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要旨 

旅行・観光市場は世界的にみて成長性の高い産業であり，波及効果の裾野の広い産業である．特に，各旅

行会社は高齢者向けのサービスを多く提供している．魚住 (2013) の報告によると，全国消費実態調査の個票

データから作成された，擬似ミクロデータを用いたデータ分析の結果，パック旅行費支出額は年齢とともに

増加し，特に 2 人世帯において支出額が高いことが示唆された．本稿では，擬似ミクロデータよりも多くの

情報が含まれた匿名データを用いて，パック旅行費支出と世帯情報の関連を検討したデータ分析結果を報告

する． 

 

キーワード：匿名データ，データ分析，パック旅行費，国内旅行費，外国旅行費，10 大費目，教養娯楽，

世帯情報，集計用乗率 

 

 

1  はじめに 

旅行・観光市場は世界的にみて成長性の高い産業であり，波及効果の裾野の広い産業である．観光庁にお

いて，旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究が定期的に実施されている．この調査は，日本の旅行・

観光における消費実態を明らかにし，旅行･観光施策の基礎資料のために活用することを目的として実施され

ている．2012 年の調査によると，国内旅行消費は 22.5 兆円であり，世界的に見ても上位の国として位置づけ

られる．さらに，国内旅行消費が日本経済へ及ぼす影響としても，生産波及効果は 46.7 兆円といわれており，

雇用創出効果は 399 万人であると報告されている [1]． 

SAS ユーザー総会では，2013 年より Let’s データ分析コンテストが行われている．このコンテストは規定

課題と自由課題に取り組むことが課せられている．魚住 (2013) による報告では，平成 16 年全国消費実態調

査の個票データに基づいて作成された擬似ミクロデータを用いて，パック旅行費支出と世帯情報の関連の検

討が行われた [24]．結果，パック旅行費は年齢とともに増加し，2 人世帯ほどパック旅行費への支出額が高

いことが示された．しかし，擬似ミクロデータでは，パック旅行費が国内旅行と外国旅行のどちらのデータ

であるか判別できず，さらなる検討はできなかった． 



本稿では，平成 16 年全国消費実態調査の匿名データを用いて，パック旅行費支出と世帯情報の関連を検討

することを目的とする．また，その他の家計簿における収入・支出データを用いて，パック旅行費との関連

を検討する．なお，本稿で用いる匿名データは，独立行政法人統計センターによって作成され，一般の利用

に供することを目的として調査票情報を特定の個人または法人その他の団体の識別 (他の情報との照合によ

る識別を含む) ができないように加工されている [5]．データとしては，1780 変数格納された CSV 形式のフ

ァイルであり，単身世帯は 3,936 行，2 人以上の世帯は 43,861 行のデータとなる．なお，8 人以上の世帯はデ

ータから削除されている．さらに，本データには集計用乗率が含まれており，家計収支編に使われた乗率を

リサンプリングの抽出率で調整したものである．集計用乗率を重みとすると，単身世帯で 873,232 件，2 人以

上の世帯で 335,797 件のデータとなる．なお，リサンプリングは単身世帯と 2 人以上の世帯それぞれにおい

て，地域ごとに調査報告書に掲載されている結果表のうち，家計収支編等に使われた基本的な集計時に用い

た集計用乗率の大きさに基づいて層化した上で，各層において抽出率が約 8 割となるように集計用乗率によ

る確率比例抽出を行っている．本データを SAS にインポートした上で，検討を行う． 

2  パック旅行費支出と世帯情報の関連の検討 

本稿では，パック旅行費に焦点を当てる．匿名データにおいて，パック旅行費は消費支出における大分類

「教養娯楽」，中分類「教養娯楽サービス」に含まれる変数である． 

本稿で用いる要約指標としては，集計用乗率で重み付けした平均値を用いる．まず，匿名データにおいて，

パック旅行費に影響を及ぼす可能性のある世帯情報として，年齢カテゴリ，世帯人員，企業区分，企業規模，

産業カテゴリ，職業カテゴリが挙げられる．これらを説明変数として，GLMSELECT プロシジャにより変数

選択を行った．なお，パック旅行費は，支出していない世帯については 0 となり，結果，図 1-1 のような右

にスソを引いた分布となる．そこで，図 1-2 のような対数変換後のパック旅行費を目的変数として用いた．

変数選択は STEPWISE 法を採用し，Schwarz Bayesian information Criteria に基づき実施した．結果，年齢カテ

ゴリ，世帯人員，企業規模が選択された．以下，これらの要因がパック旅行費にどのように影響を及ぼすか

検討する．なお，年齢カテゴリは 25 歳未満，75 歳以上のカテゴリ化，25 歳以上 75 歳未満については 5 歳刻

みでカテゴリ化した，計 12 カテゴリの変数である． 

なお，本検討では，勤労世帯のみを抽出し，単身世帯及び 2 人以上 7 人以下の世帯の匿名データ 27,443 オ

ブザベーションを対象とした． 

 

