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被服の消費性向と生活構造
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藤 春

概要

従米より，被服に隠して数多くの研究がなされているが，これは昭和34年度全国消費実態調査報

告(総怨府統計局)から，現金実収入階級車Ij， 1 世帯当たり 1カ月間の購入数民?と支出金額を用い

て，被服の消費性向と生活構造との関係を明かにしたものである。

各被級品50穏は，その購入最によって 4種類の，支出金額によっては 5穏鎖の綴恕，購入量と支

出金額の組合せによっては10種類に分類された。被服品には各々その用途・特長があり，そのため

に居住地区により，収入により，その選択・購入・消費が異るのである。

目 次
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第 i室主 本研究の;蛍i週

第2:¥1挙資料と方法

~ 1資料

~2 ガ法

序

消費者はどのような消焚行動を行うか，日IJちその収入

のうち，どの程度を支出するか，飽々のj荷重量はどのよう

な要因によって，その消費に対する態度を決定するか，

消費機迭はどのようになっているかなどについて数多く

の研究がなされている。

設もよく知られている法則は=ンゲノレによって見つ

けられた「貧乏であればあるだけ，総51出中に占める飲

食物費の割合は大きくなる」というエンゲノレの第一法員u
である。これの発展したものが，アレソ・ボウレー〈りの

研究で，金支出を機軸に，各資自主ど縦i糊にとると右上り

の直線が描かれる。この腐線の傾斜は資自によって黙る

が，この傾斜の角度をそれぞれの費目の緊急度とした。

しかし，一方においてはzンゲノレ法只1]はかならずしも

妥当しないという研究がある。 ~pち，支出は所得にのみ

依存しないことを意味するものである。エンゲノレ法則は

f)fO主主 結果と分析

~ 1被服品の購入量の類型

~2 被級品の支出金額の類型

~3 被服品の購入数誌:と支出金額の類型

結論と今後の議題

正常な社会経済状態の家主1-にあてはまるのであって，イ

ンブレ時や鼠窮状態ではあてはまらないのである。これ

に対し縫山教授〈りは生活構造からくるものとして，次の

ように論じてし、る。

「生活にはそれぞれ機造枠が存在していると考える。

この生活の構造的枠は，生活主体と生活環境の相IL関連

作用を通じて形成されてくるものであり，それ自体安定

性を保持しようとするものである。従って，それは強い

抵抗性を有している。そこで支出紘張線，あるいはエン

ゲノレ線が， この構造的枠の中で上下している間は，安定

的であり， I道線関係である。しかるにこの枠に衝突する

と，変崩せざるを得ず，きわめて不安定状態を示す。J

消費を行う時，人は品物の価格ばかりでなく，欲望の

大きさを併せて考慮し，最大の限界効用を感ずるものに

消費するが，この選択基準は生活構造そのものであ

るσ〉。放に生活i構造の似た役帯では同じような購入が行

われ，生活構造の違う世帯では違う購入が行われる。購
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入の選択や消'fit行為が↑党首化し，後式化したものな生活

