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第 6 章 物質的はく奪指標 

1. 物質的はく奪指標の基本的概念等 

 

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

ビスの経済的理由による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

標である。第 1回有識者会議において、物質的はく奪指標については、①国における関

連施策の実施状況や対策の効果等の検証・評価のために意義のあるものであるか、②物

質的はく奪指標を作成するのに有効な国内調査等の把握、③作成し得るとしても、定期

的な調査実施等の必要性を勘案して、費用対効果の面からどう評価するか、という観点

から検討を行うこととされたことも踏まえ、以下において分析を行う。 

 

1.1. 物質的はく奪指標の基本的概念 

 

物質的はく奪指標は、「１日３食食べることができるか」、「修学旅行に参加できるか」

などの生活に必要な財・サービスを選定し、それらが経済的な理由で享受できない場合

を調査し、貧困の状況を示す集計的指標である。所得の状況を把握する指標（相対的貧

困率など）を補完し、所得だけでは測れない生活の質を把握する試みといえる。また、

国際比較や地域間の比較になじみやすい指標として、欧州を中心に設定する動きがみら

れる。 

※主に先進国において、貧困を測る指標として用いられている相対的貧困率は、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から、典型的な指標とされている。しかし、算定の基礎となる

所得に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制約がある。物質的は

く奪指標の併用は、相対的貧困率が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の指摘を踏まえてのもの

と考えられる。512 

 

1.2. 諸外国における活用状況 

 

物質的な生活水準を測定する物質的はく奪指標は、EU 統計局「所得と生活水準統計」

（EU-SILC）や EU 諸国を中心として、相対的貧困率と併せて公表・活用されている例が

多い。以下ではこれらの活用状況を概観する。 

また、今回把握した諸外国における物質的はく奪指標を構成する項目の一覧を巻末に

                                                  
512 このような指摘がなされている先行研究は複数みられる。詳細は脚注 10 を参照。 
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参考として記す。 

 

1.2.1. ＥＵ 

 

EU では、「ヨーロッパ 2020(Europe2020)」戦略513の中で、「貧困と社会的排除」が柱

の一つとして掲げられ、「貧困と社会的排除のリスクにさらされている人数」の削減目

標が定められている。「貧困と社会的排除のリスクにさらされている人」514の定義は、

相対的貧困の状況、物質的はく奪の状況又は非常に低い就労密度（就労可能月数に対し

て実際就労した月数の割合）のうち一つでも該当する者とされている515。はく奪指標に

ついては、「所得と生活水準統計」（EU-SILC）において、「予期せぬ支出に対応できる」、

「１年に最低１週間、家を離れて休暇を過ごす」、「2日に 1度の肉や魚などを含む食事」、

「家で十分な暖が取れる」、「カラーテレビがある」、「洗濯機がある」、「自家用車がある」、

「電話がある」、「住宅ローン、家賃、公共料金、分割払いの滞納がない」の 9項目の保

持・享受の状況を調査し、4 項目以上を金銭的な理由で実現できていない場合「著しい

物質的はく奪」の状態、3項目以上を金銭的な理由で実現できていない場合を「物質的

はく奪」の状態と定義し516、各加盟国における「はく奪」及び「著しいはく奪」の状態

にある世帯の割合を子供の有無など世帯類型ごとに公表している517。 

2012 年、EU－SILC 分析ネットワーク（Network for the Analysis of EU-SILC）は、

現行のはく奪指標を構成する 9 つの項目のうち、1）「洗濯機がある」、2）「カラーテレ

ビがある」、3)「電話がある」の 3項目を削除し、１）「古くなった家具の買い替えがで

きる」、2）「月に 1度は友達や家族と食事や飲みに行く」、3）「ぴったりの寸法の靴 2足

（１足は全天候型）がある」、4）「古着を新しい服に買い替えることができる（中古品

は含まない）」、5）「定期的にレジャー活動を行う」、6）「家に PC と自分用のインターネ

ット接続がある」、7）「他人に相談することなく、毎週、自分のために少額のお金を使

うことができる」、の7項目を追加した、13項目からなる物質的はく奪指標を提案した。

この案では、うち何項目が金銭的な理由で欠如している場合に「はく奪状態」とみなす

かというはく奪状態の基準（はく奪線）は設定されておらず、はく奪状態にある加盟国

                                                  
513 前掲 75  
514 「貧困と社会的排除のリスクにさらされている人」とは、1）60％の貧困線を下回る等価可処

分所得を得ていない、2)物質的はく奪項目 9項目のうち 4項目以上を満たすことができない、

3)就労可能月数に対して実際就労した月数の割合が 0.20 以下である、のうち 1つでも該当する

人、と定義されている。 
515 前掲 18 
516 European Comission(2016).“Glossary:Material deprivation” 

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

ation 
517 European Comission(2017).“Material deprivation statistics - early results” 

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

tistics_-_early_results 
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別の人口の割合を、はく奪線を３項目とした設定した場合、６項目と設定した場合、と

