 

貧困又は社会的排除のリスク

にある者の割合 

EU の定義に基づく。詳細は「第 1 章 1．2．貧困を多面的に把握する 2 つのアプロ

ーチ ア．相対的貧困率と物質的はく奪指標を併用するアプローチ」を参照。 

 

⑤ドイツ「連邦政府貧富報告書（ARB: der Armuts-und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung）」199 

 

「連邦政府貧富報告書（der Armuts-und Reichtumsbericht der Bundesregierung）」

は、政府が国民の生活状況を把握するため、議会任期である 4年のうちに 1 度編纂する

報告書であり、連邦家族省、連邦教育研究省、連邦保険省、連邦財務省などが編纂に関

わり、有識者の見解も反映される。 

2005 年第 2 次報告書から、17 の貧困と社会的排除に関する指標が取り入れられてい

る。これらの指標は世帯収入と相関があると考えられる指標であり、EU のラーケン指

標を参考にしているが、有識者と協議しながら、貧困を特徴づける上で本質的でありな

おかつ長期的評価に耐えうる、統計的に透明性の高い指標を抽出している200。 

なお、ドイツでは、子供の貧困は世帯の貧困として捉えられており201、子供の貧困に

特化した指標は見当たらない。 

                                                  
196 等価可処分所得の中央値の 60%を指す。 
197 住居費には住宅ローン等の支払い利子、ゴミ処理などの義務的サービス費用、定期的修繕費、

税金、公共料金（水道、電気、ガス、暖房）が含まれ、住居補助は控除される。 
198 CAP（certificat d’aaptitude professionnelle）は職業適性証書のことであり、後期中等

教育を修了したことを示す。(参考：中上光夫（2007）「フランスにおける「職業訓練」と職業

資格」国際地域学研究,10,47-60.) 
199 前掲 54 
200 前掲 54 
201 前掲 54 
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図表 2-16 ドイツ「連邦政府貧富報告書」の貧困と社会的排除に関する指標一覧202 

指標 指標内容 

貧困のリスクにある者の

割合（相対的貧困率） 

等価所得の中央値の 60%未満の世帯の割合  

超過負債のある者の数及

び世帯数 

18 歳以上人口に占める複数の継続的な債務の状態

にある者の割合及び同様の状態にある世帯数 

 

健康状態が悪い・良好で

はない人の割合 

健康状態が「悪い」「良好ではない」とする人の割合 男女別及び所得階級別 

障害がある者の割合 法的に「重度の障害」「障害度が 50%」と認定されてい

る人の割合 

所得階級別 

卒業資格がない者の割合 18-24 歳人口に占める、現在学校・高等教育機関や職

業教育学校に通っておらず、高校・職業学校などの卒

業資格を持たない者の割合 

性別及び東西地域別 

職業訓練資格のない者の

割合 

15-65 歳人口に占める、現在学校・高等教育機関や職

業教育学校に通っておらず、職業教育又は高等教育

修了資格を持たない者の割合 

 

政治への関心がない者の

割合 

政治に関心のない成人の割合 性別及び移民由来別、貧

困のリスクにあるかないか

別203、学歴別 

社会とのつながりがない

者の割合 

友達、親戚、あるいは隣人との接触が 1 ヶ月につき 1

回未満である者の割合 

 

ワーキングプアの割合 調査前年に 6 か月以上の就労についていたにも関わ

らず、等価所得が貧困線204未満にあった者の数 

 

長期失業者数 15-74 歳で、失業申請をしてすでに 12 か月以上経過し

ている失業者の数 

 

長期失業者の割合 15-74 歳人口に占める、失業申請をしてすでに 12 か月

以上経過している失業者の割合 

 

劣悪な住宅環境にある世

帯数 

賃貸の世帯で、家屋の状態が「修繕の必要がある」

「解体すべき状態」との判断を受けている世帯数 

 

ホームレスの数 賃貸契約により保障された住居がない状態の者の数  

社会的最低保障を受けて

いる者の割合 

長期失業者保険、生活保護、難民申請受給法による

社会的最低保障を受けている者の割合 

 

騒音と大気汚染を受けて

いる世帯の割合 

騒音、大気汚染によって住居環境が著しく損なわれて

いると感じる世帯の割合 

東西の地域差も算出す

る。 

物質的はく奪指標 EU の物質的はく奪指標と同様205  

収入に依存する手当の受

給世帯 

住居手当、子供手当、奨学金を受給している世帯数  

 

                                                  
202 ここに示した指標一覧及び指標内容は、株式会社 SELC(2016)（前掲 54）に基づく。 
203 同表の「貧困のリスクにある者の割合（相対的貧困率）」を参照。 
204 等価可処分所得の中央値の 60%を指す。 
205 EU で用いられている物質的はく奪指標の詳細は第６章に記載。 
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2.3. 子供のウェル・ビーイング指標 

 
①OECD 2009 年「子供の福祉を改善する報告書（Doing Better for Children）」 

 

OECD は OECD 加盟国の子供のウェル・ビーイングを改善する施策の範囲やそれらの施

策のアウトカムを検討し、2009 年「子供の福祉を改善する報告書（Doing Better for 

Children）」を公表した。 

報告書では 6 分野 21 項目について、日本を含む 30 カ国のデータを比較している。児

童の権利に関する条約（子どもの権利条約）206を基礎概念としており、6 分野の選定に

おいては、同じく児童の権利に関する条約を基礎概念としたユニセフ・イノチェンティ

研究所の 2007 年の報告書「レポートカード７: 先進国における子供の幸せ：生活と福

祉の総合的評価（Child poverty in perspective: An overview of child well-being in 

rich countries）」を参考にしたとしている207。ユニセフ・イノチェンティ研究所の報

告書については④において詳述する。指標の選定には以下の基準が用いられた。 

 

図表 2-17 OECD「子供の福祉を改善する報告書」における指標選定基準208 

指標の選定基準 

①世帯ではなく子供を分析の単位とする  

②可能な限り最新の統計調査を用いる  

③標準的な方法によって収集され、比較可能な全国横断調査である統計調査を用いる  

④乳児から 17 歳までの全ての子供を対象とする209 

⑤政策に焦点を当てる 

⑥できる限り多くの OECD 加盟国を網羅できる指標を用いる 

⑦各分野における指標が、以下の３点について相互補完関係にある 

(ア) 子供の年齢：１つの指標が特定の年齢に焦点を当てている場合は、他の指標は別の年齢

に焦点を当てている。 

(イ) 効率性と公平性：政策の効率性を測る観点から国の平均値を示す指標と、政策の公平性

を測る観点からアウトカムのばらつきを示す指標の両方がある。 

(ウ) 現在と将来のウェル・ビーイング：子供の現在のウェル・ビーイングを示す指標と将来

のウェル・ビーイングのために大切な生活の側面を示す指標の両方がある。 

(エ) 様々なアウトカム：１つの分類の中に複数の指標があっても、同じアウトカムを測る指

標では意味がないため、様々なアウトカムを測る指標であること。 

 

                                                  
206 日本ユニセフ協会「『子どもの権利条約』全文」

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html 
207 同報告書 29 頁 
208 同報告書 29,30 頁より抜粋。 
209 胎児期の環境がその後の成長にとって重要でこと、及び、多くの国において胎児期から法的

権利が与えられることから、胎児も指標の対象として含むことを検討する必要があることが示

唆されている。 
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図表 2-18 OECD「子供の福祉を改善する報告書」における指標一覧 

指標の分類 具体的な指標項目210 

①物質的豊かさ 

（３項目） 

平均可処分所得 0-17 歳の子供がいる世帯の平均等価可処分所得 

子供の貧困率 
居住国の等価可処分所得の中央値の 50％未満の世帯に暮
らす子供の割合 

教育のはく奪 

8 つの基礎教育財（机、静かな勉強部屋、学習に必要なコンピ
ューター、教育ソフトウェア、インターネット接続、計算機、辞
書、教科書）のうち 4 つ未満しか所有していない 15 歳の者の
割合（人口千対） 