様式とよぶが，生活様式の似た所得階層，地域は似た消

費行為を行うものと考えられる。

デューゼンベリー〈叫によれば消費は栢友依存均的で、ある

とし、う O 悩人は肉体的欲求や:文化的必要のためにある務

の財の消費をする。そのtttには笈的な相違があるが，い

づれの品種によっても充すことができる。この異る品種

は，相互に優等あるいは劣等と見なされ，ある特定図的

に使用できる諸財間には，一般的に主主見の一致した/1開立

がある。消費について選沢する場合， 1肉後者はなんらか

のぼ的に使う財用役の質を変える自由しか持たない。そ

して，この決定念行う時は合理的計鈎iの機Wl'ではなく，

知識や慣潟形成の機構でなされる。しかし，人々が償資

的に使用している諸財も， ~也の俊れた諸肢を全日り，接触

することにより，優秀な財に対する幣在的選好が能動的

になり，他の人々の消焚様式が伝わる。これを「示滅的

効果J(demonstration e丘町t) と呼ぶ。所得あるいはIllfi

格に変化がないのに，慣習様式が彼れるのである。また

「高い生活水準というわれわれの社会目的は，日吟:心に

対しての衝動を隊等対獲得の衝動に変換する。社会的nT
動の可能性と社会目的としての向上性の認識とは，自 ~ft

心に対しての衝動を高い社会的身分への欲望に変換す

る。しかし，高い社会的身分は高い消費水準の維持を必

要とするから，この衝動はさらに優等財獲得の衝動に変

換される。」としている

カトーナー (5)は消後者は社会1'1'>])(.化的な肢範・態度・

1守俄・情緒・集団帰属のすべてに彩雲撃を受けるという。

そしてまれに，習慣的・伝統的行為のやり方に満足でき

ない新しい状況のもとでは問題解決行動をする。それは

「問題点や疑問点の発見，特定の方法へのtif体告Ufじをな

味する熟慮・思考・事態の要請をE理解すること，いくつ

かの選択可能性の計数比較やその結楽を熟慮すること，

そしていろいろな選択可能性をもっ行為のコースの中か

ら選択することなどにある。限題解決は，反復的ではな

くて，新しい行為となる。Jとしている。

消設構造については安永武尽氏仰は所得・主主主主・職務・

地域などにより消費構造の傾斜があるという。

大河内~lJ3・昔富山京符氏のは，世帯主の職業別役帯の

家計の支出百分比を食料費・被服資・雑授について計算

いる。

このように支出構造は生活構造によって異るのである

が，次に被服の消費について，詳しく述べたい。

被服は半耐久品であり，すぐに消費されるものではな

し一定期間使用(着用〕しうるものである。着用には

準備が必喜きであり，活用によって次第に消粍する。 j国十周

期間は所持放の多少・着用状態・洗濯・補修・手入れ・

保存法の適否によって異る。被服は身体の保談合する必

将品としての部と，褒1多的な函との二つの性格がある O

前者はある程度の必重要が満たされたなら，あとは補充す

る絞度であるが，後者としての被服は流行に敏感で，そ

の;止・金額も大きいものである。

先に支出構造は生活縫迭によって残ることを述べた

が，被服支出は，職業・所得・居住地域によって呉るこ

とが認められる。 f記の表 Iによれば，全消費支出中に

占める被服授の剣合は，経営者問:帯が一若手大きく，次い

で自刷業者t1叶?である。そして，無職・労務者位殺の支

出割合は小さい。これは経営者1I:i:'，慢で、は全消費支出が大

きく，所得弾力性の高い被服望号に支出が可能であると共

に，他との交際などにより，他!1t':者より被服が必要なた

めで、ある。これに対し，労務者・無職tl土併では，可処分

所得が小さいため所得幣力性の大きい被服費には必読品

のみに支出が可能であり，また労務者世帯;などでは，交

際範闘が狭いことなどにより活用の機会の恨られた被服

などは必要がないという恕尚もある。

表 1 [肘if主の職業別 tlH~の被服支出(主主悶)

(数l主全E司消費実態調査概念より算出〕

表II 都道府県別被服費(1 lめ1ft1カ月当たり支出)

し，職業によって支出の構造が非常に迷うとしている。 都道府県別では北海道が大きし一般に工業地帯，人

良[Jち，食料授の少ないのは'官公織負で，それは逆に雑費 口の集中地区は被服支出が大きい。北海道の被服支出が

が高い。ところが食料費が大きくて雑草壁の低いのが綜特 大きいのは，寒冷地であるため防寒被般の必要ばかりで

工・読緩である。言語人・職人は食料費も被服霊堂も高い。 なく，現在までの所有f設が少なかったことなどが浬おと

経営者や商人・職人が被服に比較的多くさくのは被用者 して，あげられている。

と逢う点であり，事業:業の特笈が大変よく出ているとして 収入階級による差については，下記の通りである。

-148-



被服の消重量性I勾と生活構造

2目指

15拓

!日お

5% 

図 I 消費支出中に占める被服授の割合

一収入階級別一 (全国)

