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*1日本人口の５０年

稲葉 寿（東京大学数理科学研究科）

１ はじめに

人間人口のダイナミクスは特有の数理的構造を持っているが、畢竟人々が如何に生き、

家族を形成し、次世代を再生産していくかという選択の集積の結果でもある。そうした意

味で日本の人口が来世紀初頭において縮小再生産と超高齢化への道を辿ることを確かなも

のとしたのは、８０年代を通じて明らかとなったひとびとの生き方の変貌であった。人口

の減少や循環的変動は死亡率の変動の激しい前近代社会では普通のことであったが、今後

１０年以内に始まると予測される我が国の人口減少局面は、出生率の持続的低下と世界最

高の平均寿命という動態のもとでおこるという意味では、かつて世界が経験したことのな

い出来事である。人口学の面白さの一つは無味乾燥な統計データの背後に人間の生き方が

みえることであろう。

２ 日本人口の５０年

人口問題は我が国ではこれまでのところ研究されることの少ない分野であった。その中

でも世界的な人口爆発については貧困、低開発、環境破壊などの諸問題とともに比較的よ

く語られても（といって、よく研究されているわけでもないが 、こと自らの人口再生産）

の問題についてはあまり省みられることがなかった。その理由は色々考えられるが、戦前

期日本において対外的侵略を国内過剰人口問題の解決として合理化し、なおかつ国力増強

のために結婚・出産奨励策を国策として打ち出したことへの反省が、人口政策を語ること

を慎重にさせ、結果的には基礎的な人口研究へのニーズをも低下させたということがあっ

たのかもしれない。しかしなにより高度経済成長の達成により戦後日本の貧困と国内人口

の過剰感覚が短期間のうちに解消されてしまったことが主要な要因であろう。ただ昭和３

０年代半ばに近代的人口再生産構造（少産少死）が達成されるまでの日本の人口転換過程

は、いまでは近代化のモデルのように言われているが、その背後で展開された産児制限運

動や新生活運動などの実態、年間１００万件をこす中絶の存在等は忘れ去られている。何

故このようなことが可能だったのかは日本の歴史的文化的背景を抜きにして「近代化」と

いう普遍的概念で語れることではないのではなかろうか。経済の高度成長とともに、過剰

労働力は労働力不足へと転回し、都市へ集積する大規模な人口移動による国内人口の不均

衡分布の問題はあるにしても、総量としての人口とその構造を問題視する論調は陰をひそ

めてしまった。しかしながらその陰で研究者の間では昭和３０年代から将来の人口構造の

高齢化について警告がなされていたのである。人口の高齢化は人口転換過程を世界最速の

１０年たらずで成し遂げた結果として必然的なものであったのであるが、それが世論の注
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目をひくのは第二の人口転換過程と経済の低成長が開始される７０年代後半以降であっ

た。

表１：戦後日本人口の主要指標の変化

総人口 平均寿命 ＴＦＲ 平均年齢 老年人口割合と
**(単位：千人) （男性：女性） 老年化指数

1947 78,101 50.06 53.96 4.54 26.6 4.79 % 13.6年

1955 89,276 63.60 67.75 2.37 27.6 5.32 % 15.9年

1970 103,720 69.31 74.66 2.13 31.5 7.07 % 29.5年

1996 125,864 76.38* 82.85* 1.43 39.9 15.1 % 96.6年

2025 120,913 78.80 85.83 1.61 47.1 27.4 % 209.3年

年の統計 老年化指数は６５歳以上人口の０～１４歳人口に対する比率、２０２５年の値は１９９７年の国立社会保障・人口問題研究所中位推計値*1995 **

３ 人口統計用語の基礎知識

ここで以下で使われる人口統計学のいくつかの用語について触れておきたい。まず出生

、 （ ）に関わる指標としては よく使用されるものに合計特殊出生率 ＴＦＲtotal fertility rate:
がある。これは各歳での女子の年齢別出生率の総和であり、死亡による中断が無いとした