図1-1 : パック旅行費の分布 (円) 

 

図 1-2 : 対数変換後のパック旅行費の分布 



2.1  年齢による影響 

各年齢における 10 大費目の支出割合を図 2-1，各年齢におけるパック旅行費の支出額 (円) を図 2-2，各年

齢における教養娯楽の支出割合を図 2-3 に示す．図 2-2 における支出額は集計用乗率による重み付き平均を示

している．なお，図 2-1 と図 2-3 は GCHART プロシジャ，図 2-2 は SGPLOT プロシジャを用いて作成した． 

 

図2-1 : 各年齢における10大費目の支出割合 

 

図 2-1 は，下から食料，住居，光熱・水道、家具・家事用品，被服及び履物，保健医療，交通・通信，教

育，教養娯楽，その他の消費支出の順に積まれたグラフである． 

図 2-1 より，例えば，消費支出に占める住居の割合に注目すると，75 歳以上のカテゴリを除いて，年齢と

ともに支出は減少している．また，消費支出に占める交通・通信の割合においても，年齢とともに支出は減

少している．しかし，今回焦点を当てるパック旅行費が含まれている教養娯楽に着目すると，年齢が変化し

ても支出は横ばいとなっている．そこで，各年齢におけるパック旅行費の支出額のグラフとして，図 2-2 を

見て検討する． 

図 2-2 より，パック旅行費は年齢とともに増加していることが分かる．特に，年齢が 55 歳以上のグループ

において，パック旅行費は顕著に高くなっている．さらに，図 2-3 において，各年齢における教養娯楽に占

めるパック旅行費の支出割合を見ても，年齢とともにパック旅行費支出割合は高くなっていることが分かる． 

ここで，図 2-1 において，消費支出に占める教育の割合が低い年齢では，図 2-2 及び図 2-3 におけるパック

旅行費の支出額及び支出割合が高くなっていることが分かる．本データにおいて，10 大費目の 1 つである教

育費には教科書・学習参考教材，補習教育，授業料等が含まれている．すなわち，子供の授業料，教科書・

学習参考教材，補習教育による教育費への支出が多い年齢の世帯においては，パック旅行費に支出できる割

合が低くなってしまうと考えられる． 



 

図2-2 : 各年齢におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 2-3 : 各年齢における教養娯楽の支出割合 

 

さらに，各年齢におけるパック旅行費の支出額を，国内旅行費，外国旅行費に分けて図 2-4 に示した． な

お，図 2-4 は SGPANEL プロシジャを用いて作成した． 

 

図2-4 : 各年齢における (国内 / 外国) パック旅行費支出額 (円) 

 

図 2-4 より，パック旅行費の支出が多い年齢が 55 歳以上のグループは，主に国内パック旅行として利用し

ていることが分かる．一方，外国パック旅行への支出は，国内パック旅行費に比べて，そこまで多くないこ

とが分かる． 

 

 

2.2  世帯人員による影響 

各世帯人員における 10 大費目の支出割合を図 3-1，各世帯人員におけるパック旅行費の支出額を図 3-2，各

世帯人員における教養娯楽の支出割合を図 3-3 に示す． 



 

図 3-1 : 各世帯人員における 10 大費目の支出割合 

 

図 3-1 より，パック旅行費が含まれている教養娯楽について，単身世帯では支出割合が若干高いが，2 人以

上の世帯においては世帯人員数依らず支出割合は横ばいとなっている．しかし，教育に注目すると，特に 4

人以上の世帯においては，消費支出に占める教育の割合が高くなっている．この背景として，世帯人数が多

いことによって，子供がいる世帯であることが考えられる．その結果，子供の授業料，教科書・学習参考教

材，補習教育による教育費の占める割合が高くなったと考えられる．  

 

 

図3-2 : 各世帯人員におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 3-3 : 各世帯人員における教養娯楽の支出割合 

 