②住宅と環境 

（２項目） 

過密 
世帯員数が部屋数を（台所・風呂を除く）超える住宅に暮らす
0-17 歳の割合 

地域環境 
自宅又は自宅周辺が騒音、汚染、ゴミ散乱等の状況に置か
れている 0-17 歳の割合 

③教育 

（３項目） 

読解力の平均点 PISA211における読解力の平均点 

読解力の格差 
PISA212における 1 読解力の、上位 10%の生徒の平均点数と下
位 10%の生徒の平均点の差 

若年ニート率 
15-19 歳の者で就学・就労・職業訓練のいずれも行っていない
若者（ニート）の割合 

④健康と安全 

（８項目） 

低出生体重児 
出生率 

出生体重が 2,500 グラム未満であった乳児の割合 

乳児死亡率 
該当年の出産数に対する同年の 1 歳未満で亡くなった乳児の
割合 

母乳実施率 新生児に対する母乳の授乳経験のある母親の割合 

予防接種率(百日
咳） 

百日咳の予防接種が完了している 2 歳児の割合 

予防接種率(はし
か） 

はしかの予防接種が完了している 2 歳児の割合 

運動 
過去１週間に、中-高強度の身体活動213を行ったと回答した子
供の割合 

死亡 0-19 歳人口の 10 万人当たりの死亡率 

自殺 15-19 歳人口の 10 万人当たり自殺率 

⑤リスク行動 

（３項目） 

喫煙 少なくとも週１回喫煙している 15 歳児の割合 

飲酒 
少なくとも週 2 回飲酒している 13 歳児と 15 歳児それぞれの割
合 

若年出産 15-19 歳の女性人口の 10 万人当たりの出産率 

⑥学校生活の

質 

（２項目） 

いじめ 
最近２ヶ月の間に、少なくとも２度学校でいじめを受けたと回
答した 11，13，15 歳児のそれぞれの割合 

学校が好きである
か 

学校が好きと回答した 11，13，15 歳のそれぞれの割合 

 

 

 

 

                                                  
210 日本語訳は、一部、阿部彩他（2013）（前掲 4）を参考にした。 
211 前掲 94 
212 前掲 94 
213 中―高強度の身体活動が具体的にどういった活動を指すのかについて、定義は見られない。 
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②OECD「より良い暮らし指標（BLI:Better Life Index）」の 2015 年度報告書

「How’s Life? 2015 年版 幸福度の測定（How’s Life? 2015: Measuring 

well-being）」214,215における子供のウェル・ビーイング指標  

 

OECD は 2011 年から「OECD より良い暮らしイニシアチブ（OECD Better Life 

Initiative）」を開始した。このイニシアチブにおいて、「より良い暮らし指標（BLI, 

Better Life Index）」と呼ばれるウェル・ビーイング指標の分析・公表及びウェル・ビ

ーイングの傾向とその要因に関する理解を深めるための研究プロジェクトを実施して

いる。BLI は大人も含む人口全体に着目した指標であるため、その詳細については「2.4. 

人口全体のウェル・ビーイング指標」において詳述することとし、ここでは子供のウェ

ル・ビーイング指標を特集した 2015 年報告書を概観する。 

BLI は人口全体のウェル・ビーイング指標であるが、2015 年版の報告書「How’s Life? 

2015 年版 幸福度の測定（How’s Life? 2015: Measuring well-being）」では、特別

に子供に着目した章が設けられ、子供のウェル・ビーイング指標の国際比較216がなされ

ている。ここで設定されている子供のウェル・ビーイング指標は、先述の 2009 年「子

供の福祉を改善する報告書（Doing Better for Children）」で設定された指標を BLI の

枠組みに沿って拡大したものであるため、2009 年の報告書では 6 つの指標分野が設け

られているのに対し、この 2015 年の報告書では指標分野が 10 つに拡大され、子供のウ

ェル・ビーイングをより多面的に捉えている。また、子供の家族の状況を捉える指標と

子供自身の状況を捉える指標を明確に区別している点も 2009 年の指標と異なる点であ

る。 

 

  

                                                  
214 OECD (2015). How’s Life? 2015: Measuring well-being, Paris, OECD. 
215 報告書の日本語訳は OECD (2014)を参考とした。（OECD (2014).“Multilingual Summaries, 

How’s Life 2015 Measuring Well-being, Summary in Japanese” 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/83265c09-ja/index.html?itemId=/content/summary/83

265c09-ja&mimeType=text/html）「well-being」が「ウェル・ビーイング」ではなく「幸福度」

と訳されているが、ここで「幸福度」が示す概念はウェル・ビーイングと同様である。ウェル・

ビーイングの概念については 10 頁を参照。 
216 統計データの有無により指標ごとに比較対象になっている国の数は異なる。日本は平均可処

分所得、子供の貧困率、乳児死亡率、低出生体重児出生率、青少年の自殺率、10 代の出産率、

PISA の読解力の平均点数、PISA の問題解決能力の平均点数、若年ニート率及び教育のはく奪の

国際比較に含まれている。 
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図表 2-19 OECD「How’s Life? 2015 年版 幸福度の測定」における 

子供のウェル・ビーイング指標一覧 

子供の家族の状況を捉える指標 

指標の分類 具体的な指標項目 

①所得と富 

（２項目） 

平均可処分所得 0-17 歳の子供がいる世帯の平均等価可処分所得 

子供の貧困率 
居住国の等価可処分所得の中央値の 50％未満の世帯に
暮らす子供の割合 

②雇用と収入 

（２項目） 

非就業者世帯に暮
らす子供の割合 

就業している成人の世帯員がいない世帯に暮らす子供の
割合 

長期失業状態にあ
る親を持つ子供の
割合 

親の 1 人又は両方が 12 ヶ月以上失業状態にある世帯に
暮らす子供の割合 

③住宅 

（２項目） 

子供 1 人当たりの
平均部屋数 

子供がいる世帯の住宅の部屋の数（台所・洗濯機置き場・
風呂・トイレ・ガレージ・診察室・オフィス・店を除く）をその
住宅の居住人数で除した値 

基本的な設備が整
っていない住居に
暮らす子供の割合 

世帯専用の屋内水洗トイレがない世帯に暮らす子供の割
合 

④環境の質 

（１項目） 

悪い住居環境に暮
らす子供の割合 

自宅又は自宅周辺が騒音、汚染、ゴミ散乱等の状況に置
かれている子供の割合 

子供自身の状況を捉える指標 

指標の分類 具体的な指標項目 

⑤健康状態 

（６項目） 

乳児死亡率 
該当年の出産数に対する同年の 1 歳未満で亡くなった乳
児の割合（出産千対） 

低出生体重出生率 出生体重が 2,500 グラム未満であった乳児の割合 

自己申告の健康状
態 

11、13、15 歳児で、「あなたの健康状態はどうですか」とい
う設問に対して、「とても良い」「良い」「普通」「悪い」の 4 択
から「普通」「悪い」と答えた者の割合 

過体重・肥満 

11、13、15 歳児で、過体重又は肥満である者の割合。
BMI217が WHO 子供発育基準218の中央値より 1 標準偏差高
い場合を過体重とし、2 標準偏差高い場合を肥満とする
219。 

青少年の自殺率 10-14 歳人口及び 15-19 歳人口の10 万人当たりの自殺率 

10 代の出産率 15-19 歳の女性人口の 10 万人当たりの出産率 

 
  

                                                  
217 前掲 96 
218 WHO 子供発育基準（WHO child growth standard）には年齢別の BMI の中央値が示されている。 
219 WHO (2016). “Obesity and Overweight”. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
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⑥教育と技能 

（４項目） 

PISA の読解力の
平均点数 

OECD の PISA220における読解力の平均点数 

PISA の問題解決
能力の平均点数 

OECD の PISA221における問題解決能力222の平均点数 

若年ニート率 
15-19 歳の者で就労、就学、職業訓練のいずれもしていな
い者の割合 

教育のはく奪 

8 つの基礎教育財（机、静かな勉強部屋、学習に必要なコ
ンピューター、教育ソフトウェア、インターネット接続、計算
機、辞書、教科書）のうち 4 つ未満しか所有していない 15
歳の者の割合（人口千対） 

⑦市民生活 

（２項目） 

投票する意思 
14 歳児で投票権を得たら投票をするつもりがあると回答し
た者の割合 

市民参加 
14 歳児で最近 12 ヶ月の間に、団体活動・クラブ活動223に
参加した者の割合 

⑧社会・家庭 

環境 

（６項目） 

親と楽に会話をす
ることができるか 

11、13、15 歳児で母親又は父親と楽に会話ができると感じ
る者の割合 

親切で助けになっ
てくれる同級生が
いるか 

11、13、15 歳児で自分の同級生は親切で助けになってくれ
ると回答した者の割合 

学校の勉強に関し
てプレッシャーを感
じているか 

11、13、15 歳児で学校の勉強に関して強いプレッシャーを
感じていると回答した者の割合 

学校が好きか 11、13、15歳児で学校が好きであると回答した者の割合 

学校への帰属意識 15歳児の学校への帰属意識の平均値 

子供が親と一緒に
過ごす時間 

親が自己申告した、子供と普段過ごす平均時間。子供の
身体的な世話をする時間と共に学習・読書・遊びをする時
間に分類して算出する。また、父親・母親別にも算出する。 

⑨個人の安全 

（２項目） 

子供の殺人被害率 
0-19 歳人口の 10 万人当たりの故意による傷害によって死
亡した者の割合 

いじめ 
11、13、15 歳児で最近２ヶ月の間に、少なくとも２度学校で
いじめを受けたと回答した者の割合 

⑩主観的幸福 

（1 項目） 生活満足度 

11、13、15 歳児の生活全般に対する主観的な評価の平均
値（「自分の最近の生活全般に関してにどれ程満足してい
ますか。」という問いに対して、最低の０から最高の 10 の
11 段階で評価） 

