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月巴満は、消費するカロリーより摂取するカロリーが

勝っていることで生じる。

そのバランスをとることはできないのか?        |

カロリ■摂取行動と負債行動は、同じイ士組みで働いていることを示九
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大阪大学社会経済研究所教授

経済行動と体格

厚生労lfJJ省の 『平成16年度国民健康 ・栄養

調査』によれば、20歳～70歳の男性の27.3%、

女性の20.1%が 体格指数BMI(体 重 (キロ)

を身長 (ぶπ)の 2乗 で割った値)が 25以上の

肥満に属している1ヽ
特に男性の場合は全世

代で肥満者の比率が年々上昇傾向にある。そ

の一方女性では、特に若い世代の顕著な低体

重化傾向が社会問題化 しつつある。BMIが

18.5未満の低体重の人を 「やせ」といぅ。平

成16年度時点で、20歳～70歳の女性の15,1%、

20歳代女性の実に4人 に1人がこのやせに属

している。

こうした体格の問題は、ほとんどの場合医

学ゃ栄養学の観点から捉えられてきたが、実

は経済学の問題でもある。たとえば、貯蓄や

負債といった経済行動と体格の間には無視で

きない相関が見られることをご存じだろうか。

図 1(a)、 (b)を 見てもらいたい。先進11

カ国の貯蓄率と肥満率 (肥満者の比率)を 男

女月Jにプロットしたものである。ここでは、

欧米の基準に合わせてBM130以 上を 「肥満」

と定義している。男女ともに貯蓄率が高い国

ほど肥満率が低い傾向が見て取れる。つまり

貯蓄行動 と体格形成の間には、何 らかのシス

テマティックな関係が背後に隠れていること

が予想される。

ミクロのレベルでも類似の傾向が観察され

る。大阪大学21世紀CoE(卓 越 した研究拠

点)プ ログラムで実施 した2005年の調査デー

タを使って、住宅ローン以外の負債をもって

いるかどうかで回答者の肥満比率 とやせ比率

がどのように違っているかを調べたのが図 2

(a)、 (b)で ある。肥満比率は 「負債あり」

のグループの方が高 く、やせ比率については

「負債なし」のグループの方が高 くなってい

る。借 り入れをマイナスの貯蓄 と考えれば、

これらの結果は図 1(a)、 (b)で 見 られた

貯畜 と肥満の負の相関関係 と整合的である。

カロリー摂取という異時点間選択

それでは、貯蓄 ・負債行動の差と体格差の

間になぜこのような相関が見られるのだろう

か。人びとの体格は運動量を所与とすれば、

どれだけカロリーを摂取するかによって決ま

る。このカロリー摂取行動は、貯蓄や負債 と
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同じように異時点間の選択に基づいていると

考えられる。カロリーの摂取量を決めるのに、

われわれは食べることで得られる美味しさや

活力、満腹感といった 「現在の利益」と、衣

服が窮屈になったり医療費が高くついたりと

いった、いわば肥満による 「将来の不利益」

を比べる。「将来の不利益」が大きければ、

食べる量を減らし、小さければ増やす。一致

するところで最適なカロリー摂取が決まる2ゝ

カロリー摂取の選択は、消費 ・貯蓄 (負債)

選択 と同じ異時点間の最適配分の決定という

構造をもっている3に

その結果、BMIの 大 きさは、その人 が

「将来」よりも 「現在」にどのくらいウエイ

トを置いて選択をするか、つまり時間割引率

がどの程度高いかに依存することが予想され

る4ゝ時間割引率の高い 「せ っかちな (im‐
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図 1(b)先 進国の貯蓄率と肥満率 :女性
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出所)2005年 大阪大学アンケート調査より作成。

patient)」人ヤまど、 BA/11が高 く月巴満傾向が

強 くなる一方で、時間割引率が低 く 「辛抱強

い (patient)」人ほど強いやせ傾向を示すは

ずである。

時 間割引率は体格を説明するか?