全E濁惑でで、は全j消湾費支出iニj札i

iμ1.9%でで、ある O 収入階級が 90， 000 円~100， 000円未満で

念、に増加するが，大体収入に応じて徐Aにその割合が大

きくなる。最低は7昏 6%から，絞高 18.69るまで2倍以上

の伸びを示し，所得弾力性の大きいことな示している。

都市階級による支出は表直の通りであり，わずかに 6

大都市の被服支出の割合が大きいQ 金町村・小都市Bは

被服支出の割合(:]:6大都市と変らないが，その金額は小

さい。

事 長国地区別支出

j時鐙者動向調査(0)では，家計授のうち第一に

ふえる(増加率のもっとも大きい)凌段は食料

費・教育費についで，第三位の14.8%の位携が

被服費が増えるとみている。このように被服資

は;犠加の傾向があるが，その購入内容・品質等

における変化は目ざましいものがある。近年，

合成繊維が進歩しているが，これが被械に用い

られ，その購入は毎年増加している。しかし，

この購入は所得階層・職業によって異なってお

り，化繊・合織物を購入するのは労務者tIt;借・

非農家の「その他Jt仕様，および農家に多く，

経営者t仕様や織員役帯では比較的少ない。また

所得階!替別にみると，低所得隠ほど化繊・合織

物を購入する世帯が多い。

一般衣料ではお所得層ほど購入金額・数量と

も大きいが，男子の背広HR.ズボン，女子の婦

人JJR・スカートが多く，和!lRは低所得層でも比

絞的多くの|止僚が高等入する。験業別では，差是家

の中では背広服，オーパーコート，婦人服およ

びスカートについて兼業農家の方が購入が多

く，和服の購入は専業農家に比較的多く見られ

る。一方，非農家では各品主!とも経営者役干irの

購入がもっとも多く，職員1を'Mtや個人営業世帯

での購入がこれに続いている。

「被服の周期変動Jが永山氏則氏<'0)により，いわれて

いる。費目別の支出弾性健〔勤労者|辻帯の階!雪景1)資料)

を見ると，被服は昭和30年以降わずかずつ低下している

が， 33年にはかなり低くなったのに対し， 34王手は再び大

きくなり，それ以降また減少している。 被服費の対前年

上とをみると，消費支出総額の動きとは異なり，名日被服

費では30年と33年がほとんど伸びず， また1消潟費水詩準室で

この殉年と3幻7年の土矯脅制方加司ヰ率益が小さくなつている。 このこと

から被服の中には， T着のように耐久性の小さいもの

もあるが，一般には数年間の寿命がある。したがって，

世帯別には毎年一定の支出をするわけではなく，年別に

大きな波が予想される。もし所得水準が急外するとか，

繊維悩格が急泌するとかの好条件があると，消費者は一

斉に被服を購入する可能性があり，その場合には各世帯

の変動裂は社会的にも重りあって，被服費の周期変動を

おこすことになる。被服の変動周期はだいたい 3年伎と

米国の調査仰によれば所得・地域・職業ばかりでな 考えられ，しかもだんだん伸びている時期が長くなって

く，間一位橋の中でも年齢・性別によって，被服への支 いるという。

出金額・品質・種類・寅換時期が奥る。同じ収入階級で 以上述べたように被服と消費に関して，いろいろな研

も夫と秦，大人と子供では品目・支出配分が爽なり， 11底 究がなされているが，さらに一騎，深いアプローチが必

所得階級では棄と夫の被服支出は変らないが，所得の上 要とされる。

芥につれて，望書の支出割合は大きくなるとしみ。
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第 1章本研究 の 意 関