次に，図 3-2 及び図 3-3 より，特に 2 人世帯において，パック旅行費の支出額及び教養娯楽に占めるパック

旅行費の支出割合は高くなっていることが分かる．ここで，図 3-1 において，単身世帯及び 2 人世帯で 10 大

費目に占める教育の割合が低いことが分かる．消費支出に占める教育の割合の低い 2 人世帯においては，そ

の分パック旅行費に支出できる割合が高くなったと考えられる． 

 上述のように，子供の教育への支出がパック旅行費支出に影響しているか検討するために，さらなるデー

タ分析として，子供と同居している世帯 (生計が同一であることを意味する)，同居していない世帯別のパッ

ク旅行費支出額を図 3-4，子供と同居している世帯，同居していない世帯別の教養娯楽の支出割合を図 3-5 に

示す． 

 

 

図3-4 : 各世帯特徴におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 3-5 : 各世帯特徴における教養娯楽の支出割合 

 

図 3-4 より，パック旅行費支出額は子供と同居している世帯の方が少ないことが分かる．また，図 3-5 より，

教養娯楽に占めるパック旅行費の割合は，子供と同居している世帯の方が低いことが分かる． 

 

 

図3-6 : 各世帯特徴におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 3-7 : 各世帯特徴における教養娯楽の支出割合 

 

図 3-4 及び図 3-5 より，子供との同居の有無がパック旅行費支出に影響を与えることが分かった．さらに，

子供の通学先の学校形態を検討する．本匿名データでは，子供が私立あるいは国公立のどちらの形態の学校



に通学しているかという情報が含まれている．そこで，学費がより多くかかることが予想される，私立へ通

う子供の有無別のパック旅行費支出額を図 3-6，私立へ通う子供の有無別の教養娯楽の支出割合を図 3-7 に示

す．なお，私立へ通う子供 ”No” は，国公立へ通う子供の “Yes” を意味している． 

図 3-6 より，私立へ通う子供がいる世帯の方が，パック旅行費支出額が高いことが分かる．これは，私立

へ通う子供がいる世帯の方が，国公立へ通う子供がいる世帯に比べて，経済的に余裕のあることが背景とし

て考えられる．次に，図 3-7 より，私立へ通う子供がいる世帯といない世帯で，教養娯楽の支出割合は同程

度であることが分かる．以上より，私立へ通う子供がいる世帯の方が，国公立へ通う子供がいる世帯に比べ

て経済的に余裕があり，パック旅行費に限らず，消費支出自体が多いことが分かる． 

 

 

2.3  2 人世帯に対する検討 

2.2 において，2 人世帯のパック旅行費支出額が高いことが分かった．そこで，さらなる検討として，2 人

世帯を対象として，2.1 で検討した，年齢による影響についてデータ分析する． 

まず，2 人世帯を対象とした，各年齢における 10 大費目の支出割合を図 4-1，各年齢におけるパック旅行

費の支出額を図 4-2，各年齢における教養娯楽の支出割合を図 4-3 に示す． 

 

図4-1 : 各年齢における10大費目の支出割合 

 

図 4-1 は，図 2-1 と比べて，10 大費目に占める教育の割合が極めて低くなっていることが分かる．また，

その他の消費支出の割合が高くなっている．ここで，本データのその他の消費支出としては，諸雑費 (理美

容サービス，理美容用品，身の回り用品，たばこ，小遣い (使途不明))，交際費 (食料，家具・家事用品，被

服及び履物，教養娯楽，他の物品サービス，贈与金)，仕送り金等が含まれる．これは，パック旅行費と同じ

ように，比較的経済的に余裕のある世帯において，支出が多くなる項目であると考えられる．よって， 2 人



世帯を対象にした図 4-1 において，消費支出に占める教育の割合の低い世帯では，その他消費支出に支出で

きる割合が高くなったと考えられる．  

 

 

図4-2 : 各年齢におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 4-3 : 各年齢における教養娯楽の支出割合 

 

図 4-2 及び図 4-3 では，単身世帯から 7 人世帯までを対象とした図 2-2 と異なり，年齢とともにパック旅行

費支出額は単調に増加しておらず，30 歳代の世帯においても支出額が比較的高い，2 峰性の分布となってい

ることが分かる．さらに，60 歳以上の世帯においては，図 2-2 と比べて，パック旅行費支出額が高くなって

いる．図 2-2 及び図 2-3 においては，年齢が高くなるほどパック旅行費支出額は高くなることが示唆された．

しかし，2 人世帯を対象とした検討を行った結果，年齢が高いだけがパック旅行費支出に寄与していないこ

とが考察された． 

 

 

図4-4 : 各世帯特徴におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 4-5 : 各世帯特徴における教養娯楽の支出割合 