いう段階別に公表しているのみである518。追加の提案がされたこれらの 7項目について

2013 年には希望加盟国でパイロット調査519が、2014 年には EU-SILC に参加している全

ての国で全 13 項目についてアドホック調査520,521が実施された。2015 年には改定案を正

式に決定し、3 項目を削除し 7 項目を追加した調査を 2016 年以降に行っていくことが

決定されている522,523。 

2012 年の提案では併せて、1 歳以上 15 歳以下の子供を対象とする子供のはく奪指標

について、その項目も新たに提案された。1)「野菜・果物を 1 日 1 回摂取」、2)「肉・

魚又は相当するたんぱく質を 1 日 1 回摂取」、3)「勉強や宿題をするのにふさわしい場

所がある」、4)「家で十分な暖が取れる」、5)「古くなった家具の買い替えができる」、

6)「新しい服がある（中古品は含まない）」、7)「ぴったりの寸法の靴が 2足（1足は全

天候型）ある」、8)「自家用車がある」、9)「費用のかかる学校の遠足や活動に参加する」、

10)「年齢にふさわしい書籍を持っている」、11)「屋外でのレジャー用具を持っている」、

12)「屋内用のゲームを持っている」、13)「定期的なレジャー活動を行う」、14)「家に

PC と自分用のインターネット接続がある」、15）「1 年に最低 1週間、家を離れて休暇を

過ごす」、16)「遊びや食事のために時々子供を家によぶ」、17)「特別なときのお祝いを

する」、18)「住宅ローン、家賃、公共料金、分割払いの滞納がない」、の１８項目から

構成される。子供のはく奪指標に関しても、はく奪状態の基準（はく奪線）は決定され

ておらず、はく奪状態にある加盟国別の子供の人口の割合を、はく奪線を３項目と設定

した場合、５項目と設定した場合といったように段階別に公表しているのみである524。

これらの子供の調査項目についても、前述の 2013 年のパイロット調査及び 2014 年のア

                                                  
518 European Comission(2012).“Measuring material deprivation in the EU: Indicators for 

the whole population and child-specific indicators”, Eurostat Methodologies and Working 
Papers, 2012 edition, Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities.  

519 European Comission, ESS agreement: EU-SILC supplementary variables on Material 
deprivation to be collected in 2013, an ESS agreement within Regulation (EC) No223/2009 
of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/6073921/ESS+agreement+SILC+2013+mater

ial+deprivation+variables.pdf/0e93d42d-ace2-4f1e-8789-0628b95002cf 
520 EU-SILC には毎年調査対象となる指標（一次変数(primary variables)）と、4-5 年間隔で調

査することを想定した指標（二次変数(secondary variables)）が存在する。ここでアドホック

調査(ad-hoc module)とはこの二次変数の調査を指す。（参考：Eurostat (no date). 

“Legislation”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/legislation 
521  European Comission, Comission Regulation (EU) No112/2013 of 7 Februrary 2013. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0112&from=EN 

522 European Comission, Commission Regulation (EU) 2015/2256 of 4 December 2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2256&from=EN 

523 調査結果はまだ公表されていない。 
524 同上 
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ドホック調査において調査されたが、これらの項目が今後正式に指標として EU-SILC に

含まれるどうかについては発表されていない。 

 

1.2.2. イギリス 

 

イギリスは、EU の加盟国として上記調査に参加するほか、「家庭資源調査」(Family 

Resource Survey, FRS)において物質的はく奪に関する調査を行っている。家庭資源調

査(FRS)では、子供のいる世帯に対し、大人と子供のはく奪の状況をそれぞれ調べるた

め、以下の質問を行っている。 

大人のはく奪の状況を把握するための質問は、1)家財保険をかけている、2)冬に住居

を暖かくできる、3)請求書や定期的な負債の支払ができる、4)家に適当な装飾を施すた

めのお金がある、5)冷蔵庫や洗濯機などの主要な電化製品を取り替えたり修理したりす

る、6)傷んだ家具を取り替える、7) 家族のためではなく自分のために毎週使える少額

のお金がある、8)少なくとも年に１週間、親戚の家に宿泊する以外で、家を離れた休暇

を取る、9)不慮の場合や退職に備えて月に 10 ポンド以上を定期的に貯蓄する、の９項

目から構成されている。 

子どものはく奪の状況を把握するための質問は、1)10 歳以上の異性の子供全員が自

分の寝室を持てる部屋数がある、2)近くに安全に遊べる屋外空間又は施設がある、3)