近年， j混入所得は着実に噌1Juし，それに伴い消費も機

JJI1して，消費生活の平準化， i自殺内餐の均質化が{Jわれ

ているといわれる。しかしながら，人々の生活には職

業・居住地・家族構成・教養などによる枠紘一生活構造

ーがあり，綿々人の好みや欲譲をこえた社会階!替の生活

関濁による A 定の滋択基準がある。長Ilち，消費は家計を

過して労働力の同生産のために行われるひそれには生活

を維持するに欠くべからざる必妥品や，それがあること

によってE色活が豊かになるような饗{多品がある。これら

の消費は階総によって大体似た傾向を示すものと考えら

れる。

私はここで，家，ìl'の中において '1~lí~f久lばである被JlI1

が，どのような鱗入数i訟であるか，その支出額はどう

か，~被服品目が階層ごとにどのように滋択・支出・ I\G

分されているか，各品目はどのような性格をもっている

か，これらは各階}替問にどのような法違があるか，そし

てそれは地域によってどのような関連があるかなどの点

について考察し，被服の消費性|みと生活構造との関係を

明かiこしたい。

第 2軍資料と 方法

S 1 資料

総理府統計局，五三樹消費実態調査被告， tf13主主， ，¥1， I1 

別鱗入数盆と支出金額綴， 1-1表，現金実収入階級別，

l陸橋当たり lカ月間の購入数設と支出金額(全世俗)

会用いた。この調支報告は昭和34年9月から11Jjまでの

3カ月潤，全国で行われたもので，調査方法は，家計

簿，主要J耐久財調査禁，世帯禁叩・と二，準flJ:干ij'楽によっ

て行われた。

地区階級は8分類され，全国・全部市・ 6大都市・ 5

万以上の市・中都市・小都市A'小都市B.全町村とな

っているが， この被服消望者の研究では全E惑を除~， 7地

区を対象とした。中都市とは人口15万以上，小都市Aは

人仁15万以上15万未満，小者11r行Bは5万米満の市をい

う。また人口 5万以上のrpは6大都市・中都市・小都市

Aをまとめたものである。

突収入階級は 9Jjから11月の3カ月間の平均 1カ月当

たりの実収入で階級を区分した。階級区分は 5万円まで

は5千円きざみで 5万円以上は l万円きざみになっ

て， 16階級に分れている。

被服l;71日は購入数j辻・ J主出金者言、の両方が記載されてい

る50品目であり，洗濯代・仕立代・装身具類など，支出

金額だけが記載されている品段は除いてある。

これらの品Bの鱗入数主主の単位は背広服・総人月説等は

え5f，セーター・下着類は枚，え奇尺地は尺，生地はm，タ

オノレは本，毛糸はカセ (56.7g)， :;{.j1関車lilは100gとなっ

ている。

S 2 方法

1. 被Hfl品の購入idの殺現

織物I1に収入階級，縦軸に各品Hの鱗入数T去をどとり，プ

ロットして点をつなぐと，曲線あるいは直線となる。こ

れを全都市・ 577以上の都市・ 6大都市・中都市・小高I1

rIYA'小都子行B・全国J村の 7地区， 50品目について行う。

2. 被)j詰品の支出金額の類型
各被JJrlld，支社t

榊 iに収入階級，縦割iに至福}痕Ea-1xiOOをとり，

プ口ットして点をつなぐ。これを先の購入数主主と同じ

く，全都市・ 5万以上の都m・6大都市・中都市・小都

市A・小都市B・全i町村について 50品目， 350穫を1j

》
ノυ

3. j佼11出品の購入数以と支出金額の類:1IJ.

6大都市・中者I1市・全町村の 3地区についてと 2

の結栄が肉方にあらわれる品目について検討する。

第 3章結果と分析

S 1 被線品の購入量の類型

被!111M，の各品1Iの購入試の収入階級変動'a:曲線にし

て，そのl尉線の裂を分類した。その結果は次のよう"であ

る。

A裂 ある牧入隊級までは，牧

入の持草加に伴って 1詩人;傘

が鴻加するが，それ以上

は停滞ないし E やや下降

の傾向を示すもの。
購
入
愛
4
I
l
l
l

一一一収入
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臼型

購
入
量
i
1
1
1
1

一一一』収入

Cl型

購
入
量
I
l
-
-

一一一品収入

C，裂

購
入
量
l
i
l
i

被線の消費性i古jと生活機途

牧入階級の尊重加に伴って

務入毅が増加する。

収入階級とは無関係に鱗

入援が上下する。

枚入階級に関係なく鱗入

量が少なく，その震は多

い階級でも 0.05以内であ

る

1. 競入選類製 7地区50品目の合計 350穏は下記のよ

うに分類される。 A型が約半数を占めており， A裂 .B

型を上昇.~裂とするなら， 74.6%であり，その大部分を占

めている。

署長w 地区別購入数類型

B C， c. 