 

  

                                                  
220 前掲 94 
221 同上 
222 PISA は数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの 3分野の習熟度を 3年ごとに測定す

る調査であるが、2012 年調査においてはオプションでコンピュータを使用した「デジタル数学

的リテラシー」「デジタル読解力」「問題解決能力」の調査が実施された。（コンピュータの調査

に科学的リテラシーは含まれなかった。） 
223 ここでの活動は、政党や政治同盟に付属した若者の団体、人権保護活動を行う団体、地域で

奉仕活動を行うボランティア団体、社会問題解決のために資金調達をする団体、民族・宗教に

基づく文化的団体、地域の課題解決のために啓発活動をする団体による活動を指す。 
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③ユニセフ・イノチェンティ研究所 2007 年「レポートカード７: 先進国にお

ける子供の幸せ：生活と福祉の総合的評価（Child poverty in perspective: An 

overview of child well-being in rich countries）」224 

 

欧州連合理事会の依頼によりAtkinsonらが2005年に発表したＥＵにおける社会包摂

に関する報告書225では、当時のＥＵの社会包摂指標226には子供に着目した社会包摂指標

が欠けているため追加すべきとの提案がなされたが、追加すべき指標として示されたの

は学習習熟度を表す１項目のみであった。この報告書の内容を受け、子供の生活を改善

する政策についてより多面的なモニタリングを促し、政策の比較を可能にし、政策の議

論と形成に刺激を与えることを目的として、ユニセフ・イノチェンティ研究所が発表し

たのが、「レポートカード７: 先進国における子供の幸せ：生活と福祉の総合的評価

（Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries）」

である227,228。 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）229を基礎概念とし、OECD 加盟国 21 カ

国における子供と若者の生活と福祉の総合評価をするための指標であり、ユニセフ・イ

ノチェンティ研究所の以前の報告書では金銭に基づく指標のみを用いていたが、この報

告書では 6分野 40 指標230により子供のウェル・ビーイングの動向を把握している231。 

                                                  
224 前掲 37 
225 Atkinson, A.B., Cantillon, B., Marlier, E. and Nolan, B. (2005) Taking forward the EU 
social inclusion process, Luxembourg, LU Council of the European Union (European Union, 
11-05-0180-E). 
http://eapn.lu/eapn/File/EU%20Conferences/Conf_TakingforwardEUinclusion_final_report

.pdf 
226 前述のラーケン指標を指す。 
227 前掲 37 
228 Bradshaw, J., Hoelscher, P. and D. Richardson. (2006). “Comparing child well-being 

in OECD countries: concepts and methods”, IWP-2006-03, Florence, UNICEF Office of 
Research.  

229 前掲 206 
230 指標の選定は Bradshaw et al. (2006).（前掲 228）に基づいている。 
231 この報告書において、日本は以下の指標については使用できる統計調査が存在しないため、

国際比較に含まれていない。「家庭の豊かさが低水準にある 11、13、15 歳児の割合」、「15-19

人口に占める、就学している者の割合」、「15-19 歳に占める、就学、就業、又は職業訓練のい

ずれもしていない者の割合」、「11、13、15 歳児でひとり親家庭に暮らす者の割合」、「11、13、

15 歳児でステップファミリーに暮らす者の割合」、「11、13、15 歳児で、自分の同級生は親切で

助けになってくれると回答した者の割合」、「学校がある日に毎日朝食を食べる 11、13、15

歳児の割合」、「毎日果物を食べる 11、13、15 歳児の割合」、「11、13、15 歳児の、調査日

の前の 1週間に 1時間以上、中-高強度の身体活動を行った日数の平均値」、「13、15 歳児で、

過体重である者の割合」、「1週間に最低 1回は喫煙する 11、13、15 歳児の割合」、「2回以

上泥酔経験のある 11、13、15 歳児の割合」、「過去 12 か月間に大麻を使用した 15 歳児の割合」、

「性交渉経験のある 15 歳児の割合」、「最近の性交渉においてコンドームを使用した 15 歳児

の割合」、「過去 12 か月間に暴力に関与した 11、13、15 歳児の割合」、「過去 2 か月間に 1

度でもいじめられたことがある 11、13、15 歳児の割合」、「11、13、15 歳児で、「「あなた
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図表 2-20 UNICEF「レポートカード７」における指標選定基準232 

指標の選定基準 

①「子供の権利条約」に基づき、子供の生活と子供の権利に関連する指標であること 

②国際比較の可能な統計が入手できること 

 

図表 2-21 UNICEF「レポートカード７」における指標一覧 

指標の分類 具体的な指標項目 

①物質的豊かさ 

（５項目） 

 

子供の貧困率 
0-17 歳人口に占める、等価平均所得の 50％未満の世帯
に暮らす者の割合 

無職世帯の子供の
割合 

子供（0-17 歳）がいる就業年齢世帯に占める、就業してい
る親がいない世帯の割合 

はく奪状況 
 

家庭の豊かさが低水準にある23311、13、15 歳児の割合 

8 つの教育財234のうち、6 つ未満しか所有していないと答え
た 15 歳児の割合 

家庭に本が 10 冊未満しかないと申告した 15 歳児の割合 

②健康と安全 

（６項目） 

出生時の健康 
1 歳の誕生日の前に亡くなった乳児の割合（人口千対） 

2,500 グラム以下で生まれた出生児の割合 

予防接種 

はしかの予防接種が完了している 12-23 ヶ月児の割合 

DPT（ジフテリア、百日咳、破傷風）の予防接種が完了して
いる 12-23 ヶ月児の割合 

ポリオの予防接種が完了している 12-23 ヶ月児の割合 

子供の死亡率 
19 歳未満人口 10 万人当たりの事故又は外傷による死亡
者の割合 

③教育 

（６項目） 
学習習熟度 

PISA235における読解力の平均点 

PISA236における科学リテラシーの平均点 

PISA237における数学リテラシーの平均点 

就学状況 15-19 歳人口に占める、就学している者の割合 

将来の希望 
15-19 歳人口に占める、就学、就業又は職業訓練のいず
れもしていない者の割合 

低技能238の仕事に就くことを望んでいる 15 歳の者の割合 

 

                                                                                                                                                  
の健康状態はどうですか」という設問に対して、「とても良い」「良い」「普通」「悪い」の

4択から「普通」「悪い」と答えた者の割合」、「「学校生活が大好きである」と回答した 11、

13、15 歳児のの割合」、「11、13、15 歳児の生活全般に対する主観的な評価が中央値より上で

あった者の割合」 
232 UNICEF (2007)（前掲 37）3 頁“Measurement and policy”に記載されている基準をまとめた。 
233 11、13、15 歳児に「あなたの家族は車、バン、又はトラックを所有していますか。」、「あな

たは自分の寝室を持っていますか。」、「過去 12 ヶ月の間に何回家族と旅行に行きましたか。」、

「あなたの家族はコンピューターを何台所有していますか。」の 4つの質問をし、その回答に基

づき、0-8 の尺度で家庭の豊かさを測り、0-3 に当てはまった場合を低水準とする。 
234 机、静かな勉強部屋、学習に必要なコンピューター、教育ソフトウェア、インターネット接

続、計算機、辞書、教科書の８つを指す。 
235 前掲 94 
236 同上 
237 同上 
238 「30 歳前後でどのような職業に就いていたいと思うか。」という質問に対して、「現在受けて

る教育や訓練以上の訓練や資格を必要としない仕事」を選んだ子供を指す。 
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④友人や家族と

の関係 

（５項目） 

家族構成 
11、13、15 歳児でひとり親家庭に暮らす者の割合 

11、13、15 歳児でステップファミリー（連れ子再婚家庭）に
暮らす者の割合 

家族関係 

週に２回以上親とメインの食事を一緒に食べる 15 歳児の
割合 

親が週に何回かは自分と話をするためだけに時間を使っ
てくれると回答した 15 歳児の割合 

仲間関係 
11、13、15 歳児で、自分の同級生は親切で助けになってく
れると回答した者の割合 

⑤日常生活上

のリスク 

（１２項目） 

健康行動 

学校がある日に毎日朝食を食べる 11、13、15 歳児の割合 

毎日果物を食べる 11、13、15 歳児の割合 

11、13、15 歳児で、調査日の前の 1 週間に 1 時間以上中-
高強度の身体活動239を行った日数の平均値 

13、15 歳児で、過体重240である者の割合 

リスク行動 

1 週間に最低 1 回は喫煙する 11、13、15 歳児の割合 

2 回以上泥酔経験のある 11、13、15 歳児の割合 

過去 12 か月間に大麻を使用した 15 歳児の割合 

性交渉経験のある 15 歳児の割合 

最近の性交渉においてコンドームを使用した 15 歳児の割
合 

15－19 歳女性の出産率（人口千対） 

暴力 
過去 12 か月間に暴力に関与した 11、13、15 歳児の割合 

過去 2 か月間に 1 度でもいじめられたことがある 11、13、
15 歳児の割合 

⑥主観的ウェ

ル・ビーイング 

（６項目） 

健康 
11、13、15 歳児で、「あなたの健康状態はどうですか」とい
う設問に対して、「とても良い」「良い」「普通」「悪い」の 4 択
から「普通」「悪い」と答えた者の割合 