場合に女性が生涯に生む平均子供数と解釈されている。さらに各歳の年齢別女児出生率に

出生からその年齢までの女子生存率を乗じてすべての年齢について総和したものが純再生

産率（ ＮＲＲ）である。ＮＲＲはＴＦＲと異なり、死亡と出生の効果net reproduction rate:
を総合した「再生産」の指標であり、ＮＲＲ＝１の水準が人口が単純再生産される（母親

世代とその娘世代の人口比が一対一となる）人口置き換え水準に他ならない。一方、ＴＦ

ＲをＮＲＲで割って得られる値は、与えられた出生パターンのもとで人口置き換えを達す

るために必要とされるＴＦＲの値に他ならない。これを臨界出生率( Ｃcritical fertility rate:
ＦＲ)とも言う。臨界出生率は出生性比と死亡水準に左右されるが、両者の変化の小さい

近年では 付近で安定している。このような場合にはＣＦＲ を基準値としてＴＦ2.08 =2.08
Ｒを再生産の指標としてＮＲＲの代わりに用いてもよいことになる。

これらの指標はしかし非常に誤解されやすいものでもある。例えばＴＦＲは、その解釈

からすればあるコーホート（同時出生集団）に対して測定され、親世代と子供世代の数の

比に他ならないはずであるが、実際の統計ではＴＦＲは専ら期間的指標、すなわちある年

に観測された年齢別出生率の要約指標として用いられているのである。従って通常の人口

統計におけるＴＦＲはある年の年齢別出生率に従って再生産をおこなうと想定された仮想

的コ－ホ－トの出生力を示すに過ぎない。年齢別出生率に変化のない場合は期間とコーホ

ートのＴＦＲを区別する必要はないが、そうでない場合（現実には常に）は両者の差異に

注意しなければならない。期間的ＴＦＲの動きが必ずしも実体的な出生力変動を反映して
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いないことは１９６６年に「ひのえうま」迷信によって生み控えが発生し、ＴＦＲが前年

の から へ急減し、翌年 へ復帰した事象をあげれば十分であろう。また例え2.14 1.58 2.23
ば現在の我が国のように、各コーホートにおける出産タイミングが遅れる（晩産化）場合

には、各世代のコーホート出生力に変化がなくとも期間指標であるＴＦＲは一時的に低下

し、遅れの停止とともに再上昇してコーホートＴＦＲの値に一致するまで増加するように

見える。これをみて各世代の出生力が実際に低下してさらに回復したと考えるのは誤りで

ある。この間、死亡率の効果によってＮＲＲは実際に低下しているがその割合はわずかで

あり、世代間の人口比としての再生産力はほとんど変化していない。ただし平均世代間隔

の増大は将来の人口規模（ストック）の減少をもたらすという効果はある。

さて一方、観測された年齢別死亡率からは各歳での死亡確率が計算され、これをもとに

出生から各歳までの生存率、生存のべ年数、平均余命等が計算される。これを表にしたも

のが生命表である。こうして年齢別の出生率と死亡率が与えられると、移民を考慮しなけ

れば、封鎖人口の毎年の成長や年齢構造は一意的に決定されてしまう。ロトカの安定人口

理論が示すように、一定の年齢別出生率と死亡率のもとでは人口は長時間の後には一定の

成長率と時間的に不変な人口構造をもつ安定人口に漸近する。ＮＲＲ＝１であればこの漸

近的成長率はゼロであり、人口は（大きさも構造も一定な）定常人口へ収束することにな

る。例えば１９９５年の日本の人口動態( )から計算される安定人口成長率はマNRR=0.69
イナス であり、安定人口の老年人口割合は３４％に達する。要するにこの年の人口1.28%