 

また，図 3-4 及び図 4-4 より，子供と同居している世帯のうち，2 人世帯である割合は 683 / 19183 = 3.6% で

あることが分かる． 



以上より，2 人世帯では子供と同居している世帯が少ないことによって，教育費に支出する割合が低くな

り，その結果，パック旅行費支出額が全体的に高いことが分かった． 

 

さらに，2 人世帯を対象として，各年齢におけるパック旅行費の支出額を国内旅行費，外国旅行費に分け

て図 4-6 に示した． 

 

図4-6 : 各年齢における (国内 / 外国) パック旅行費支出額 (円) 

 

図 4-6 より，単身世帯から 7 人世帯を対象として検討した図 2-4 と同様に，パック旅行費の支出が多い年齢

が 55 歳以上のグループは，主に国内パック旅行として利用していることが分かる．一方，外国パック旅行費

については，どの年齢増においてもそこまで大きな違いが見られなかった図 2-4 とは異なる分布が得られて

いる．70 歳以上及び 25 歳から 45 歳までの年齢において，外国パック旅行費支出額が高い傾向にあることが

分かる．特に，25 歳から 35 歳までの年齢において，外国パック旅行費支出額が高い要因として，婚姻件数

の割合が高い年齢であることが挙げられる [6]．その結果，大多数の新婚夫婦が新婚旅行として，外国パック

旅行を使うことが多い年代であると考えられる． 

 

 

 

2.3  企業規模による影響 

各企業規模における 10 大費目の支出割合を図 5-1，各企業規模におけるパック旅行費の支出額を図 5-2，各

企業規模における教養娯楽の支出割合を図 5-3 に示す． 

図 5-1 より，企業規模によって，パック旅行費が含まれている教養娯楽の支出割合が大きく異なることは

ないことが分かる．また，他の大費目についても，企業規模によって異なる項目はなかった．さらに，図 5-3

においても，企業規模によって，教養娯楽に占めるパック旅行費支出割合が異なることはなかった． 

 

 



 

 

図 5-1 : 各企業規模における 10 大費目の支出割合 

 

 

 

図5-2 : 各企業規模におけるパック旅行費支出額 (円) 

 

図 5-3 : 各職業における教養娯楽の支出割合 

 

 

図 5-2 より，企業規模が大きくなるほどパック旅行費支出額は若干高くなっていることが分かる．これは，

企業規模が小さい企業においては，パック旅行中の仕事の代理ができない等のことが起因していると考えら

れる． 

 

 

 



3  まとめ 

本稿では，パック旅行費に影響を与える世帯の特徴を表す要因として，年齢カテゴリ，世帯人員，企業規

模がどのように影響を与えるか検討を行った．結果，パック旅行費支出は年齢とともに増加し，2 人世帯ほ

どパック旅行費への支出額が高いことが分かった．2 人世帯においてパック旅行費の支出額が高い要因とし

て，子供の教育費に占める支出割合が低い世帯であることが考えられ，結果，パック旅行費へ割り当てるこ

とのできる支出割合が高くなったと考えられる．同様の議論より，子供と別居している世帯ほどパック旅行

費の支出額が高い傾向にあることが分かった．また，子供がいる世帯においては，私立に通う子供を持つ世

帯の方が，国公立へ通う子供を持つ世帯に比べて，パック旅行費の支出額が高い傾向にあった．さらに，パ

ック旅行費の区分として，国内パック旅行と外国パック旅行に分けて検討を行った結果，全体的に年齢が高

い世帯において支出額が高い傾向にあった．しかし，2 人世帯を対象とした検討の結果，外国パック旅行に

ついては，25 歳から 45 歳の年齢においても支出額が高いことが分かり，その要因として，婚姻に伴う外国

への新婚旅行が考えられる．なお，2 人世帯を対象としたパック旅行費支出額の分布は 2 峰性を示し，外国

パック旅行費支出の多い 25 歳から 45 歳の年齢層による影響が強いことが示唆された．ここで，年齢が高い

世帯ほどパック旅行費の支出が多い想定の下，高齢者でも安心して旅行ができるバリアフリー特集，高齢者

を対象とした人に優しい宿，60 歳からの旅行応援特集など，各旅行会社及び各団体は多くの高齢者向けのサ

ービスを提供している状況である [710]．今後は，世帯において子供と同居しているかどうか調査した上で，

子供と同居していない世帯や，子供のいない 2 人世帯をターゲットとしたプロモーションも，国内・外国旅

行をより活性化させることにつながると期待される．  
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