14 12 

5万以上の都市 26 13 10 

自大都市 28 

中 剖i 市 28 9 1 12 

2. 被股品の購入量類裂の決定

向一品が7地区のうち 4地区以上にi可裂で、集中する

型をその品の普i磁的な裂とする。たとえば，男子下着は

全都市・ 5万以上の都市・ 6大都市・小都市BではA型

であり，中都市・小都市A・全町村ではB型であるので

4地区が集中するA型を男子下着の型とした。!73子革靴

は小者11市AでA型，全町村でB型，~都市・ 5 万以上の

都市・ 6大都市・中都市・小都市の 5地区でC，裂に分類

されるので，男子下殺はC，君主の品とする。

幸子i諮問は下記のように類型される。

A型婦人下者，男子下義，ブラウス，男子ワイシャツ，

男子ズボン，さらし木綿，化繊地，木綿i也，絹着

尺地，名織i也，綿着尺地，毛糸，毛布，その他の

布団総， 111良子類，ネクタイ，手袋，足袋，婦人長

靴下，通学服，子供服，闘争It，ピユーノレ靴，婦人

革靴，運動桝t，下駄，ぞうり，婦人洋傘〔以上28

品目〉

B.l!法 子供セータ…，大人セーター，男子洋傘(以上3

品目〉

C，型化繊布団綿，タオノレ〈以上2品臼)

C.裂男子オーバ…，婦人オーバー，子供オーバー，男

子背広服，レインコート，ジャンパー，婦人スカ

人毛織着尺地，男子革新t(以上9品目〕

3. 各類型の傾向

A型 ある収入階級までは上外するが，その後プラトー

となるのは，その必要量に駁皮があることで，一

定収入以下の上弁曲線は不充足を示している。高

収入になると購入震が停滞ないし下降するのは保

有設が多いので，耐用が永く，購入蚤が少なくな

ると考えて良い。

B型収入と共に購入震が増加し，限界がない。これは

必喜芸品ではないことを示す。

C，型収入に関係なく，購入;盈が上下するが，必要品で

ある。

C2裂収入により影響されない，必望書品である。しかし

必要主主は少ない。

4. 収入階級による藩入傾向

A型はその数が最も多く，含まれる品が必要品である

と共に饗{多品としての要素をもっている品もある。ブラ
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入手することが多いので，購入が定まらない。時1凶線で

は，その他の布団線がA型であるのに化繊布隠線がC型

であるのは.34if三当時で、は化繊布団線は一般に普及して

いなかったためであろう。

C2~は必要品で、あるが，収入に関係なし購入設が少

ない。オーパー・背広版などは被服の中で耐用が永いた

めに購入が少なし、。男子背広服が C，君主であるのに関連

して，男子ズボンはA裂である。背広服のiliiffflを伸すた

めに換ズボンとして.A型の購入がなされる。

5. ttl!援による購入傾向

表Nを俸グラブに描くと下記の図Bになる。

ウス・ '7イシャツはでるニ綴と性格は似ているが，購入設

は少なく，上外政線はゆるL、o *I~l~ま尺地・綿者尺地はA

型であるが毛織まま尺i也は C2!l泣である。 これは総着尺地

は高11!Z入階級では脊{多品として矯入量は増加するが，毛

織活尺地は概して平常者として用いられるために，収入

による燐入路:の援がなし、。このように法尺地の中でも，

その品質によって購入が変っている。

B型のセーターは防空襲のためよりも，レジャー・スボ

ツfflに活用されるので，必喜さ;誌に限界がなく，収入の

WI加により購入も増すものである。

C，裂は必要品で、あるが購入傾向の定まらないもので

ある。タオノレは他の品と途い，購入せず，贈答品として

溺鑓H都市 A

r:=::I'J、都市 B

- 金 町 村

~全都市

掴幅5万以上白都市

a6大都市

区:iil中都市

凡例

之ぶ匹

h 
叫

-:$; 
、
芯
下×ぺ
=、ぶ戸x〈、、vU 、、、Y! 

‘ 戸Xば

一-

-1、ト
、て〈、
¥ 、
¥ 、、、

100% 

50% 

c.聖位c，芸品B製A聖誕

J&入階級の上対 tこ従い.