異時点間選択理論の立場から、時間割引率

の高低によってBMIや 肥満度の違いを説明

しようという試みは、2000年初頭からアメリ

カの研究者によって徐々に行われているが、

時間割引率のデータがないためにそれを測る

代理変数 として貯蓄や負債行動のデータが用

いられることが多い。図 1の 元になったコム

ロス等の研究 (Komlos et al.2004)も また

そうした研究の 1つ であり、貯蓄率が時間割

引率の低さを測る代理変数 として用いられた

2.65%



わけである。

それでは、アンケー ト調査などの方法によ

って実際に時間割引率を推定した場合、本当

に時間割引率は人びとの体格 と予想通 りの相

関を示すのだろうか。私たちのCOEプ ログ

ラム (前出)で はアンケー ト調査によって、

時間割引率を含むさまざまな選好パラメータ

ーを計測 している。たとえば、時間割引率に

ついては、

問 l 今 日受け取るはずの100万円を l年 後

まで待つてほしいと言われたとき、何

%の 金利を要求しますか?

という設間に回答 してもらい、そのデータか

ら回答者の時間割引率を推定している。2005

年の調査 (有効回答2365)で は、男性平均が

1.48%、 女性平均が0.88%で ある。これらの

水準より高い時間割引率を表明した人は、平

均よりも現在の満足に重きを置 く人であり、

高いBMIを 示すはずである。実際に、こう

して測 られた時間割引率が平均以上か未満か

でサンプルを分け、男女別に肥満者の比率を

比べてみると、図 3の ようになった。予想 ど

おり、せつかちな高時間割引率グループの方

が肥満者の比率が高いことが見て取れる。 と

くに男性については、せっかちグループの24

%以 上が肥満であったのに比べて、辛抱強い

低時間割引率グループの肥満者比率は22.57

%に すぎない5)。ただし、これ らの差は統計

的にはそれほど有意性の高いものではない。

実は、時間割引率はこうした直接的な影響

以外にも、「符号効果」 という性質を通 じて

人びとの体格に影響を与えていることがわれ

われの研究でわかってきた。「符号効果」を

説明するために、間 1の 代わ りに以下の間に

答えていただきたい。

間 2 き よう支払うべき100万円を 1年 後ま

で待つてもらえるとすれば、何%の 金

FEATURE >>

図 3 時 間割引率 と肥満比率

□男性  :女 性
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出所)2005年 大阪大学アンケート調査より作成。

利まで支払つてもよいですか?

問 1で は、一定金額の 「受け取り」を将来に

延期するための要求金利を尋ねたが、ここで

は、「支払い」を猶予してもらうために許容

できる支払い金利として時間割引率を尋ねて

いる。こうして求められた 「支払時間割引

率」は、間1で 受け取 りを前提に計測された

「受取時間割引率」と同じだろうか。

おそらく多 くの読者の回答もそうだろうが

支払時間割引率は受取時間割引率よりも圧倒

的に低 くなる傾向がある。たとえば、2005年

のわれわれの調査でも、平均して男性0.40%

女性0.05%の 支払時間割引率が問2の 回答か

ら観察されており、先の受取時間害J引率 (男

性1.48%、 女性0.88%)よ りもかなり低い結

果 となっている。これを 「符号効果 (the

sign effect)」という6)。っまり、受け取りを

延期する場合には高い金利を要求するその同

じ人が、支払いを待ってもらう場合には少し

の金利でも払うのを嫌って先に支払いをして

しまおうとする。そうした選好特′性を捉えた

のが符号効果である。

興味探いことに、この符号効果が高い人ほ

ど、BMIが 低 く、やせの傾向が強い。この

関係は、肥満を、その時々の食べる楽しみの

ために背負った 「負債」だと:考えれば理解で

きる。
一度この 「負債」を背負うと、洋服が

2406%
2257%
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図4(al 時間割引率 ・符号効果と月巴満 。やせ :
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図 4(b)時 間割引率 ・符号効果と肥満 。やせ :

女性
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出所)2005年大阪大学アンケー

時間害1引率低

卜調査より作成。

図 5 時間割引率 。符号効果と肥満 。負債

□ 負債者比率  |]肥 満者比率

3333%

A符 号効果なし      Bあ り

時間割引率高

出所)20 0 5年大阪大学アンケート調査より作成。

合わなくなる、ダイエットが必要になる、医

療費が余計にかかるといった、さまざまな形

の 「利息」を支払う必要がでてくる。符号効

果が強い人は、食べることで得られる現在の

満足を犠牲にしてでも、こうした将来の利息

支払いを避けようとするだろう。符号効果が

BMIを 抑制するのはこのためと考えられる。

図 4(a)、 (b)は 、サンプルを (1)時

間割引率が平均以上か未満か、(2)符 号効

果を示したかどうか、 という2つ の基準で 4

つのグループに分けて、肥満比率 とやせ比率

を男女別に比べたものである。男女 ともに、

符号効果を示さず時間割引率が高いグループ

Aに おいて、肥満比率が最 も高 く、やせ比率
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1916%