学校生活 
「学校生活が大好きである」と回答した 11、13、15 歳児の
の割合 

個人のウェル・ビー
イング 

11、13、15 歳児の生活全般に対する主観的な評価が中央
値より上であった者の割合（「自分の最近の生活全般に関
してにどれ程満足していますか。」という問いに対して、最
低の 0 から最高の 10 の 11 段階で評価） 
「学校で疎外されていると感じるか」の問いに「はい」と回答
した 15 歳児の割合 

「学校では気後れし居心地が悪いと感じるか」の問いに「は
い」と回答した 15 歳児の割合 

「学校で孤独だと感じるか」の問いに「はい」と回答した 15
歳児の割合 

 

  

                                                  
239 中―高強度の身体活動が具体的にどういった活動を指すのかについて、定義は見られない。 
240 BMI(定義は前掲90)が WHO子供発育基準 の中央値より1標準偏差高い場合を過体重とする 。

WHO 子供発育基準（WHO child growth standard）に年齢別の BMI の中央値が示されている。（参

考：WHO（2016）. “Obesity and Overweight”. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/） 
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④ユニセフ・イノチェンティ研究所 2013 年「レポートカード 11: 先進国にお

ける子供たちの幸福度（Child well-being in rich countries: A comparative 

overview）」 

 

ユニセフ・イノチェンティ研究所は、前述のレポートカード７で公表した指標を、児

童の権利に関する条約（子どもの権利条約）241に基づく子供のウェル・ビーイングをよ

り適切に捉えるものに更新し、2013 年に「レポートカード 11: 先進国における子供た

ちの幸福度（Child well-being in rich countries: A comparative overview）」とし

て公表した242。Martonorano ら243によると、2009 年の EU 統計局「所得と生活水準統計」

(EU-SILC)に物質的はく奪に関する調査項目が追加されたため、「物質的豊かさ」を示す

指標として EU-SILC を用いた物質的はく奪指標を追加できたこと、主観的ウェル・ビー

イングを指標として含めず客観的指標との関連性を別途分析した244ことの2点がレポー

トカード７と大きく異なる点であるとしている。 

 

図表 2-22 UNICEF「レポートカード 11」における指標選定基準245 

指標の選定基準 

①「子供の権利条約」に基づき、子供の生活と子供の権利に関連する指標であること 

②できる限り子供を指標の単位とすること 

③子供のウェル・ビーイングを多面的に捉えること 

④子供のウェル・ビーイングに関して、良い状態と悪い状態の両方を捉えること 

⑤国際比較の可能な統計が入手できること  

 

  

                                                  
241 前掲 206 
242 この報告書において日本は以下の指標についてのみ国際比較に含まれており、他の指標につ
いては使用できる統計調査が日本には存在しないため、国際比較に含まれていない。「0-17 歳 
人口に占める、等価平均所得の 50％未満の世帯に暮らす者の割合」、「貧困線（等価可処分所
得の中央値の 50％の値）の値と貧困線未満の子供がいる世帯の等価可処分所得の中央値の差の
貧困線の値に占める割合」、「1歳の誕生日の前に亡くなった乳児の割合」、「2,500 グラム以
下で生まれた出生児の割合」、「ポリオ、DPT(ジフテリア、百日咳、破傷風）」、「はしかの
予防接種が完了している 12-23 ヶ月児の割合」、「4歳から義務教育開始年齢の子供で就学前
教育に参加している者の割合」、「PISA242における読解力、科学リテラシー、数学リテラシー
の平均点」、「15－19 歳女性の出産率」、「微小粒子状物質（PM10）の年間平均濃度」 

243 Martonorano, B., L. Natali, C. de Neubourg and J. Bradshaw (2013). “Child Well-being 

in Advanced Economices in 2000s”, Working Paper 2013-01, Florence, UNICEF Office of 
Research.  

244 分析結果の詳細は Bradshaw et al. (2013)に示されている。（Bradshaw, J., Martonorano, B., 

L. Natali, amd C. de Neubourg. (2013). “Children’s Subjective Well-being in Rich 

Countries”, Working Paper 2013-03, Florence, UNICEF Office of Research.  
245 Martonorano, et al. (2013) pp6-8. 2.1. Theoretical Framework に記載されている選定基

準をまとめた。 
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図表 2-23 UNICEF「レポートカード 11」における指標一覧 

指標の分類 具体的な指標項目 

①物質的豊かさ 

（４項目） 

 
子供の貧困率 

0-17 歳人口に占める、等価平均所得の 50％未満の世帯に暮
らす者の割合 

貧困線（等価可処分所得の中央値の 50％の値）の値と貧困
線未満の子供がいる世帯の等価可処分所得の中央値の差
の貧困線の値に占める割合 （貧困ギャップ率） 

物質的はく奪 
14 項目246のうち 2 項目以上欠如している子供の割合 

家庭の豊かさが低水準にある24711、13、15 歳児の割合 

②健康と安全 

（４項目） 出生時の健康 

1 歳の誕生日の前に亡くなった乳児の割合（人口千対）（乳児
死亡率） 

2,500 グラム以下で生まれた出生児の割合 （低出生体重出
生率） 

予防保健医療 
ポリオ、DPT(ジフテリア、百日咳、破傷風）、はしかの予防接
種が完了している 12-23 ヶ月児の割合（予防接種率） 

子供の死亡率 19 歳未満人口 10 万人当たりの死亡率 

③教育 

（４項目） 就学状況 

4 歳から義務教育開始年齢の子供で就学前教育に参加して
いる者の割合 

15-19 歳人口に占める、就学している者の割合 

15-19 歳人口に占める、就学、就業、職業訓練もしていない者
の割合 

学習習熟度 
PISA248における読解力、科学リテラシー、数学リテラシーの平
均点 

④行動とリスク 

（１０項目） 健康行動 

11、13、15 歳児で、過体重249である者の割合 

学校がある日に毎日朝食を食べる 11、13、15 歳児の割合 

毎日果物を食べる 11、13、15 歳児の割合 

11、13、15 歳児の、調査日の前の 1 週間に 1 時間以上過去１
週間に、中-高強度の身体活動250を行った者の割合 

リスク行動 

15－19 歳女性の出産率（人口千対） 

1 週間に最低 1 回は喫煙する 11、13、15 歳児の割合 

2 回以上泥酔経験のある 11、13、15 歳児の割合 

過去 12 か月間に大麻を使用した 15 歳児の割合 

暴力 
過去 12 か月間に暴力に関与した 11、13、15 歳児の割合 

過去 2 か月間に 1 度でもいじめられたことがある 11、13、15
歳児の割合 

 

                                                  
246 「１日 3食摂取」、「肉・魚又は代替するタンパク源を 1日 1回摂取」、「新鮮な野菜・果物を

１日１回摂取」、「子供の年齢と知識水準に適した本（教科書を除く）を所持」、「屋外レジャー

用品（自転車、ローラースケートなど）を所持」、「定期的なレジャー活動を行う」、「屋内ゲー

ム子供１人につき１つ以上（知育玩具・積木・盤ゲーム、コンピューター・ゲームなど）を所

持」、「修学旅行や学校行事の参加費を支払うことができる」、「宿題をするのに十分な広さと照

明がある静かな場所がある」、「インターネットへの接続ができる」、「新品の衣服（中古品を除

く）を所持」、「ぴったりの寸法の靴２足（１足は全天候型）の所持」、「時々友達を遊びや食事

のために家に呼ぶ」、「誕生日・命名日・宗教行事などのお祝いをする」の 14 項目。 
247 前掲 233 
248 前掲 94 
249 前掲 240 
250 前掲 239 
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⑥住居と環境 

（４項目） 

 

住居 

子供のいる世帯の、住宅の部屋の数をその住宅の居住人数
で除した値の平均値 

屋根・壁・床等の破損、日当たりが悪い、風呂・シャワーがな
い、屋内水洗トイレが共用でないの 4 項目のうち、1 項目以上
あてはまる住宅に暮らす子供のいる世帯の割合 

環境の安全性 
10 万人当たりの殺人事件の発生率 

微小粒子状物質（PM10）の年間平均濃度 

 

 

⑤アメリカ子供と家族の統計に関する連邦政府フォーラム  

「子供のウェル・ビーイング指標（America's Children: Key National 

Indicators of Well-Being）」251 

 