1.28%動態がこのまま維持されれば、人口の三分の一が高齢者という構造をもちながら年

で指数関数的に人口が減少していくことになる。この安定人口分布と実際の人口の年齢分

布は終戦直後には非常に似通っていたが、その後は乖離が大きい。これは出生力の急速な

変動のためである。

４ 第二の人口転換－７０年代後半以降－

６０年代後半に世界的に発生した大学闘争、反体制運動を我が国で担ったのは戦後の第

一次ベビーブーム世代（年２６０万以上の出生のあった１９４７年から４９年生まれをコ

アとする団塊の世代あるいは全共闘世代）であり、それは突出した人口数を持つ世代の自

己主張のエネルギーに支えられていたとも言えよう。この世代の結婚・出産ブームが過ぎ

た１９７０年代半ばは日本の人口学的な第二の分水嶺と考えられる（言うまでもなく第一

の分水嶺は１９５５年頃であり、純再生産率が１前後に定着したときである 。約２０年）

間安定していた期間出生力はこの後人口置き換え水準を割り込んで持続的低下を開始し、

今日に至るまでこの傾向が反転する兆候は見えない。この現象の背後には日本人の結婚、

出産に関わる行動の大変貌があったと考えられる。

そもそも団塊の世代（戦後生まれ第一世代）の結婚・出産パターンは、その「革命的言

辞」にもかかわらず、昭和初期生まれの世代から始まっていた「適齢期」規範のもとでの

親子４人の「標準家庭」の形成と家庭内性別役割分業を前提とする再生産構造の完成であ

ったと言える。この世代による結婚ブームが最高潮に達した１９７２年の初婚カップルの

平均婚姻年齢は夫 歳、妻 歳であり、戦後上昇を続けた平均婚姻年齢はこの付近26.7 24.2
。 、では減少した １９９５年に４７～４９歳に達した時点でのこの世代の未婚率は男 11.2%
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女 であり、特に男性側で戦前生まれ世代よりは明らかに未婚率の上昇がみられるも5.6%
のの、再生産の主体となる女性では未婚という選択をしたものは５％程度である。出産に

ついてみるとこの世代の結婚した女性の平均子供数は から 程度で、無子割合は４2.1 2.2
％程でしかない。要するに女性をベースに考えると、９５％の人が結婚して、そのうちの

また９５％以上の人がひとが出産して、ほぼ親世代と同じ数の子供世代（第二次ベビーブ

ーム世代）を再生産したことになる。

その後に進行したことは簡単にいえば「結婚力の持続的低下＝結婚離れ」である。上記

の結婚ブームの後、１９７４年からは平均初婚年齢の持続的増加（晩婚化）が始まり、１

、 。 、９９６年までに夫側で 歳 妻側で 歳の上昇をとげる 同時に未婚者割合も急増し2.5 2.8
特に出産の主たる担い手とも言える２０代後半の女性の未婚割合は１９７０年の１８％が