子供全員に暖かい冬用のコートが与えられている、4)少なくとも年に 1週間家を離れて

家族で休暇を取る、5)趣味又は余暇活動ができる、6)毎週学校外の組織的な活動に参加

する、7)修学旅行に行く、8)乳幼児保育施設に入所している、又は、乳幼児の子育てサ

ークルなどに少なくとも週 1度参加している、9)毎日生の野菜や果物が与えられている、

10)スポーツ用具や自転車などの娯楽用品がある、11)特別なときのお祝いをする、12)2

週間に 2 回お茶を飲む友人がいる、の 12 項目から構成されている。ある項目を保持・

享受していない場合について、その理由も併せて質問することにより、不保持・非享受

の理由が経済的理由によるものかどうかのスクリーニングを行っている525 。 

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526をした上で合計し、相対

的貧困率と合成した指標として算出している。 

 

1.2.3. フランス 
 

フランスでは、EU-SILC の項目に加え、国立統計経済研究所（INSEE）が独自の項目

を調査・集計した「所得と生活水準統計（Statistiques sur les Ressources et 

Conditions de Vie = SRCV）」により算出している。 

                                                  
525 前掲 54 
526 ウェイト付けの方法の詳細は「2.3. ウェイト付け（重み付け）を行う場合の考え方」を参照。 
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物質的はく奪指標の項目は、４分野に分類された下記の計 27 項目からなる。 

 

(1) 家計の厳しさ（7 項目）： 1)返済に充てる額の割合が所得の 3 分の 1 を超過し

ている、2)月に 1度の頻度で金融機関の借越しをする、3)日常的な出費に足り

る収入がない、4)自由に使える預貯金がない、5)過去 12 か月の間に、貯蓄を

消費の赤字補填に使い果たした、6)倹約という手段に頼る、7)生活基準が「金

銭的に困難である」「借金をするしかない状況」と感じられる 

(2) 過去 12 か月における支払の遅延（3 項目）：1)電気、ガス、水道、電話などの

支払の遅延があった、2)主たる住居の家賃の支払の遅延があった、3)税金（所

得税、地方税）の支払の遅延があった 

(3) 消費の制約（９項目）：1)住居を快適な室温に保つ、2)年に 1度、1週間の自宅

以外での休暇にかかる費用を払う、3)使用できなくなった家具を買い替える、

4）新しい衣類の購入、5）1 日おきに肉、魚又はそれに類するベジタリアン食

品を摂取、6）月に一度、飲食を共にするために家族親戚や友人を招く、7)年

に一度、家族親戚や友人に贈り物をする、8)状態の良い靴を2足以上保持する、

9)金銭的な理由で、過去 2週間のうち、満足な食事を取れなかった日がある 

(4) 住居の問題（９項目）：1)居住者が過密である、2)住居内に浴槽又はシャワー

がない、3)住居内に水洗トイレがない、4)給湯設備がない、5)暖房設備がない、

6)狭すぎる、又は部屋数が不足している、7)暖房を使用するのが困難、又は費

用がかかりすぎる、8)湿気が多い、カビが生える、屋根に穴があいている、9)

道路、工場、隣人など騒音の問題がある 

以上の 27 項目のうち 8項目以上の欠如を「生活状態の貧困」と定義し、SRCV の客体

数に対する生活状態の貧困にある世帯の割合を算出している。 

 

1.3. 日本における活用状況 

 

地方自治体においては、地域子供の未来応援交付金を活用した実態調査等により、地

域における子供の貧困の実態を把握する方法として、欧州等のように標準的手順を踏ん

だ物質的はく奪指標を作成するには至らないものの、物質的はく奪指標を構成しうる項

目を用いている例が見られる。 

子供の貧困実態を把握する調査を実施した自治体においては、その６割が他の統計調

査・実態調査の調査項目を参考に調査票を作成しており、特に足立区、横浜市、大阪府

の調査が頻繁に参照されている。その他、学識経験者が調査項目を作成した自治体、内

閣府が公表している実態調査の調査項目の具体的事例を基に調査項目を作成した自治

体などがあった。（調査項目の詳細は参考資料「日本の自治体の物質的はく奪に関わる
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調査項目の一覧」を参照527） 

今後、独自に物質的はく奪指標を作成する予定があるとする自治体は見られなかった

が、東京都528、大阪府529、大田区530など、物質的はく奪状態を把握するためのものと考

えられる調査項目を設定している例も見られる531。東京都、大田区のように家計のひっ

迫、子供の体験や所有物の欠如、所得の状況を合わせて、子供の貧困532の状況として定

義付けている自治体もある。 

 

図表 6-1 （参考）東京都「子どもの生活実態調査」（2016）における 

「生活困難」の定義と概念図533 

 

（１）低所得： 等価世帯所得が厚生労働省「平成 27 年国民生活基礎調査」から算出される基準未満の世帯 

（２）家計の逼迫： 経済的な理由で、公共料金や家賃を支払えなかった経験、食料・衣類を買えなかった経験などの７項目のうち、１つ以上が該当 

（３）子供の体験や所有物の欠如： 子供の体験や所有物などに関する 15 項目のうち、経済的な理由で、欠如している項目が 3 つ以上該当 

 