アメリカに暮らす子供のウェル・ビーイングを把握するために 22 の連邦政府の統計

を集約したレポートであり、子供と家族の統計に関する連邦政府フォーラム（Federal 

Interagency Forum on Child and Family Statistics）が公表している。 

1997 年から毎年公表されており、アメリカの子供に関する人口統計を示した上で、

子供のウェル・ビーイングを、家庭・社会環境、経済状況、医療、環境と安全、行動、

教育、健康の７つの側面から評価・分析している。公表年のみ集計された統計が追加し

て掲載されるなど、指標の項目は毎年見直しが行われているが、ここでは最新の 2016

年の報告書に掲載されている指標を示す。 

また、2015 年の報告書では各分野に対して、「必要とされる指標（Indicators Needed）」

についても言及されているため、図 2-25 に示す。これらは指標の基準値の設定方法等

について十分なエビデンスがそろっていなかったり、国内統計が十分に整備されていな

かったり等の課題があり、指標として採用されるに至っていないが、子供のウェル・ビ

ーイングを測定する上で重要と考えられる項目である。 

 

図表 2-24 アメリカ「子供のウェル・ビーイング指標」における指標選定基準252 

指標の選定基準 

①幅広い層の人々が容易に理解できること  

②相当量の信頼できる客観的な先行研究において子供のウェル・ビーイングとの関連性が示されてい

ること  

③子供たちの生活の１つの分類に偏らず、バランスの取れたものであること  

④更新し時系列で傾向を見ることができるよう、定期的に集計されているものであること  

⑤ある特定の集団ではなく、子供人口の大きい集団を代表するものであること 

                                                  
251 Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics（2016）. America's Children: 
Key National Indicators of Well-Being, Washington DC, Government Printing Office.  

252 同上 2 頁 
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図表 2-25 アメリカ「子供のウェル・ビーイング指標」における指標一覧 

指標の分類 具体的な指標項目253 

①人口 

（３項目） 

子供の人口 0-17 歳人口 

総人口に占める子供
の割合 

総人口に占める 0-17 歳人口の割合 

人種・民族構成 

0-17 歳の子供の人種民族構成割合。非ヒスパニック系白
人、非ヒスパｓニック系黒人、非ヒスパニック系アメリカンイン
ディアン又はアラスカ原住民、非ヒスパニック系アジア人、非
ヒスパニック系ハワイ原住民又は他の太平洋島嶼民、ヒスパ
ニック系の７種の人種・民族の割合をそれぞれ算出。 

②家族と 

社会環境 

（７項目） 

家族構造と子供の生
活環境 

0-17 歳人口に占める結婚している親 2 人と同居している者
の割合 

結婚していない254女
性の出産 

15-44 歳の女性の出産数に対する結婚していない女性の出
産数の（出産千対） 

全出産数に占める結婚していない女性の出産の割合 

保育 

母親が就業している 0-4 歳児に占める、主たる育児者が親
戚である者の割合 
幼稚園未就園の 3-6 歳児に占める、以前保育施設で保育を
受けていた者の割合 

親が外国生まれであ
る子供 

0-17 歳人口に占める、親の少なくとも 1 人が外国生まれであ
る者の割合 

家庭で話す言語と英
会話の困難さ 

5-17歳人口に占める、家庭で英語以外の言語を話す者の割
合 

5-17 歳人口に占める、家庭で英語以外の言語を話し、英会
話が困難である者の割合 

若年出産 15-17 歳の女性の出産率（人口千対） 

虐待 
虐待を受けたことがあると確認された0-17歳の者の割合（人
口千対） 

③経済環境 

（３項目） 
子供の貧困と世帯所得 

0-17 歳人口に占める、絶対総収入255が貧困基準値256未満
の世帯に暮らす者の割合 

親の雇用の安定 
0-17 歳人口に占める、親少なくとも 1 人が年間フルタイムで
就労している者の割合 

食料不足 
0-17 歳人口に占める、食料不足状態257と分類された世帯に
暮らす者の割合 

                                                  
253 日本語訳は阿部彩他（2013）（前掲 4）を一部参考に、Federal Interagency Forum on Child 

and Family Statistics（2016）（前掲 251）に基づいて内容を最新のものに更新した。 
254 未婚（結婚の意思があるが結婚していない）と非婚（結婚の意思がなく結婚していない）の

区別はされていない。 
255 諸外国や国際機関では貧困率の算出に等価可処分所得を用いることが一般的であるが、アメ

リカでは絶対総収入が用いられている。絶対総収入には報酬、失業保険、雇用保険、社会保障、

生活保護、公的支援、兵役納付金、遺族給付、高度障害給付金、退職金、年金、利息、配当、

賃借料、印税、信託、教育補助、扶養料、児童手当、家庭外の支援援助、その他の収入が含ま

れている。（参考：株式会社 SELC（2016）前掲 54） 
256 貧困基準値は、1年間に家族が必要とする食費の 3倍としている。この食費は 1963 年に農務
省が設定したものであり、毎年消費物価指数によって調整されている。世帯の人数と世帯員の
年齢に合わせた貧困基準値がそれぞれ算出される。（参考：株式会社 SELC（2016）前掲 54）  

257 農務省が定めた定義に基づく。「食料不足状態（food insecurity）」には「低い食料保障状態

（low food insecurity）」と「とても低い食料保障状態（very low food insecurity）」のどち

らかに認められた世帯が含まれる。「低い食料保障状態」とは補助的栄養支援プログラム等の支

援を受けたり、世帯員が多様性に欠ける食事により食料を摂取している状態（「金銭的な理由で
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④保健医療 

（４項目） 

医療保険の加入状況 0-17 歳人口に占める、医療保険に未加入の者の割合 

医療サービスを受け
ることができるか 

0-17 歳人口に占める、普段から利用できる医療サービスが
ない者の割合 

予防接種 
19-35 ヶ月の子供に占める予防接種（７種類計 19 回）258を完
了した者の割合 

口腔環境 
5-17 歳人口に占める、過去１年間に歯医者に行った者の割
合 

⑤物理的環

境と安全 

（８項目） 

屋外の空気の質 
0-17 歳人口に占める、微小粒子状物質（PM2.5）年間平均
濃度が 12 μg/m³259より高い地域に暮らす者の割合 

受動喫煙 
4-11 歳人口に占める血中コチニンレベルが 0.05ng/mL 以上
であった者の割合 

飲料水の質 
0-17 歳人口に占める、飲料水の安全基準260を全て満たして
いない公共水道設備を利用する者の割合 

血中鉛量 
1-5 歳人口に占める血中鉛濃度が 5μg/dl 以上である者の割
合 

住宅問題 
0-17 歳の子供がいる世帯に占める、重い住宅費負担261、過
密262、設備不十分263の問題を１つでも抱える世帯の割合 

重大な暴力犯罪の
被害者 

12-17 歳人口に占める、重大な暴力犯罪（加重暴行、強姦、
強盗、殺人）の被害者になった者の割合 

子供の怪我と死亡 
1-4 歳の者の 10 万人当たりの傷害死亡数 

5-14 歳の者の 10 万人当たりの傷害死亡数 

青年の怪我と死亡 15-19 歳の者の 10 万人当たりの傷害死亡数 

⑥行動 
（５項目） 常習喫煙 

過去30日間日常的に喫煙したと回答した生徒の割合。第8、
10、12 学年別264に算出 

                                                                                                                                                  
バランスの取れた食事をすることができなかった」と自己申告をした場合を指す）であり、「と

ても低い食料保障状態」とは金銭的な理由により摂取する食料を減らすことを余儀なくされた

世帯員が 1人でもいる状態を指す。（参考：U.S. Department of Agriculture Economic Research 

Service (2016) “Key Statistics and Graphs”. 

https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/ke

y-statistics-graphics.aspx） 
258 三種混合ワクチン、ポリオワクチン、新三種混合ワクチン、Hib ワクチン、B型肝炎ワクチン、

水痘ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが含まれる。（参考：Center for Diseasse Control and 

Prevention (2016). “Technical Notes for NIS Surveillance Tables”. 

https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/coverage/nis/child/tech-notes.html） 
259 環境保護庁が設定した環境大気質基準（NAAQS：National Ambient. Air Quality Standards)

に基づく。（参考：U.S. Environmental Protection Agency (2016). “NAAQS Tabl”e. 

https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table） 
260 最大許容濃度と 90 以上の物質の扱い方をそれぞれ定めた基準である。（参考：U.S. 
Environmental Protection Agency. (2017). “Drinking Water Regulatory Information”. 
https://www.epa.gov/dwreginfo/drinking-water-regulatory-information）. 