１９９５年には３倍増して４８％に達している。こうした晩婚化は単に結婚タイミングの

遅れだけに止まらず、生涯未婚者の著しい増加（非婚化）につながるであろうことは高齢

層の未婚割合が着実に増大してきていることから明らかである。

日本では現在でも婚姻外出生は全出生数の１％程度でしかなく、平均で２５％程度の婚

、 。姻外出生のある西欧諸国とは著しく事情が異なり 婚姻・出産の連関はいまだ強固である

従って未婚、非婚の増大は直ちに出生力の低下をもたらす。さらにこれまでのところ夫婦

出生力は安定しているものの、晩婚であれば出生児数は減少する。大ざっぱにいえば結婚

年齢に反比例して夫婦出生児数は減少するといってよい。戦後生まれに起こったであろう

平均婚姻年齢と生涯未婚率の上昇と、８０年代に観測された結婚出生力を合成してシュミ

レートしてみると、前節でのべたような期間指標のみかけの低下メカニズムと相まって７

０年代後半から９０年代初頭に至る日本の期間出生力の低下はほぼ説明され得る。しかし

ながらその後の止まらないＴＦＲ低下をみると、結婚力の変化だけでなく夫婦の産み方の

（ 「 」） 。変化 予定子供数の低下などの 夫婦の子供離れ が寄与している可能性が考えられる

５ 人口分布の問題

人口の地域的分布の問題は戦後の日本の人口問題のもう一つの重要な側面をなす。産業

構造の近代化と平行した都市への人口の大移動は、日本人のライフスタイルや家族構成に

決定的とも言える影響を及ぼしたことは明らかである。１９５０年代半ばから経済成長と

ともに県間および県内人口移動数は増加を続け、１９７１年に年間８３６万件のピークに

達し、その後９０年代初頭まで減少する。バブル経済崩壊後、県内移動は増加したが県間

移動は相変わらず減少を続けている。

かつて１９６０年代に日本の国内人口移動にマルコフモデルを適用した清水良平は非常

に興味深い観察をおこなっている。彼は１９５０年代のデータを用いて地域間人口移動の

ＯＤ表をマルコフ行列に変換してその定常分布を計算した。その結果、定常分布は実際の

人口分布とはかけ離れているが、当時の県民所得分布等の経済力指標の分布によく一致す

ることを見いだした。またこのマルコフ過程を時間的に反転させて過去の定常分布をもと

めると、農業生産関連指標の分布によく一致したという。清水は観測時点での経済活動力

や所得分布と人口分布に不均衡があり、人口移動が過去の産業（第一次産業）地帯から新

たな産業（第二次、三次産業）地帯へ、一人あたりの経済活動力の均衡化を目指して起こ
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っていると主張した。この観察は大局的には経済構造の近代化と高度成長の時期における