                                                  
527 これらの項目が物質的はく奪状態を示しているか否かは、諸外国の物質的はく奪指標を構成

している項目との比較と学識経験者の意見を基に判断した。 
528 東京都 公立大学法人首都大学東京（2017）「子供の生活実態調査【小中高生等調査】＜中間

まとめ＞」 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/23/documents/21_02.pdf 
529 公立大学法人大阪府立大学（2017）「大阪府子どもの生活に関する実態調査」（大阪府委託） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/28281/00000000/01jittaityosahoukokousyo.pdf 
530 大田区（2017）「大田区子どもの生活実態に関するアンケート調査報告書」 

https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/ota_plan/kobetsu_plan/fukushi/kodomo_seikats

u_plan/hinkon-chosa.files/houkokusho.pdf 
531 東京都、東京都大田区、大阪府のいずれかの調査票を参考に実態調査の調査票を作成したの

は、千葉県柏市、石川県能美市、大阪府堺市、広島県、高知県、佐賀県武雄市、鹿児島県、沖

縄県であった。（地域子供の未来応援交付金を活用して実態調査を行った自治体に対して行った

アンケート調査の回答による。また、これらの自治体の中には、東京都・東京都大田区・大阪

府以外の自治体の調査項目や学識経験者や当事者の意見を併せて参考にした自治体も含まれ

る。）なお、大阪府大阪市、大阪府枚方市、大阪府八尾市等府内自治体は、大阪府と同じ調査票

を使用して実態調査を共同実施した。（独自設問を設けた自治体有り。） 
532 子どもの貧困対策の推進に関する法律、大綱では貧困の定義が設けられていない。 
533 前掲 528, 47 頁 
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2. 欧州における物質的はく奪指標作成手順 

2.1. はく奪指標を構成する項目候補の選定方法 

 

はく奪指標を作成するためには、まず、はく奪指標を構成する項目を選定しなければ

ならない。項目の選定方法は複数あるが、一般的によく使われる手法として「合意基準

アプローチ」がある534。合意基準アプローチとは、「最低限必要なもの」を社会全体で

選定する手法で、具体的には以下のとおりである。 

 

Ø まず、ある社会で個人や世帯にとって必要不可欠と考えられる財（家、家財、食

料など）・サービス（食料、光熱・水道、教養娯楽など）のリストを作成する。 

Ø リストの作成には、生活で必要となることが考えられる様々な財・サービスにつ

いて、研究者がそれまでの研究等に基づき絞り込む方法535や、収入、世帯属性、

年齢・性別などの属性ごとに無作為に抽出された一般市民に、あらかじめ多めに

選んだ項目リストのひとつひとつについて、それが最低限の生活に必要かどうか

をインタビューし、絞り込む方法がある536,537。 

Ø こうして作成された項目リストに基づき、予備調査（標本調査）を行う。調査客

体は、リストに掲げられた財・サービスの項目について、当該国（社会）に属す

る全ての個人・世帯に必要と思うかどうかを回答する。調査客体の 50％以上が

「必要である」と答えた項目をはく奪指標を構成する項目の候補とするのが一般

的である538,539,540,541。その上で、統計的な精査を行う。 

Ø なお予備調査では、異なるグループ間（性別、年代、所得、居住エリア等）の回

答傾向に違いがあるかどうか検定し、大きな差がないと統計的に判断された項目

                                                  
534 合意基準アプローチのほか、因子分析を用いる統計的アプローチがあり、アイルランドやニ

ュージーランドで採用されている。 
535 European Comission(2009).“What can be learned from deprivation indicators in Europe”, 

Eurostat Methodologies and Working Papers, 2009 edition. Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities. 

536 阿部彩(2008）『子どもの貧困―日本の不公平を考える―』岩波新書 
537 Gordon, D., Adelman, A., Ashworth, K., Bradshaw, J., Levitas, R., Middleton, S., 

Pantazis, C., Patsios, D., Payne, S., Townsend, P. and Williams, J. (2000). Poverty and 
social exclusion in Britain, York:  Joseph Rowntree Foundation. 

538  Mckay, S.(2011).“Review of the Child Material Deprivation Items in the Family 

Resources Survey”, Department for Work and Pensions Research Report No.746, UK 
Department for Work and Pensions. 

539 前掲 535  
540 同上 
541 学識経験者からは、このように予備調査で挙げられた候補項目一覧の妥当性を、貧困の当事

者（低所得世帯・生活保護世帯等の世帯員や困窮状態にある者によるセルフ・サポート団体に

属する者等）に確認をしてもうことで、作成する物質的はく奪指標の貧困を捉える指標として

の適性が増すであろうという意見が挙げらた。 
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のみをはく奪指標を構成する項目の候補とするため、本アプローチは社会科学的

に頑強な手法であるといえる542。 

 

2.2. はく奪指標を構成する項目の統計的な精査の実施 

 

予備調査により選定されたはく奪指標を構成する項目候補が、低所得など貧困の状況

を表すとされる代表的な指標と関連があるかなどについて、統計的な精査を行う必要が

ある。項目の候補の選定から確定まで、例えば、EU においては以下の分析枠組みを用

いている543。 

 