261 住宅費が世帯所得の 30％以上を占める場合を指す。 
262 世帯人数が 1部屋につき 1人以上である場合を指す。部屋に台所や風呂が含まれるか否かに

ついては記されていない。 
263 「設備不十分」とされる世帯は、「アメリカ合衆国住宅調査（American Housing Survey for the 

United States）」において「中程度の設備問題（Physical problems – moderate）」と「重度の

設備問題（Physical problem – severe）」とされた住宅に住む世帯が含まれる。「中程度の設備

問題」と「重度の設備問題」は台所、水道管、電気等の状態別に細かく定義されている。詳細

は U.S. Census Bureau (2013). American Housing Survey for the United States: 2011, Current 
Housing Reports, Series H150, Washington D.C., U.S. Census Bureau.を参照。 

264 日本の中学校 2年生、高校 1年生、高校 3年生に対応する。 
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アルコール摂取 
過去 2 週間連続で 5 杯以上のアルコール飲料を飲んだと回
答した生徒の割合。第 8、10、12 学年別265に算出 

違法薬物使用 
過去 30 日間に違法薬物を使用したと回答した生徒の割合。
第 8、10、12 学年別266に算出 

性的行動 性交渉経験があると回答した高校生の割合 

重大な暴力犯罪の
加害者 

12-17 歳人口に占める重大な暴力行為（加重暴行、強姦、強
盗、殺人）を犯した者の割合 

⑦教育 

（６項目） 
家庭での読み聞かせ 

3-5 歳の子供で過去 1 週間に 3 回以上家族から読み聞かせ
をしてもらった者の割合 

数学と読解の習熟度 NAEＰ267の数学と読解の平均点。第4，8，12学年別268に算出 

高等学校の選択科目 
該当年の高等学校卒業者に占める、代数学、微分積分学、
生物学・化学、生物学・化学・物理の４つのコースを修了した
者の割合。コース別に割合を算出 

高校の修了 18-24 歳人口に占める、高等学校修了者の割合 

就労も就学もしてい
ない青年 

16-19 歳人口に占める、就学も就職もしていない者の割合 

大学への進学 
該当年の高等学校卒業者に占める、高等学校卒業直後の
10 月に大学へ入学した者の割合 

⑧健康 

（８項目） 
早産と低体重出生 

37 週以前に生まれた出生児の割合 

2,500 グラム以下で生まれた出生児の割合（低出生体重出生
率） 

乳児死亡率 1 歳の誕生日の前に亡くなった乳児の割合（乳児死亡率） 

感情・行動面の困難 
4-17 歳人口に占める、感情・行動面の困難269を持つ子供の
割合 

青年期のうつ 
12-17 歳人口に占める、過去 1 年間にうつ病の主な症状が
現れたことのある者の割合 

行動の制限 
5-17 歳で 1 つ以上の慢性の健康障害により行動上の制限270

がある子供の割合 

食事の質 2-14 歳児の食事の 2010 年版健康食指数271の平均値 

肥満 6-17 歳人口の肥満率272 

喘息 0-17 歳人口の喘息有病率 

                                                  
265 同上 
266 同上 
267 NAEP とは、全米学力調査(The National Assessment of Educational Progress)を指す。全

州が参加する標本調査であり、第 4，8，12 学年の児童・生徒が対象である。読解、数学、科学、

作文、米国史、公民、地理等の各分野の習熟度を測る。 
268 日本の小学校 4年生、中学校 2年生、高校 3年生に対応する。 
269「あなたの子供は情緒・集中力・素行・人との付き合いにおいて問題があると思いますか。」

という問いに、「いいえ」「少々問題がある」「問題がある」「重度の問題がある」の選択肢の中

から、「問題がある」「重度の問題がある」と親が回答した場合を指す。 
270 自分の子供は特別な教育サービスを使用している、又は、自己管理・歩行・その他の諸行動

が制限されていると親が回答した場合を指す。 
271 農務省が示す the Healthy Eating Index (HEI)と呼ばれる食事の質を測る指標である。農務

省が公表している「2010 年版米国人のための食生活指針 (Dietary Guidelines for Americans)」

及びこの食生活指針を実行する際に個人が参考にできるよう作成された「農務省食品摂取パタ

ーン（USDA Food Patterns）」 に基づいて開発された指標である。食生活がどれだけ健康的で

あるかを様々な観点から測定し、総合点を 0-100 点のスケールで示す。（参考：U.S. Department 

of Agriculture, Center for Nuturion Policy and Promotion (no date). “Healthy Eating 

Index”. https://www.cnpp.usda.gov/healthyeatingindex） 
272 BMI が同年齢・同性集団の上位 5％である子供を肥満としている。 



 

54 

図表 2-26 アメリカ「子供のウェル・ビーイング指標」において、必要とされる指標

（Indicators Needed）として取り上げられた指標項目一覧273 

指標の分類 必要とされる指標（Indicators Needed） 

①人口 （特になし） 

②家族と社会

環境 

時間の使い方を示す示す指標（例：テレビを見ている時間、特定の活動に参加して

いる時間） 

社会とのつながりと社会参加の度合いを示す指標 

保護者が受刑中の子供の数 

③経済環境 世帯の様々な資産を含めて収入や支出を示す指標 

慢性的な貧困に陥っている世帯に暮らす子供の割合を示す指標 

④保健医療 医療保険の保障内容を示す指標 

子供たちが受けている医療サービスの質と内容を示す指標 

環境の質を示す指標（家・学校・保育施設等における屋内の空気の汚染度を示す

指標、飲み水の汚染度を示す指標、食料・土壌の汚染度を示す指標が追加で必

要） 

家・学校・地域で暴力の現場を目撃したことのある子供の割合 

生物モニタリング274の指標（例：子供の血液中や尿に含まれるの汚染物質の量） 

ホームレスの子供の数や一時的に施設に保護されているホームレスの子供の数  

⑥行動 ボランティア活動や放課後の活動等、健康や発達（発育）を促進させる活動への参

加状況を示す指標 

刑事司法制度下にある若者の状況を示す指標（例：少年院に収容されている若者

の数、逮捕されたことのある若者の数等） 

⑦教育 幼児期の認知力や感情面・社会面の発達状況を示す指標 

⑧健康 障害を持つ子供の視力、聴力、歩行、自己管理、コミュニケーション等における機

能制限を示す指標 

                                                  
273 Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics（2015）. America's Children: 
Key National Indicators of Well-Being, Washington DC, Government Printing Office. 

274 生物モニタリングとは、環境汚染を監視する方法のうち、生物を用いる方法をいう。環境汚

染の測定は、例えば大気中の微小粒子状物質の量を測るなど物理的・化学的方法で行われてい

るが、生物学的方法を併せて用いることで各汚染物質の複合的な影響や累積的な影響をとらえ

ることができる。（参考：環境省総合環境政策局環境影響評価課(2017)「環境アセスメント用語

集」http://www.env.go.jp/policy/assess/6term/index.html） 
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⑥スウェーデン子供オンブズマン局275「子供のウェル・ビーイング指標（Living 

Conditions Survey of Children）」276 

 

スウェーデン政府は子供に関する政策の基盤を「子どもの権利条約」277に置いており、

2003 年にこの権利条約への履行状況を把握する目的で子どもオンブズマン局と共同で

指標の開発を開始し、2010 年より 6 分野 45 指標を公表している。この指標は定期的に

更新され、全国だけでなく県、市町村別にも統計が整備されている278。 

 

図表 2-27 スウェーデン「子供のウェル・ビーイング指標」における指標一覧279 

分野 指標 

1 経済 û 貧困世帯に暮らす子供 

û 低所得で急な現金出費への支払いができない世帯に暮らす子供 

û 10 ヶ月以上公的扶助を受けている世帯に暮らす子供の割合 

û 自分の部屋がない家に暮らす子供の割合 

2 健康 û 肥満の 16-17 歳児の割合 
û 乳幼児死亡率 
û 低体重出生率 
û 虫歯がある 3，6，12 歳児の割合 
û 精神面の問題がある28010-18 歳児の割合 
û 心理的要因により週一回以上頭痛、胃痛、不眠がある 10-18 歳児の割合 
û 9 年生、高校 2 年生281で月に一回以上大量飲酒をしている割合 
û 9 年生、高校 2 年生282で喫煙している割合 
û 9 年生、高校 2 年生283で薬物の使用経験がある者の割合 
û 9 年生、高校 2 年生284で過去 30 日に薬物使用経験がある者の割合 

