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2009年 3月 13日

【司会】ただいまより午後の部の特別講演を始めさせていただきます。本日は、東京大学大学院数理科学研

究科の稲葉寿先生をお招きしております。ご講演に先立ち、稲葉先生のプロフィールを簡単にご紹介させてい

ただきます。

稲葉先生は、京都大学理学部数学系を卒業され、オランダ・ライデン大学で Doctor of Philosophyを取得

されました。厚生省人口問題研究所研究員、室長を経て、現在、東京大学大学院数理科学研究科准教授とし

て、数理人口学、数理疫学、数理生物学における微分方程式モデルを中心にした研究に従事されておられま

す。また、日本数理生物学会の事務局長を務めておられます。

本日は、「現代人口学の射程―少子高齢化からエイズまで―」の演題で、お話をいただきます。人口に関す

る問題は、保険や年金にも密接に関係しており、われわれアクチュアリーにとって、理論的な興味の対象であ

るだけでなく、実務上も重大な関心事です。本日は興味深く、かつタイムリーなお話をいただけると思いま

す。それでは、稲葉先生にご登壇いただきます。拍手でお迎えください。

1 はじめに

【稲葉】ただいまご紹介いただきました、稲葉です。本日はこのようなお話をする機会をいただきまして、

大変ありがとうございます。少し自己紹介の続きで申し上げますと、わたしは大学で数学科を出ました。アク

チュアリーの皆さんは、恐らく数学系出身のかたが多いと思うのですが、会社等に入られましてアクチュア

リーのこと、保険科学を初めて学んだというかたが多いかと思うのです。私も、四半世紀前になりますが、数

学科を出まして、当時の厚生省の人口問題研究所という研究機関に入りました。今は皆さん、人口に関する推

計でご存じの国立社会保障・人口問題研究所という新しい組織に、10年ほど前に再編されておりますけれど

も、その研究所に入りまして、初めて人口学というものを勉強することになったわけです。それまでは、全然

それについて知りませんでした。

それで、今日は、日本の人口問題を例としまして、人口学の基本的な考え方を幾つかお示ししたいと思うの

ですが、この『現代人口学の射程』というタイトルは、ちょっと大風呂敷ですが、昨年、日本の代表的な人口

学の研究者のかたにご寄稿いただいて、人口学というのはどのようなものかというものを、しかも非常に現代

的で先端的な研究を紹介していただくという同名の本を作りましたので、それにちなんで、このようなタイト

ルにさせていただきました。

1



それから、人口学といっても、社会学、経済学、人類学等々人間の再生産にかかわることに関係する学問す

べてに関係する学際的な研究分野なのですけれども、わたしが関係してきたのは、その中でも数理モデルで

す。人口学を特徴付ける人口学的アプローチは、数理モデルを抜きにしては理解されないわけで、その意味で

数理人口学というのは人口学のコアでもあります。以下のお話しのなかの数学的な部分に関しましては、数年

前に『数理人口学』というテキストを作りましたので、そちらを参照していただければと思います。

今日の内容ですけれども、少し前置きをいたしましてから、最初の部分では日本の少子化、高齢化、人口減

少ということに対して、人口学的に見て、これがどのような要因によってきているのか、あるいは、それがど

のような帰結を生むのかということに関して、基本的なモデルのアイデアを紹介しながらご説明したいと思い

ます。日本人口の少子高齢化については、過去 10年間くらい、雑誌や新聞やニュースなどで非常にたくさん

報道されてきて、およそのことは、もうすでによくご存じだと思うのです。けれども、それを人口学的な指標

の正確な理解にもとづいて考察するということは、まだまだ一般的になっていないと、私は思います。ですか

ら、そうした中で人口学者というのは、どのようにそれを考えてきたのかということが、お示しできればいい

かなと思います。

実は最近、わたしは以下の話のような人口問題そのものよりも「感染症の流行」というモデルをいろいろ

やっていまして、「そちらも話せ」ということでありました。高病原性の鳥インフルエンザの脅威が非常に強