１） 項目としての必要性の判断 

合意基準アプローチを用いて予備調査を行い、ある社会において、50％以上の住民が

当該社会の全ての世帯が保持・享受すべきであると判断する財・サービスを選定し、リ

スト化する（2.1 参照）。 

 

２） 仮調査の実施（非経済的理由による非保持・非享受を除外） 

下記の統計的精査のため、1.の予備調査で必要性が確認された各項目について、当該

項目を保持している、経済的理由で保持していない、その他の理由で保持していないか

を選択する社会調査（調査客体は標本抽出）を行う。その際、ある項目を保持していな

い場合において、その理由が本人の選好によるものであるのか、経済的理由によるもの

であるのかを判別し、前者を除外することが重要とされている。 

 

３） 項目の妥当性（貧困との関連性）を二項ロジスティック回帰分析により判定 

選択される項目は、その欠如が貧困を表す指標として妥当でなければならない。この

ため、貧困と高い相関を持つとされる変数と関連があるかどうかを回帰分析によって判

断する（EU においては、低所得、主観的貧困感及び主観的健康状態を説明変数、物質

的はく奪指標項目候補の所有有無を被説明変数とする二項ロジスティック回帰分析を

行っている）。回帰分析の結果、説明変数と被説明変数の間に統計的に有意な相関が見

られるかどうかを確認し、物質的はく奪項目に含めるか判断する。 

EU においては、ある候補項目と、３つのうち２つの説明変数との間に統計的に有意

な相関がなく、同様の結果が３か国以上で見られた場合、当該項目には妥当性がないと

判断されている。 

 

４） 項目の回答に一貫性（等質性）があるかを調べることにより信頼性を測定 

                                                  
542 前掲 536   
543 前掲 540   
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このようにして選定された項目群を合成して一つのはく奪指標を作成するためには、

それぞれの項目への回答傾向にある程度の一貫性が必要である。 

そこで、各項目の回答の分散を調査客体の回答の合計の分散で除すことにより算出さ

れる信頼係数（クロンバックのアルファ係数）を内部一貫性の判定に用いる。物質的は

く奪指標を構成する候補項目のうち、ある項目を除いたときに算出されるアルファ係数

が、全項目を用いて算出されたアルファ係数より大きくなった場合は、当該の除かれた

項目は統計的に適切ではないと判断される（古典的テスト理論）。 

EU においては、３か国以上で同様の結果が出た場合、当該項目は候補から除外され

る。 

 

５） 項目を足し上げることができるかの検討 

最後に、物質的はく奪指標を構成する項目を足し上げることができるか、すなわち、

経済的理由で所有していない項目の多いほうが、より「はく奪の状況にある」と言える

かどうか544の検討を行う。 

そこで、物質的はく奪指標構成項目（候補）のうち任意の２つの項目について、両方

とも経済的理由で所有していない人のほうが、１つだけ所有していない人や両方とも所

有している人よりも等価可処分所得が少ないと仮定する。同様に、経済的理由で 1つの

項目を所有していない人のほうが、両方とも所有している人よりも等価可処分所得が低

いと仮定し、全ての候補項目の組み合わせについて、これらの仮定が正しいことを検証

する。 

これを検証するため、１つの項目について、所持している人のほうが所持していない

人に比べて等価可処分所得が高いことを、一要因分散分析によって確認する。さらに、

別の項目を組み合わせ、二要因分散分析を行い、それぞれに交互作用がないことを確認

する。全ての項目について交互作用がなければ、足し上げることができる。交互作用が

ある場合は、それぞれが独立していない（補完関係にある）ため、足し上げに問題が生

ずることとなり、交互作用がある項目は除外すべきであるということになる。 

 

2.3. ウェイト付け（重み付け）を行う場合の考え方 

 

このようにして選定された物質的はく奪指標を用いて調査を実施する際には、物質的

はく奪指標を構成する項目を全て同等に扱う（項目のウェイト付けをしない）方法とウ

ェイトを付ける方法がある。 

 

  

                                                  
544 加算可能性（additivity）と呼ばれる。 
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図表 6-2 ウェイト付け（重み付け）のイメージ 

 

 

EU においては、項目のウェイト付けを行っておらず、ある項目 A を所有していない

ことと、別の項目 B を所有していないことは、同等に扱われる。 

一方、例えばイギリスにおいては、普及率が高い財・サービスを保持・享受できない

世帯は、普及率が低い財・サービスを保持・享受できない世帯と比べ、より重度のはく

奪状態にあるという考えに基づき545、項目ごとに異なるウェイト付け（重み付け）が行

われる。具体的には、ある財・サービスが経済的理由で保持・享受できない場合には１

点が与えられ、それが保持・享受されていたり、保持・享受できない理由が当該財・サ

ービスを必要としないなど経済的理由でない場合には０点が与えられる。それぞれの

財・サービスの点数には普及率から算定したウェイトを乗じ（より多くの家庭が所有し

ている項目ほど、ウェイトが高く設定される）、これを加算して最大合計点数で割り、

100 を乗じてスコアを算出する546。スコアが 25 点未満の世帯の子供は物質的はく奪状態

にあると定義されている。 

ウェイト付けを行う場合と行わない場合のどちらが適切かは、物質的はく奪指標を構

                                                  
545 Fusco, A., Guio, A.-C. and E. Marlier.(2013).“Building a Material Deprivation Index 

in a Multinational Context: Lessons from the EU Experience,” in Berenger, V. and Bresson, 