3主断言語合が減少する。:1i武

硲と最低の室長は1.5以上

である。これは各品回へ

の支出霊園が牧入により，

ままのないものである。

i投入階級の上昇により，

各品目支出若手l合が大きく

増加するo

!l;~ 

a主主

¥¥一
b~足

J~i bE 
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入lu時

金者151'行と全町村を比絞すると，全部市はA型が少な

く. B型多く C，型なく. CAIiJ.が多い。金町村はこれ

と全く反対で A型が多く. B~少なく C ，主主あり，

C2型なしである。 これは金町村は金者151'おより， 耐用の

短い必要;誌を購入し，背広月日・オーパーなどの鱗入が少

ないためである。これらの品は町村では， 日常に着用の

機会が少ないこと，そのために資換の時期が遅いことに

よる。都市で、C型が少ないのは，その品がA君主に入って

いるためで，購入詮は収入の増加によって増加するので

ある。また，全都市で‘レジャー・スポーツ用被服と考え

られる B型が多く，全町村では少ない。全部市と 5万以

上の都市を比較すると，その人口構成が殆んど同じなの

で，被服の類型にも差がない。 6大都市と小都市B.中

都市と小都市Aはよく似ており，都市と町村で、は被服の

消費傾向は奥るが，都市間の人口の大きさによっては差

がないようTある。

llEI II 

一一ー』収入

被服品の支出金額の類型

被服品の各品目の支出都合の収入階級変動を曲線にし

て，その曲線の裂を分類した。その結果は次のj返りで
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2. 被療品の支出額類型の決定

同一品が7地区のうち 4地区以上に向型で集中する

裂をその品の普遍的な裂とする。たとえば，男子オーバ

は全都市・ 5万以ヒの都市・ 6大都市・中部市がb型，

小都市A.小都市B・全町村が c裂であるのでb型とす

る3 大人セーターは，全町村がb型，全都市・小都市A

が c~思， ラ万以上の都市・ 6大都市・中都市・小都市Iヨ

が e 裂であるので 4地区に集まった e~裂を大人セータ

ーの裂とした。

各品位は下記のように分類される。

a型婦人下着，子供下着，男子下必r，子供 JJ説，;f:綿

地，足袋，下駄，子供靴(以上8品目)

婦人オーパー，男子オーバー，男子m五月日，絹着

尺j復，毛織i也(以上 5，~t， 11 ) 

通学1Jt1.，子供セーター，ジャンパ ，フj子ワイシ

ャツ，イヒ織地，男子靴下，子供靴下， ~'If人革新L

IL鋭i'jiit(以上9品J])

子供オーパー，婦人スカート，化繊4f~:t自，さら

し木綿，絹地， fヒ織布閲総， ビニーノレ靴，総人洋

余，男子洋傘，ネクタイ，総人ソックス，手袋，

帽子類(以上13品Li)

その他の布団長d，大人セーター，脳人IlW(以上3

品目)

被月Hの消費'~I;'J と生活機造

牧入階級の上昇により，

各品潟支出割合が場加す

るが b型より増加が少な

いために支出割合は平行

になる。

c 11より支出割合が少な

いもの Q

c裂

一一一』収入

支
出
割
合

t
i
l
l
i

羽生)
 

l
 

4裂

支
出
割
A
n
i
-
-
i
i

C型

，d
 

el手lc!l自と似ているが， [皮綴

ではなく，枚入階級によ

り支出が定まらないので

多少波状をしている。

一一一ーI¥X入

e型

各類裂の傾向

必要品であり，収入のj教)JI1により，ム!(出割合の低

下するのは，品質に11泌がなく， I奇的iな品企要求さ

れたEいものである。

a型より{泌務の高いもので，収入のJ持)JUによって

支出金額が;増える。

品質支出金額に差があるが， b{担より小さい。

品笈の差，金額が C より小さい。

品質の差の大きいものである。

3. 

a型

b型

11ハゾヘ〉¥¥

上言e5裁は各地区に下記のように分

収入

1. 支出金額類型

類される。 選

型

型

c
=
G
e
 

収入階級による支出傾向

a裂はどの収入階級においても必要な品が含まれ，こ

の主主への支出は低収入階級ほど大きい。内幸子は下着類・

子供用品・生地では木綿地など，治粍品であり，品質の

差もなく，儲格の安いものである。

b型は a君主と逆であり，高収入階級で支出割合が大き

くなり，オーパー・背広綴など価格の高いものである。

c型は収入の増加により，支出も増すが b裂ほど大

きくはない。靴下・靴・ワイシャツなどの必要品を含ん

でし、る。これらの品は a型より，品質に総のあるもので

ある。

4. 