人口移動の動向をうまく説明していたと言えよう。しかしその後はどうであろうか。

筆者は１９５４年から１９９３年までの４０年間の県間人口移動データをマルコフ行列

に変換して、その定常分布を各時点における人口分布と県民所得分と比較してみた。その

結果わかることは （１）清水の観察の通り、定常分布と県民所得分布の相関は常に高い、

といえるが、１９５５年から７０年までの間および１９８５年以降は両者の乖離は拡大傾

向にあった； ２）人口分布と定常分布の乖離は１９６０年以降急速に縮小し、近年では（

両者は一致してきている； ３）所得分布と人口分布の乖離をみると、確かに１９６０年（

から８０年にかけて乖離は縮小したが、その後は拡大してきている。総じて言うならば、

人口移動が特に高度成長期に地域間経済格差解消に大きな役割をはたしたであろうことは

確認されるが、７０年代後半以降にはそうした解釈は妥当せず、現実の人口分布が定常分

布に接近して、人口移動が人口再配置の能力を喪う一方で、所得格差は拡大する傾向にあ

ったのである。ただし名目的な所得格差と生活の豊かさは別物であるというのが８０年代

以降の実感でもあろうが。とまれ、総量としての日本人口が出生力の急減によってますま

す不均衡を深める一方で、その地域的分布は均衡化を達したと言えよう。

６ ２１世紀の日本人口

「将来人口予測はアートである」といった人口学者がいたそうである。要するにまだ科

学ではないということであろうが、アートと言うほど洗練されているとも思われない。確

かに人間の再生産行動を予測することは、現在までのところ全くロジカルにできるような

ことではない。生物学的な原則、社会的・文化的な規範、経済的動機などが人間の再生産

行動を複雑に規定しているからである。少なくともこれまでのところ公的な人口予測がな

んらかの人間行動の説明理論にもとづいてなされたことはないであろうし、例えば社会経

済的環境変数との相互作用も通常は考慮されないのが普通である。ただし当たらなくとも

いまの行動を続けた場合の含意・帰結については知ることができる。

人口問題研究所は戦前から日本の将来人口予測を行ってきたが、それは人口学的パラメ

ータのみを考えた一種のシナリオ予測である。その結果をみると長期の予測の誤差は当然

ながら結構大きいことに気づく。１９５０年代から６０年代前半までの推計は現実の人口

よりもかなり過小推計になっていて、特に５０年代のものは最大人口規模が１億１千万以

下でしかない。一方、６９年、７５年、８７年の各推計はむしろ過大気味と言えよう。８

２年、９２年、９７年の３本の推計は２１世紀の最初の１０年くらいで人口は１億３千万

程のピークを迎えた後減少を開始するという似たような経過を示している。８０年代以降

の各推計が方法的にほぼ同一の基盤にたちながら異なる結果となった原因は、ほとんどす

べて出生率の将来動向についての想定の違いによると考えられる。死亡率は十分に低位水

準にあってその動きは安定的であるからである。また９０年代の推計（中位）はＴＦＲが

長期的に人口置き換え水準に復帰しないと想定した点で画期的であった。長期的には定常

状態に到達すると想定するのがこの業界の常識だったからである。それだけ出生力の回復

のシナリオを描く根拠が見いだしがたかったということであろう。

最新の９７年推計の中位の仮定では、世代間出生変動のターゲットとされた１９８０
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年生まれの女子コ－ホ－トのＴＦＲは 、生涯未婚率は 、無子割合は と想定1.61 13.8% 23%
されている。この世代はいまや再生産期間に入りつつあるが、この想定が実現されるとす

ると、その可能性はかなりありそうだが、団塊の世代までの常識とはかけ離れたライフコ

ースが待っていることになろう。同一世代内の４分の１弱の女性（男性の場合は未婚率が

、 ） 、女子を上回るので この割合はもっと大きい が子供無しのライフコ－スを選ぶとすれば

公的な社会保障制度の果たす役割はきわめて重いものにならざるを得ない。しかもこの世

代が６０歳になる２０４０年には６０歳以上の人口割合は３８％に達する。

婚姻は長らく人口再生産の安定的な基盤をあたえる社会的制度と考えられていたが、い

まやその役割は急速に縮小しつつあるようにみえる。西欧諸国では７０年代以降、伝統的

な恋愛・婚姻・出産のパッケージが崩壊して、同棲、事実婚、非嫡出出生が一般化した。

今日では欧州連合では平均して２５％程度の新生児は婚姻外の出生である。統計に把握さ

れない共同生活が多いから、統計上の未婚率は西欧諸国においては実体的なシングル割合

よりも高くでているはずである。にもかかわらず、２０代後半までの女性、３０代前半ま

での男性をみると日本人の未婚率は男女ともスウェーデンをのぞく欧州連合諸国やアメリ

カ合衆国よりも高いのである。しかも日本人の同棲率は ～２％でしかない。要するに日1
本では「婚姻・出産」のパッケージは規範として未だ強固であるが、その敷居はますます

、 。高くなっていて しかもそれは家族形成や再生産のスタイルの多様化につながっていない

、 、 （ ）、男女の生活形態からすると 単身 親との同居 パラサイトシングルまたは垂直的共生

法律婚という選択しかないのが現状であるが、事態がこのまま推移すると考えるのはいさ

さか不自然な気がするのは筆者だけであろうか。法的な整備が進めば、欧州諸国のように

、 。同棲 事実婚のような水平的共生関係の多様化と非嫡出出生が一般化するのであろうか？

７ おわりに

マルクスの顰みにならうならば、人口はそれの存在のうえに社会の一切のものが展開さ

れる下部構造＝土台をなしている。無論この場合も上部と土台の関係は相互規定的なので

あるが、人間の生物的・文化的特性やその巨大な慣性のゆえに、人口の動きは容易にコン

トロールを許さない独自のものがある。それだけに我田引水かもしれないが、周到な研究

が必要であると思われるのであるが、我が国ではこれまで全体としてみれば不思議なほど

人口学・人口問題研究に無関心であった。気にしなくてもやっていけたことは幸福であっ

たということなのかもしれないが、これからはそうでもなさそうである。自分たちの再生

産という生命としての基本について明晰な理解なしに健全な社会発展はあり得ないと思う

のであるがいかがであろうか。 （終）