F. (ed.), Poverty and Social Exclusion around the Mediterranean Sea, New York, Springer, 
43-71. 

546 UK Department for Work and Pension (2016). Households Below Average Income (HBAI) 
Quality and Methodology Information Report. London, UK Department for Work and Pension.  
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成する項目を「最低限度の必需品」のみとするか、より拡大するかによって異なる。前

者の場合であれば、全ての項目が等しく必需品であるため、ウェイト付けを行わない方

が適切とされる547。 

なお、ウェイト付けを行う利点は、「多くの人が所有しているものを所有できない方

が、より著しい物質的はく奪の状態にある」という考え方がもっともらしいと考えられ

る点である。他方、ほとんど全ての人が保持・享受している財・サービスについては、

所得による保持・享受の状況の差が生じにくいという点がデメリットとして指摘されて

いる548。 

 

2.4. はく奪状態の基準の設定方法 

 

はく奪状態の基準の設定方法は、主に３つの方法が挙げられる。 

 

1. はく奪指標を構成する項目はそもそも社会が認知する「最低限必要なもの」と

の前提に立ち、１つでも経済的理由で保持できない場合ははく奪状態にあると

する方法549,550 

 

2. 保持できない項目数に応じた調査客体の割合の変化の状況や、ウェイト付けし

たはく奪スコアと貧困を表す代表的な指標（相対的貧困率など）との比較によ

り、総合的に判断する方法551 

前者については、例えば、保持できない項目数に対応する調査客体の割合を

プロットし、保持できない項目を 1 つ増やしたときに、調査客体の割合が最も

大きく変化した点で、一般世帯とかい離が生じたと考え、大きく変化した後の

項目数をはく奪の基準とする。後者については、あるスコアをはく奪の基準と

した場合に、はく奪の状態にあることとなる調査客体の割合について、実際の

貧困線と比較することなどにより、総合的に判断する。 
 

 

  

                                                  
547 前掲 535 
548 McKay, S. (2010).“Using the new Family Resources Survey question block to measure 

material deprivation among pensioners”, DWP Working Paper no.89, London, UK Department 
for Work and Pension. 

549 前掲 535 
550 阿部彩（2006）「相対的剥奪の実態と分析―日本のマイクロデータを用いた実証研究―」『社

会政策学会誌』（16），251-275． 
551 前掲 548 
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3. 回帰分析（一般線形モデル）など統計的処理を行う方法552 

例えば、被説明変数を所得、説明変数を適当な仮の基準に従ってはく奪状態

にある人とはく奪状態にない人の割合、制御変数を世帯の大人の数として、回

帰分析を行う。この結果、様々な仮の基準（独立変数）のうち、統計的に最も

確からしいものについて、正しいはく奪基準とする方法である。  

他にも ROC(受信者動作特性)曲線（低所得（所得の第 1 五分位など）にある

ことを真の貧困状態として、いくつかの仮の基準によるはく奪の状況とを比較

することにより、より確からしい基準を判定する方法）などがある。 

ただし、いずれにしても何らかの形で収入を活用することから、収入に依存

せずに貧困を表す指標を作るという本来の趣旨と必ずしも合致していないの

ではという指摘があり得る。 

 

 

                                                  
552 前掲 548 
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3. 日本で物質的はく奪指標を作成する場合の手順、留意事項等 

3.1. 日本で物質的はく奪指標を作成する場合の手順 

 

仮に、欧州における物質的はく奪指標作成手順と同様の手順で、日本版の物質的はく

奪指標を作成する場合には、以下の作業が必要と考えられる。 

 

① 日本の実情を踏まえた独自の社会的必需品項目を選定するため、先行研究や既

存統計の精査、ヒアリング調査などの手法を通じ、社会的必需品項目の候補リ

ストを作成する。 

② 候補リストを用いて予備調査を行い、国民の一定数以上が「必要である」と合

意する項目のみを選定する。合意水準については、例えば、EU においては 50％

以上が必要とされている。 

③ 社会的合意が得られた必需的項目について、EU で用いられている統計的検定の

手法（2.4 参照）などを用いて、統計的に精査した上で必需的項目を選定する

ことが必要となる。 

※ 統計的な精査のためには、仮調査が必要となるが、はく奪指標を構成する

項目の候補だけではなく、貧困と相関が高いと考えられる変数（EU では、低

所得、主観的貧困感及び主観的健康状態）も調査する必要があることに留意

が必要である。 
④ これらのプロセスを経て選定された社会的必需品項目をリスト化し、その所有

状況（所有していない場合は理由）を問う実査調査を行う。 

⑤ 具体的な物質的はく奪指標の作成について、ウェイト付けやリスト化された項

目のうち何項目が欠如していた場合に「はく奪状態」とみなすかといったはく

奪状態の基準（はく奪線）について、諸外国の例を踏まえ決定する。 

 