地区別支出金額類型

~地 a b C d e 

全 調l 市 8 ち 14 19 4 

5万以上の都市 8 4 16 17 5 

日大都市 9 5 日 14 16 

者i 市 12 8 4 

，)、調\~î A 11 4 17 11 7 

小剖¥ Tli B 11 ヨ 10 11 15 

会 測J 村 12 12 15 

64 33 90 
(%) (25.8) (27.7) I 08. g) 

表V

約半数は玉f行製作型 .d製〉である。次いで波状

裂のe君主，下|漆のa型，最も少いのは上昇型の b主主であ

る。
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d裂は C型より，支出金額・支出'割合とも低いもの

で，必姿凌もより低いものである。

e裂は収入階級により定まった支出をしないもので，

必要品ではない。

また，同じ被服であっても収入階級により，支出割合

の奥ることがわかる。たとえば生地類では低収入階級で

はa型の水線地に支出割合が大きく，次いで c型の化繊

j出. cl ~~の絹地. b~の毛織地と徐々に支出割合は小さ

100% 

50% 

a裂 る書記

図 m 支出金額綴型

C重品 d書誌

d裂が多く e型が少ない。これは必婆品に支出の多く

あてていることを示す。全都市と 5万以上の都市は購

入殺の場合と同様に，構成が殆んど向じであるので，似

た傾向!を示す。全都市と 6 大都市では 6 大都市は e~裂

の支出割合が少なく，収入階級による傾向が防総でない

ものが多く，これまた先の購入i誌の比絞とよく似てい

る。この6大都市は cl型も多く，必要品より饗{多的な

不必要品を購入している。全都市と中都市では. Cfl都市[

はa型が多く. cl型の少ない支出傾向で、ある。これは必

婆品に多くを支出していることを示している。小都市A

ではd製への支出が少なく，小都市Bでも同様である。

地阪による支出割合の室長はd裁に表われており cl裂の

品は都市約な31であり d型への支出割合が大きいこと

は都市であることを示している。 f自の型についてはこの

ような明瞭な援は認められない。

~ 3 被服品の購入数量と支出金額の類型

6大都市・中都市・全町村の 3地区についてのみ行っ

たもので. ~ 1 と ~2 の持方で、類型された品目について検

討する。なおe裂はc型とほぼ同じであると思われるの

でc裂に含めた。

1. 各裂の傾向

A-a型購入殺の変動曲線は，ある収入階級までは上

外し，その後プラトーとなり，支出金額は収

入による変化がない。これは必要品であり，

くなる。 一般に a型-c型 d製 e型-b裂の阪で、饗

i多品となり，収入の大きい階級が大きな支出をし，品質・

{凶格に大きな111肩があり選択的な燐入を行なう。

5. 地区による支出傾向

炎VI'ど俸グラフでwiくとi濁狙となり，地区のきさが，い

っそう明瞭となる。

全部市と金町村を比絞すると，全部市は a~. じ型・

凡例 区:Z:J企部市髭慈l:lij'J、都市 A

-閥抗以上の都市 CZJ.'J、都市 a
慰霊:ll6大都市-金町村

際怒警護中都市

表VI 購入数量と支出金額の類型

aJ~!)_ 

q
 

u
k
J
 

hυ 
リj子/.?J.広総
YHオーパー
締人オーパー

C~'I 

(e21u 

なし ジャンパー

dJ¥，! 