く叫ばれるようになってきましたし、ご存じのエイズの問題などもありまして、現代社会のリスク要因として

感染症がクローズアップされてきていますが、これもあえていえば、一種の人口問題、感染者という特殊な人

口集団の再生産をどう理解するか、あるいはどう制御するか、という問題です。時間が許せば、第 2 部とし

て、それについてもお話ししたいと思います。

初めにアクチュアリーと人口学 (demography)というものの関係について、一言述べさせていただきます。

死亡研究を媒介として非常に近い研究分野でもあるのですが、しかし、一方で関心の持ちようがまた違いまし

て、近くて遠いという感じを持たれているかと思います。もちろん学問的な起源からいえば、17世紀に生命

表などが開発されて、それから確率論の基礎などができたのですが、それは結局、人口学の起源でもあります

し、同時にアクチュアリーの起源と言ってもいいと思います。ですから、元は同じところから出発しているわ

けです。

近代人口学の父というのはアルフレッド・ロトカ (Alfred J. Lotka, 1880-1949)であります。彼は、後ほど

ご紹介しますが「安定人口理論」という、人口学における基本定理を提案した人です。彼は同時に、今でいう

数理生物学、生物学に数学を持ち込みまして、数理モデルで生命現象をいろいろ研究するという、そのような

分野が今あるわけですけれども、それの始祖の 1人でもあります。彼は 19世紀、1880年に、当時のオースト

リー・ハンガリー帝国の都市レンベルグ（現在のウクライナのルボフ）に生まれて、大学教育は英国とドイツ

で受けていますが、その後渡米して、主に活躍した場はアメリカです。そして実生活上では、1920年代に数

理生物学に関する記念碑的な本 (Elements of Physical Biology)を出しまして、それは大変影響があった本で

すが、その後はアカデミーを離れましてアクチュアリーとして過ごしたのです。「Metroplitan Insurance」と

いう当時の保険会社に入りまして、後半生は、ずっとアクチュアリーとして過ごしたというかたです。アメリ

カ統計学会の会長もいたしました。

日本でも、戦前の内務省社会局の肝いりで設立されて、人口問題研究をリードした「人口問題研究会」とい

う半官半民の財団法人がありましたが、その初代会長で有力なパトロンであったのは第一生命の初代社長で、

自身統計学者であった柳沢保恵伯爵です。そのような意味で、やはり人口学というのは、保険科学とは非常に

ご縁があったことは間違いないです。現在でも、日本アクチュアリー会の関係のかたで申しますと、かつての

会長であられたと思うのですが、菱沼従尹先生ですか、「寿命学研究会」を主宰されておられた。あのくらい
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の世代のかたはアクチュアリー、保険学関係と人口学の双方に関係しておられるかたが何人かおられた思うの

です。幾らか交流があったわけですが、しかし、残念ながら現在では、むしろ非常に専門分化が進んできて、

あまり人口学と保険学の関係の方々の相互交流は多くはないかと思うのですが、このような機会に関心をもっ

ていただければと思います。

実は、人口学について、もう一言申し上げておきたいのは、日本の人口学というのは、大変不幸な状況に置

かれていまして、日本の大学院に博士課程のコースがなくて、研究者というものを再生産する仕組みができて

いない。これは、先進国では日本だけでありまして、欧米では研究者の再生産や、研究教育活動が盛んになさ

れてきている。研究機関も、日本では先ほど申した国立社会保障・人口問題研究所と、それから日本大学の人

口研究所ぐらいしかありませんで、専任スタッフは非常に少なく、体制としては弱い。日本人口学会も、これ

は 300か 400ぐらいの会員数であるわけです。アメリカの人口学会といいますと、この 10倍以上の組織で、

非常に盛んに研究されておりますし、それから欧州では非常に有力な国立研究機関は幾つもあります。ドイツ

のマックス・プランク人口研究所 (MPIDR)であるとか、フランス、パリにあります国立人口研究所 (INED)