                                                  
275 オンブズマンとは市民主権の理念に立って、公正・中立な立場で、行政に関する苦情を調査・

処理するための第三者的機関である。行政全般を所管する総合オンブズマンだけでなく、福祉

分野、情報公開・個人情報保護分野等、特定の分野を管轄するオンブズマン制度も存在する。

（参考：一般財団法人行政管理研究センター（2016）「地方公共団体における公的オンブズマン

制度の実態把握のための調査研究報告書」（総務省行政評価局行政相談課委託））スウェーデン

子供オンブズマンは 1993 年に発足し、「子どもの権利条約」に基づき、子供及び若者の権利及

び利益に影響を与える問題を監視することを目的としている。政府に対して子供及び若者の権

利及び利益を守るために必要な改革又はその他の措置を提案する義務を負っており、毎年政府

に報告書を提出している。また、子供及び若者の権利と利益を守るための情報を一般に提供す

ること、虐待されている子供についての情報を得た場合に社会擁護委員会に報告することも義

務として定められている。これらの義務を遂行するために、社会的に弱い立場にある子供たち

と定期的に対話をすることで、彼らの状況・意見の把握をしている。（参考：The Ombudsman for 

Children in Sweden (2015). “About the Ombudsman for Children in Sweden”. 

https://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/english/） 
276 前掲 45 
277 前掲 206 
278 竹沢純子（2013）「子どもウェルビーイング指標に関する国際的動向」海外社会保障研究, 185, 

48-59.  
279 竹沢（2013）56 頁より抜粋 
280 「精神面の問題」は定義されていない。 
281 スウェーデンでは 9年間の義務教育（基礎学校）終了後、3年間高等学校へ進学する。 
282 同上 
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3 教育 

訓練 

û 高等学校に入学可能な基礎力を身につけて初等学校を卒業した者の割合 

û 初等学校の各教科の目標グレードを達成した子供の割合 

û 大学入学資格を高校卒業時に得ている子供の割合 

û 9 年生で PISA285の数学スコアが平均以上の割合 

û 9 年生で PISA286の読解スコアが平均以上の割合 

4 安全 û 就学前教育、家族デイケア、レクレーションセンターにおける教員と子供の割合 

û 初等学校等における生徒 100 人当たりフルタイム教師の数 

û 教員養成大学の卒業生のうち小中学校のフルタイム教師の職に就いた者の割合 

û 教員養成大学の卒業生のうちフルタイム小学校教師あるいは保育士の職に就いた

者の割合 

û 特別支援学校教員養成大学卒業者のうち、フルタイムで特別支援学校の教師に就

いているものの割合 

û 4-6 年生のうち他の生徒にいじめられていると答えた子供の割合 

û 4-6 年生のうち教師にいじめられていると答えた子供の割合 

û 4-6 年生のうち学校がよい学習環境であると答えた子供の割合 

û 4-6 年生のうち学校で虐待されたことがあると答えた子供の割合 

û 4-6 年生のうち学校の授業中に他の生徒に妨害されたことがあると答えた子供の

割合 

5 参加 û 学校に対し影響力があると考える 4-6 学年の子供の割合 

û 毎日ニュースを確認している 10-18 歳の子供の割合 

û 余暇期間中に毎日本を読む子供の割合 10-18 歳の割合 

û 音楽や芸術活動に参加している 3-6 学年の生徒の割合 

û 過去 6 ヶ月間に余暇で文化的活動（劇場、映画、博物館、図書館、コンサート等）を

行った 10-18 歳の割合 

û クラブや団体のスポーツ活動に週一回以上参加している 10-18 歳の子供の割合 

û スポーツやボーイ/ガールスカウト等の余暇的組織活動に週一回以上参加している

10-18 歳の子供の割合 

6 支援と

保護 

û 自宅以外でケアを受けている子供の割合 

û 6 ヶ月以上児童養護施設に入っている子供の割合 

û 児童養護施設を退所した 12 ヶ月以内に再び入所した子供の割合 

û 9 年生で、過去 12 ヶ月に犯罪を犯した子供の割合 

û 9 年生で、過去 12 ヶ月に犯罪犠牲者となった子供の割合 

û 15-17 歳で刑罰を受けた者の割合 

 

 

  

                                                                                                                                                  
283 同上 
284 同上 
285 前掲 94 
286 同上 
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2.4. 人口全体のウェル・ビーイング指標 

 

①OECD 「より良い暮らし指標(BLI: Better Life Index)」287 

 

OECD は 2011 年から「OECD より良い暮らしイニシアチブ（OECD Better Life 

Initiative）」を開始した。このイニシアチブにおいて、「より良い暮らし指標（BLI, 

Better Life Index）」と呼ばれるウェル・ビーイング指標の分析・公表及びウェル・ビ

ーイングの傾向とその要因に関する理解を深めるための研究プロジェクトを実施して

いる。 

BLI は、人々にとって重要であり、生活の質に関わる暮らしの 11 の分野（住宅、所

得と富、雇用と収入、社会とのつながり、教育と技能、環境の質、市民生活とガバナン

ス、健康状態、主観的幸福、個人の安全、仕事と生活のバランス）288について 38 カ国

間の比較を可能にするものであり、「How’s Life？」と題する報告書とインタラクティ

ブなウェブアプリケーション289で公表されている。 

BLI で用いられている 11 分野は、2011 年に発表された報告書「OECD ウェル・ビー

イング指標の概論(Compendium of OECD well-being indnicators)」に基づいて選定さ

れている。この報告書は、OECD が 2011 年までに実施した研究や協議を基に、ウェル・

ビーイングを測る方法についての理論をまとめたものである290。この概論において、ウ

ェル・ビーイング指標は物質的生活状況（material living conditions）、生活の質

（quality of life）の 2分野の指標を含むべきとされている。さらに各分野において、

物質的生活状況は 1)住宅、2)所得と富、3)雇用と収入の 3 項目を、生活の質は 1)社会

とのつながり、2)教育と技能、3)環境の質、4)市民生活とガバナンス、5)健康状態、6)

主観的幸福、7)個人の安全、8)仕事と生活のバランスの 8 項目を含むべきとしている。

また、物質的生活状況と生活の質に加えて社会経済環境及び自然環境の持続可能性（the 

sustainability of the socio-economic and natural systems）についても把握すべき

であるが、この分野の状況を把握するのに適当な指標が未開発であるためこの概論には

含めないとしている。 

 

                                                  
287 前掲 35 
288 日本語訳は OECD(2016) に基づく。（参考：OECD (2016)「How’s Life in Japan?日本の幸福

度」

https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Japan-in-Japanes

e.pdf） 
289 このウェブアプリケーションでは、「How's Life?」報告書のウェル・ビーイング指標の各分

野に対し、利用者が好きなウェイトをつけると、そのウェイトに沿った国別順位が表示される

ようになっている。このウェブアプリ―ケーションは http://www.oecdbetterlifeindex.org/から

アクセス可能。 
290 OECD(2011). Compendium of OECD well-being indicators, Paris, OECD.  
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図表 2-28 OECD「より良い暮らし指標」における指標一覧291,292 

指標の分野 具体的な指標項目 

物質的 

生活状況 

①住宅 

基本的衛生条件 世帯専用の屋内水洗トイレを有さない者の割合 

家の値頃感 

調整世帯可処分所得293に占める、家にかかる経費

（家賃、水道、電気、ガス・燃料、管理修繕費）の割

合の平均値 

1 人当たりの部屋数 

住宅の部屋の数（台所、洗濯機置き場、風呂、トイ

レ、ガレージ、診察室、オフィス、店を除く）をその住

宅の居住人数で除した値の平均値 

②所得と富 

家計収入 
1 人当たりの家計調整純可処分所得（2005 年基準

の購買力平価によるドル換算額）の平均値 

資産 

一人当たり家計保有正味金融資産額（現金のほか

に預金、保証（株式以外）、株式、ローン、保険金、

その他受け取りや支払いが可能な口座を含む純資

産。最新の購買力平価によるドル換算額。） 

③雇用と 

収入 

労働市場の不安定 
調査前年の全就業者数に占める、調査時点で 1 年

未満の間失業状態にある者の割合 

就業率 15-64 歳人口に占める就業者294の割合 

長期的失業率 
労働力人口に占める１年以上失業状態が続いてい

る失業者295の割合 

所得 
フルタイム労働者の平均年間報酬。国民経済計算

での総賃金をフルタイム労働者数296で割った値 

生活の質 ④社会との

つながり 
社会的支援 

「困ったときに、いつでも助けを求めることのできる

親戚や友人はいますか」との設問に対し、肯定的な

回答を行った者の割合 

 
⑤教育と 

技能 

教育達成 
25-64 歳人口に占める、後期中等教育297を卒業し

た者の割合 

認識能力 
PISA298における読解力、数学リテラシー、科学リテ

ラシーの平均点 

成人力 PIAAC299における読解力と数的思考力の平均点 

                                                  
291 BLIは 2011年の OECDより良い暮らしイニシアチブの開始時から改編が成されてきているが、

ここに示した指標は最新の報告書である OECD（2015）（前掲 214）26 頁に基づく。 
292 前掲 288 
293 一般政府・対家計民間非営利団体から家計への現物移転を調整している可処分所得を指す。 
294 就業者は、ILO の定義により、調査前の１週間に１時間以上有給の仕事に就いていた者を指