3.2. 物質的はく奪指標を作成する際に必要な調査客体数 

 

予備調査や本調査をどの程度の標本数で実施するかは、標準誤差率などを踏まえ検討

する必要があるが、日本における調査に資するべく、EU において物質的はく奪指標を

構成する項目を選定した際の予備調査や本調査の調査客体数を調査した。例えば、イギ

リスでは約 1,500 世帯を調査客体として予備調査を実施している553。 

                                                  
553 イギリスには PSE（the Poverty and Social Exclusion in the United Kingdom）と呼ばれ

る経済社会研究委員会によって出資され、イギリス国内の複数の大学の研究者によって運営さ

れている貧困と社会的排除に関する研究プロジェクトが存在する。イギリス政府が物質的はく

奪指標を作成した際には、この研究プロジェクトで行われた PSＥ調査（Poverty and Social 

Exlcusion Survey）と言われる物質的はく奪に関する調査を、事前調査として用いた。（参考：

Gordon et al.(2000) (前掲 537) ；Mckay, S. and S. Collard. (2003). “Developing 
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本調査は、イギリスでは約 2千 4百万世帯554中、調査客体は約 3万 8千世帯555、フラ

ンスでは約 2 千 8 百万世帯556中、調査客体は約 1 万 2 千世帯557）として行われている。 

統計的有意性を保ったまま、地域間の比較を可能とするためには、サンプルを更に拡

大する必要があることに留意が必要となる。例えば、約 21 万世帯558あるルクセンブル

クでは約 3千世帯559、約 130 万世帯560あるリトアニアでは約 4 千世帯561が調査客体とな

っている。 

 

                                                                                                                                                  
Deprivation Questions for the Family Resources Survey”, UK Department for Work and 
Pensions Working Paper, 13, Bristol, Personal Finance Research Centre University of 
Britsol. 

http://www.bridge.bris.ac.uk/pfrc/publications/Reports/Developing_Deprivation_Questi

ons.pdf） 
554 2011 年国勢調査時の世帯数である。（参考：UK Office for National Statistics 

(2013).“Statistica Bulletain: 2011 Census: Population and household estimates for the 

United Kingdom, March 2011” 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populatio

nestimates/bulletins/populationandhouseholdestimatesfortheunitedkingdom/2011-03-21） 
555 2014/2015 年度の調査の客体数である。（参考：UK Department for Work and Pension (2016). 

Family Resources Survey United Kingdom 2014/15 Background note and methodology. London, 
UK Department for Work and Pension. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/531243/fam

ily-resources-survey-background-note-and-methodology-2014-15.pdf） 
556 フランス国立人口統計学研究所のウェブサイトで確認できる最新値（2017 年 3 月現在）。（参

考：INED (2017). “Household Size”. 

https://www.ined.fr/en/everything_about_population/data/france/couples-households-fa

milies/households/ 
557 Statistique sur Ressources et Conditions de Vie (SRCV)の 2014/2015 年度の調査客体数。

物質的はく奪指標に用いられるクロスセクション調査と縦断調査の客体を合わせた数とみ 

られる。（参考：INSEE (2016).“Statistiques sur les ressources et conditions de vie /  

Dispositif SRCV”. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1220） 
558 2011 年国勢調査時の世帯数。（参考：Le Static (no date). “Ménages privés selon le nombre 

de personnes au 1er février 2011”.  

http://www.statistiques.public.lu/stat/tableviewer/document.aspx?ReportId=8586） 
559 EU-SILC から 2011 年に発表された客体数。（Eurostat (2011). Table I. Minimum effective 
sample size for countries (based on the use of a sample of households/address) 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/4462345/EU-SILC-sample-size.pdf/1
d70e0a7-5761-4adf-8ecb-e464d253b845） 

560 2011 年国勢調査時の世帯数。（参考：Statistical Office of Estonia, Central Statistical 

Bureau of Latvia, and Statistics Lithuania (2015). 2011 Population and Housing Census 
in Estonia, Latvia and Lithuania, Statistical Office of Estonia, Central Statistical 
Bureau of Latvia, and Statistics Lithuania. 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/2011_population_and_housing_censuses_in_es

tonia_latvia_and_lithuania.pdf） 
561 前掲 559 
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4. 国内統計等に基づく項目のたたき台の整理 

 