Jレ [鮒人スカート
{[i凶綿 i子供オーハー

A-b製

収入により鱗入する品質に援がないことを示

す。

購入数はA-a裂と向じであるが，支出金額

は収入の増加によって犠す。務{多i拘性絡をも

っ品で， 1守3質に悩がある。

A-b裂と似ているが，どの収入階級におい

ても支出金額が，より少ないu

A-c型より，もっと支出金額が少なく，品

物の価格も安い。

購入52・支出金額とも，収入の土器加によって

大きくなる。

購入最:は収入の増加によって増すが，支出金

A-c型

A-dlli! 

B-c型

B-d型
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被服の消費性向と生活構造

額は収入に関係なく少ない。

C1-d型収入に関係なく，支出金額が少なく，鱗入f設

は不規則である。

C，-b型購入裁は収入に関係なく少なく，支出金額は

収入の犠加により増す。

C2-c型収入に関係なく購入裁が少なく，支出金額は

C，-b製より少なし、。

C，-d型 C，-c裂と似ており，なお -J関支出金額が少

ない。

2. 各君主の品毘

A-a裂に代表されるのは下着類である。この裂の品

はどの階級においても必要で、あり，欲望に左右されるも

のではない。しかし，その必要には一定の限界があるの

て、購入裁はプラトーをしている。また，これらの品悶は

儲務に主さがなく， J二賞品を購入する必婆もない。

A-b型は着尺地と毛織地である。これは購入ゑに限

界があるが，支出金額は収入により増加する。品質・領

格の艇が大きく，ある程度の設が充足されたなら，品質

の良い物を購入することを示し，この裂の品物には欲求

には限界がなく，選択には収入ばかりではなく，機業・

居住地・年齢などが最も大きく作用する品でもある。

A-c裂に代表されるのは男子ワイシャツと靴類であ

る。これらの品は必要最に限界があり，品質に多少の阪

があるので，収入階級により，支出が少し増加する。

A-d型手袋・ ql富子に代表され，必要品であるが，

下栽などのように，かならず必要なものではなし、。儒格

の隔も小さく，生活機迭は購入に，あまり作用しなし、。

B-cii'I セーター類で収入に大きく関係するもので

ある。何格に4扇はないが，支出金額・鱗入f詰:は収入の増

加により摘すものである。必要き品としてより，寺普{多1511と

して用いられるので，購入量に限界がないのであろう。

B-d裂男子洋傘で，購入設は収入の増加により場

加するが，支出金額は収入に関係なく低いもので，品質

にql高が少ないものである。

C1-d型化繊布団総，タオノレで，必要品ではある

が，かならずしも購入の必要がないものである。

C，- b型男子背広綴・オーパーに代表されるもので

あり，収入の増加により，支出金額は大きくなるが，購

入訟は収入に関係なく少ないものである。これは必喜芸品

であり，どの階級にも必要で、あるが，必要最に限界があ

る。しかし，品質には[1闘があり，高収入階級では側絡の

高い&l!Tを購入する。

C，-c型ジャンパーで，必姿主主に限界があり，収入

に応じて支I:l'，金額が増えるが高織なものではない。

C，-d製綴人スカート・子供オーバーである。購入

長十主収入に関係なく少なく，:7出金額は収入の矯加によ

り多少場すが，少ないものである。必要品であるが設は

少ないもので，生活構造に関係なく，選択・購入される

ものである。

結論と今後の課題

被綴は理論的には 16種，この小論では 10種に類裂さ

れ，各々その性務をもっている。それらは大きく，必要

品と非必要品にも分けることができる。必要品とは収入

に関係なく，ある程度の震が必要であり，不必要品は，

他の品で代替ができ，必要最に限界がないものである。

必婆品で、あっても，収入により，その購入，支出金額が

限定され，限られた可処分所得の中で，選択が行われる

のである。たとえばA-a型の下着， C2-b~裂の背広月設

は必要品である。これらは収入に関係なく必要である。

しかし，低収入階級では下着の必婆量が満たされなくと

も，ある最の背広線は必要であり，収入に関係なく購入

する。 収入に関係するのは支出金額・品質である。ま

た，支出金額により被服を類裂すると，都市的な選択と

見なされる品目も見つけられた。よって，被服の消費に

は生活構造が大きく作用していると考えられる。

今後においては，職業・年齢・性別による消費性向，

各収入階級における被服品の充足度を推定することが必

要と考えられる。
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