す。 
295 失業者は現時点で職に就いていないが、就労の希望があり、就職活動を行っている者を指す。 
296 フルタイム労働者数は、全労働者の労働時間とフルタイム労働者の労働時間の比率を全労働

者数に乗じて算出する。 
297 国際標準教育分類（ISCED）の定義に基づく。日本では高等学校教育に相当する。ISCED の詳

細については前掲 148。 
298 前掲 94 
299 PIAACとは OECDが実施する国際成人力調査のことを指す。この調査は、各国の成人を対象に、

仕事や日常生活で必要とされる汎用的なスキルのうち「読解力」「数的思考力」「IT を活用した

問題解決能力」の 3分野のスキルを測定するもので、2013 年度に初めて実施され、日本を含む

24 ヶ国・地域が参加した。（参考：国立教育政策研究所(2013)「OECD 国際成人力調査(PIAAC)
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生活の質 

⑥環境の質 

大気汚染 
平均微小粒子状物質（PＭ2.5）濃度の 2010～2012

年の平均値 

水の質 

「あなたの住んでいる街や地区での水の質に満足

していますか」との設問に対し、「満足」と回答した

者の割合 

⑦市民生

活とガバナ

ンス 

投票率 有権者に占める投票した者300の割合 

⑧健康状

態 

寿命 出生児平均余命301 

健康状態の認識 
15 歳以上で、健康状態が「良い」以上の回答302した

者の割合 

⑨主観的

幸福 
生活満足度 生活全般に対する主観的な評価303の平均値 

⑩個人の

安全 

夜間の安心感 

「あなたの住んでいる街や地区で、夜間にひとりで

歩くことに安心感はありますか」との設問に対し、明

確に安全との回答した者の割合 

殺人発生率 10 万人当たりの傷害による死亡率 

⑪仕事と生

活のバラ

ンス 

労働時間 普段の１週間で 50 時間以上働く就労者の割合 

余暇 
フルタイムで働いている者が１日のうちレジャーや

個人的な活動に割くことのできる時間の平均値 

 

                                                                                                                                                  
調査結果の要約」http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/piaac_summary_2013.pdf） 

300 各国で最も多くの有権者がいる選挙（国の議会選挙、大統領選挙等）を対象にする。 
301 現在の死亡率が今後も継続すると仮定した場合、出生児が生きると期待される平均年数。平

均年数は男女の人口の比率によってウェイトを付けた上で算出する。 
302 WHO が推薦する設問は「あなたの普段の健康状態はいかがですか」との問に対し、「とても良

い」「良い」「普通」「悪い」「とても悪い」の５択の中から選択するもの。 
303 「自分の最近の生活全般に関してにどれ程満足していますか。」という問いに対して、最低の

０から最高の 10 の 11 段階で評価 
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3. 諸外国の選定基準の整理 

 

これまでの概観を踏まえれば、諸外国の指標の選定基準は、おおよそ以下の 11 の基

準に基づき、各国の状況によって必要な基準を選択していると整理することができるの

ではないか。 

 

1 .政府が取り組む政策の方向性に合致するもの 

2 .継続的に集計される国内統計を用いたもの 

3 .指標の分野に偏りがないこと 

4 .子供が分析対象となること 

5 .貧困層の特徴を捉えられるもの（エビデンスにもとづく選出） 

6 .貧困の深刻度を捉えられるものを含めること 

7 .子供を幅広く対象とすること 

8 .統計的に信頼できるデータを用いること 

9 .指標のための調査が大きな負担とならないこと 

10.わかりやすく、受け入れやすいものであること 

11.国際比較が可能であること 

 

 

4. 諸外国の指標の分野の整理 

 

今回調査した諸外国の指標の中で分野が設けられているものについて、指標がどのよ

うな分野に分類されているか整理した。 

指標の分野の分類について合意の取れたものは存在しないが、教育、健康・生活習慣、

家庭・社会とのつながり、親の雇用（保護者の就労状況）、物質的豊かさ・所得が主な

分野であった。 
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諸外国における指標の分類として設けられた分野の整理※ 
  教育 健康・生活習慣 

家庭・ 
社会とのつながり 

親の雇用 
（保護者の就労状況） 

物質的豊かさ・ 
所得 

環境・その他 

イギリス労働年金省・教育省 
「子供の貧困戦略 2014-2017」 

子供のライフチャンス 
（再掲）子供のライフ
チャンス 

（再掲）子供のライフチ
ャンス 

家庭の就業環境 家庭の資産 
 

イギリス労働年金省  2012 年 
「より良い子供の貧困指標作成のための
検討報告書」 

質の高い教育へのア
クセス 

両親の健康 
親の養育スキルの水準 
家庭の安定性 

無職 
所得と物質的はく奪 
処理できないほどの
負債 

貧しい居住環境 

ＥU 2012 年 
「子供の貧困対策・予防と子供のウェル・
ビーイングの推進」 

良質なサービスへの
アクセス 

（再掲）良質なサービ
スへのアクセス 

 
十分な資源へのアク
セス 

（再掲）十分な資源へ
のアクセス 

（再掲）良質なサービ
スへのアクセス 

国連開発計画  
多次元貧困指標 

教育 健康 
  

生活水準 
 

EU 
社会的包摂関連指標（旧ラーケン指標） 

教育 
雇用・失業 

健康・住居 
その他  

（再掲）教育 
（再掲）雇用・失業 

経済的貧困 
（再掲）健康・住居・（再
掲）その他 

OECD 2009 年 
「子供の福祉を改善する報告書」 

教育 
健康と安全 
リスク行動 

学校生活の質 
 

物質的豊かさ 住宅と環境 

OECD 2015 年 
「How’s Life? 2015 年版幸福度の測定」 

教育と技能 健康状態 
市民生活 
社会・家庭環境 

雇用と収入 所得と富 

住宅 
環境の質 
（再掲）社会・家庭環境 
個人の安全 
主観的幸福 

ユニセフ 2007 年 
「レポートカード７: 先進国における子供の
幸せ：生活と福祉の総合的評価」 

教育 
健康と安全 
日常生活上のリスク 

友人や家族との関係 
 

物質的豊かさ 主観的ウェル・ビーイング 

ユニセフ 2013 年 
「レポートカード 11: 先進国における子供
たちの幸福度」 

教育 
健康と安全 
行動とリスク   

物質的豊かさ 住居と環境 

アメリカ子供と家族の統計に関する連
邦政府フォーラム  
子供のウェル・ビーイング指標 

教育 
保健医療 
行動 
健康 

家族と社会環境 
 

経済環境 
人口 
物理的環境と安全 

スウェーデン子供オンブズマン局 
子供のウェル・ビーイング指標 

教育訓練 健康 
参加 
支援と保護 

安全 経済 
（再掲）安全 
（再掲）支援と保護 

OECD  
より良い暮らし指標 

教育と技能 健康状態 
社会とのつながり 
市民生活とガバナンス 

雇用と収入 
仕事と生活のバランス 

所得と富 

環境の質 
住宅 
主観的幸福 
個人の安全 

※諸外国で設けられた分野に分類されている指標を分析し、一般化するとともに、諸外国の分類を一般化した分野に再整理した。



 

62 

5. 諸外国の指標の特徴のまとめ 

 

平成 27 年度海外調査及び今年度の追加調査から、イギリス等においては、子供の貧

困率のほか、非就業者世帯に暮らす子供の割合や不利な条件にある子供の中等教育終了

時の教育到達度、早期中途退学率など様々な指標を設定していることが確認された。 

また、EU 統計局「所得と生活水準」統計や EU 諸国の統計において、物質的はく奪指

標（その国で典型的に保持・享受するものとされている財・サービスの欠如について社

会調査を実施し、それに基づいて作成される指標）が公表されており、広義の指標の一

部として用いられていることが明らかとなった。 

物質的豊かさは、所得による貧困率以外に物質的はく奪指標を用いて経済的な貧困を

測定していることが明らかになった。 

貧困率だけをみても、貧困線を複数設定したり、相対的貧困率と絶対的貧困率を並列

したり、世帯の属性別（人種別、子供の年齢階級別、ひとり親・ふたり親の別、等）に

算出したり、と複数の指標を設定している場合がある。 

指標の分類の分野としては、健康や教育、居住環境、行動に関するものなど、幅広い

分野が取り入れられ、それに対する指標が設定されている。 

指標の数に着目すると、最も多いのはアメリカ連邦政府フォーラムによるもので、41

指標を公表していた。 

子供の貧困は世帯の貧困であり、人口全体の指標とは別に子供の貧困の状況を表す指

標は設定する必要がないとする考えも見られた304。一方で、EU、UNICEF、OECD は、子供

の貧困の状況を把握するためには、できるだけ世帯ではなく子供が分析の単位とした子

供の貧困に関する指標を、人口全体の指標とは別に設定すべきとし指標を開発している。

                                                  
304 前掲 54 