物質的はく奪指標の構成項目として参考となる国内統計について調査分析を行った

ところ、EU 統計局等における物質的はく奪指標の構成項目と同様の調査項目など物質

的はく奪指標を構成し得る調査項目を含む国内統計には「生活支え合いに関する調査

（国立社会保障・人口問題研究所）」、「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査（厚

生労働省）」、「ひとり親家庭の状況に関する調査（厚生労働省）」「全国消費実態調査（総

務省）」などがあった。しかし課題もあり、定期的に実施している国内統計では財・サ

ービスの不保持・非享受の理由が経済的理由によるものなのか、本人の選好によるもの

なのか判別できない。また、その点を明確にした調査については、全国を対象として定

期的に実施している調査がない。 

以下において、これらの国内統計及び先述した地方自治体における調査に加え、EU

統計局、イギリス、フランスにおける物質的はく奪指標の項目、先行研究、有識者ヒア

リングにより提案された物質的はく奪指標を構成する項目になりうる候補を整理した。 

 

図表 6-3 物質的はく奪指標を構成する項目になりうる候補 

食料 • 1 日 3 回の食事 

• 朝食（夕食）を食べる 

• 十分な朝食（夕食）の量 

• 栄養バランスのとれた朝食（夕食）  

• 1 日 1 回以上野菜又は果物の摂取 

• 1 日 1 回以上肉又は魚の摂取 

• 1 日 1 回以上の乳製品の摂取 

• 食費を切り詰めた経験の有無 

• 家族が必要とする食料を買えなか

った経験の有無 

• 学校での給食 

• 手づくりの夕食 

住居 • 家族専用の炊事場 

• 家族専用のバス・トイレ 

• 火災報知器 

• 日光が入る部屋 

• 宿題をできるスペース/子供部屋 

• 安全に遊べる近所の公園 

• 家賃や住宅ローンの支払いが滞っ

た経験の有無 

• 敷金・保証金等を用意できないため

に転居を断念した経験の有無 

光熱・ 

水道 

• 公共料金の滞納がない 

• 冷暖房器具/冷暖房器具の使用を控

えた経験 

• 子供がお風呂（シャワーも含む）に

入る頻度 

家具・家

事用品 

• 電子レンジ、冷蔵庫、炊飯器など炊

事用具 

• 洗濯機、掃除機 

• 家族全員が座れる食卓 

• 家族人数分の布団（ベッド） 

被 服 及

び履物 

• 新しい衣類の購入 

• 最低 2足の足に合った靴 

• 毎年新しい洋服・靴を買う 

医療・保

健 

• 必要な時に医者、歯医者にかかれる  

• 国民年金、国民健康保険料の滞納経

験の有無 

交通・ 

通信 

• 電話、携帯電話 

• スマートフォン、タブレット端末 

• 通信料の滞納経験 

• インターネットにつながるパソコン  

• 鉄道やバスの利用を控えた経験の

有無 

教育 • 教材、ランドセル等就学に必要な物 

• 学校で必要なもののうち自分で買

わなければならないもの（ランドセ

ル・制服・ジャージ・国語辞典・ス

パイクなどクラブ活動用の物品） 

• 子供が学習できる部屋、勉強机 
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• 自転車 

• 自家用車 

• 通勤・通学に使うバスや電車の交通費 

• 自分だけの本 

• 遠足、修学旅行 

• 卒業アルバム 

• 学校のクラブ活動 

• 習い事、学習塾 

• 子供会・地域の行事 

• 学校行事への親の参加 

• 経済的理由により進学を断念した

経験の有無 

• 保育料・学費の滞納経験の有無 

• 高校までの教育 

• 短大・高専・専門学校までの教育 

• 大学までの教育 

教養・娯

楽 

• 年齢にあった本 

• 新聞・雑誌・漫画 

• 家族での外出（文化施設、スポーツ

をはじめとする様々な体験）、外食、

家族旅行 

• 山や海に行く 

• 海水浴に行く 

• 博物館・科学館・美術館などに行く 

• キャンプやバーベキューに行く 

• スポーツ観戦や劇場に行く 

• 遊園地 やテ ーマパ ーク に行く

（16-17 歳は、友人と遊びに行くお

金） 

• 子供のスポーツ用品 

• ゲーム機などの玩具、レジャー用具 

• インターネットへの接続 

こ づ か

い・交際

費等 

• 毎月のこづかい 

• お年玉 

• クリスマスプレゼント 

• 誕生日のお祝い 

貯蓄・借

入等 

• 急な出費のための貯蓄 

• 住宅等のローンの滞納がない 

• 税金等の滞納 

• クレジットカードの利用が停止さ

れた経験の有無 

• 生活の見通しが立たず不安になっ

た経験の有無 

その他 • 理髪店・美容院に行く回数を減らし

た経験 

• 心配ごとや悩みを相談できる相手 

• 一緒に夕飯を食べる相手の有無 

• 放課後を一緒に過ごす相手の有無 

• 勉強がわからない時に教えてくれ

る人の有無 

• ロールモデルとなる人の有無 

• 親戚との交流 

• 情報ギャップ 