C符 号効果なし

時間割引率低

が最 も低 くなっている。 とくにやせに至って

はこのグループには一人 もいない結果 となっ

ている。逆に、時間割引率が平均未満で符号

効果を示したグループDで は、肥満比率が最

低にやせ比率が最高になっている。男女の図

を比較した場合、符号効果がやせを引き起 こ

す効果はとくに女性で顕著になる傾向があり、

女性のやせ傾向を探る上で符号効果が重要で

あることを示唆しているようである。

先ほど、肥満は負債のようなものだと説明

したが、負債行動 もまた時間割引率の高低や

符号効果の有無から影響を受ける。全サンプ

ルを、図 4で 行ったように時間割引率の高低

と符号効果の有無からA～ Dの 4グ ループに

3000%

2952%
2735%

2156%

Dあ り



分け、グループごとに負債保有者の割合 と肥

満者の害」合を計算してみると図 5の ようにな

る。負債保有者の比率はグループAで 最高に、

グループDで 最低になっており、グループ間

の比率の推移が負債者比率 と肥満比率 とで驚

くほど似ていることがわかる。グループごと

の負債者比率 と肥満比率が示す相関は実に

0.9を超 えていて、カロリー摂取行動 と負債

行動が同じ異時点間選択行動に基づいている

ことを強 くうかがわせる。

おわりに

本論では、肥満ややせといつた体格形成の

問題がカロリーの摂双 という異時点問選択の

観点から分析できることを紹介した。その結

果、負債行動がそうであるように、時間割引

率が重要な役割を果たすことを見た。

ここでは扱わなかったが、時間割引率のも

つ双曲割引 (hyperbolic discounting)とい

うもう一つの特性 も肥満を考える上で重要で

ある。遠い将来の選択については低い時間割

引率で辛抱強い選択ができるのに、直近の選

択については高い時間割引率の下で目先の利

益に囚われてしまう傾向である。たとえば、 ,

来月からダイエットを始めようと計画しても、

それが直前に迫ると日前の食欲を我慢できず

にその計画を後回しする。双曲割引はこうし

た時間非整合的な後回し行動を引き起 こすこ

とによって、過剰なカロリー摂取の原因 とな

る。本論 の基礎 になったわれわれの研究

(lkeda et al.2007)では、宿題の後回し傾

向から計沢1される双曲割引傾向が、実際に肥

満確率を高めることも明らかにしている。
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注

|)日 本肥満学会では、BM125以上 を肥満とし、25以上30

未満を肥満 1度、30以上35未満を肥満 2度 、35以上40未

満を肥満 3度 ヾ40以上 を肥満 4度 と定義 している。なお、

標準はBM122である。

2)所 得水準に比べて力ロリーのコス トが高すぎる場合、

摂取カロリーは、生存に最低限必要な水準で 「端点解」

として決まってしまう。ここでは、そうした可能性が間

題にならない先進国のケースを念頭に置いている。

3)正 確に言えば、食べることの 「現在の利益」は食べる

ときに現在必要になる金銭や時間上のコス トを差 し引い

たネッ トで考える必要がある。その結果、人びとのカロ

リー摂取量 と体格は、 (|)食 米斗の価格や食事の準備に

必要な時間などの価格要因 と、 (2)所 得要因にも依存

する。価格要因については、米国が1980年代以降経験 し

ている急激な肥満化のかなりの部分が、廉価で力回リー

の高い甘味料 (高果糖 コーンシロップなど)や 油脂 (パ

ーム油など)の 開発や、調理 ・冷凍技術の向上によって

説明で きると言われている (たとえば、Crlser 2003参

照)。所得の影響 につ いては、た とえば、sm‖h et al

(2005)が、女性では世帯所得がBMIや肥満確率にマイ

ナスの影響を与えることを示 している。

4)本 稿では、時間割引率を時間選好率 と同じ意味で使っ

ている。

5)同 様にBorghans(2006)は 、オラングでのアンケー ト

調査によって、時間割31率が男性のBMlを上昇 させるこ

とを示 している。

6)た とえば、Frederick et al(2002)参照。この効果は、

時間割引率における 「利益損失の非対称性 (the gain_

loss asymmetry)」と呼ばれることもある (Loewenstein

and Prelec 1992参照)。
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