とか、非常に大規模な研究機関で研究が行われているわけです。なぜ日本では、人口学が学問として定着して

いないのか、ということに関しては歴史的な理由はいろいろあろうかと思いますが、これからお話しいたしま

すように、日本は世界でももっとも厳しい人口問題に直面しているわけで、こういう状況はぜひ改善してほし

いものだと思っております。

2 今日の人口問題

それで、今日のお話は人口学的なアプローチということですが、人口問題といいますと、どのようなことを

思われるかというのは幾つかあると思うのです。伝統的には、一種のマルサス的な問題です。人口過剰論とい

うのが、昔から非常によく言われていたわけです。これは、生存資源に対して人口が非常に過剰であるという

意識です。このような意識自体は非常に古くて、それこそ古代バビロニアの時代から、そのような記録が残っ

ているそうですけれども、このような問題があります。それから、戦前から戦後にかけて非常に議論になりま

したが、「じゃ、そういう問題というのは、本当は人口の問題なのか。あるいは、いや、社会経済体制の問題で

はないのか」という話がありまして、むしろマルクスなどは「資本主義の固有の矛盾として人口問題というも

のがある」というような、そのような発想が一方で出てきました。1970年代ぐらいになりますと環境問題が

前面に出てまいりました。これは絶対的な人口の過剰とかという問題というよりも、われわれがどのような活

動を地球上でして、それがどのような影響を環境に与えているか、つまり activityの過剰、これが問題なのだ

という、そのような意識につながってまいります。

今日のお話は、それとは一転いたしまして、日本では、今、人口減少に直面しているわけですが、むしろ、

その過少人口の危険性というものが視野に入ってきているわけです。これは人口転換という、出生に関する一

種の革命的な事態が起こって、そして、そこから少子化、高齢化というのが始まって、さらに人口減少、それ

から家族というもののあり方の衰退というものが全世界的に拡散しつつある。そのような状況にあるかと思

います。一方で、地球の人口は、いまだに年率 1.3％程度で成長しておりまして、90億ぐらいには今世紀中

に達すると思われます。そのような点での過剰の問題が決して消えたわけではないのですけれども、その背

後で、実は少子化というのは非常に世界において普遍的な事態になりつつあります。人口転換 (demographic

transition)というのは、これもよく聞かれることかと思うのですが、最初の転換、革命的な人口再生産の変化

というのは、産業革命以後に西欧諸国におきてきます。それまでは、多産多死で成長率はほぼゼロという準定

常状態に何万年も人類はいたわけですけれども、社会経済の近代化とともに死亡率が初めに低下をいたしまし
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て、それを追うようにして出生率が低下を始める。そのようなプロセスを、最初の demographic transition

と呼んでおります。

このプロセスは最後は少産少死に至って、大体成長率ゼロのところで再び定常化すると思われていたわけで

す。この過程というのは、日本では、ちょうど終戦から 1950年代半ばぐらいに至る 10年ぐらいに急激に進行

したプロセスで、これは世界で最も短い転換プロセスです。欧州のフランスなどでいえば、１世紀以上使って

そのような転換が行われてきたわけです。そのようなプロセスが起こっている間というのは、人口の成長率は

高いわけです。先に死亡率が下がりまして、遅れて出生率がゆっくり下がってくるので、その差である成長率

は高くなって、それは、ちょうど近代の経済成長にテンポを合わせるように成長があったわけです。日本でい

えば、明治維新から 20世紀末に至までは、平均 1.1パーセントぐらいの持続的な人口成長があったわけです。

実は人口学者は、1980年頃までは、人口転換以降は定常化して、そこが一種の目標といいますか、定常人

口の周囲で多少振動するにしても、安定化するだろうと思っていたわけですが、日本では 1970年代の半ばか

ら、その出生力が再度低下を始めるということが起こります。これは皆さんご存じのように、今日に至るまで

ずっと続いているわけです。これを「第二の転換」と呼んでおりますが、これは結局、人口がちょうど１対１

で、いわば親の世代と子供の世代が同じぐらいのサイズで再生産をするという単純再生産のレベルから縮小再

生産、子供の世代のサイズの方が小さくなるという、そのようなプロセスがずっと続く、そのような軌道に

入ってしまったということです。それが 30年以上、日本では続いております。

そのような少産化のプロセスというのは日本だけのことではなくて、全世界的な規模で拡散しつつありま

す。図 1はフランスの国立人口研究所が作ったものですが、世界の人口を出生率が低い順に累積していったと

いうグラフなのです。後で正確な意味を申しますが、横軸が合計特殊出生率 (TFR)で、女性１人当たりが産

む子供の期待数だと思っていただいていいのですが、それが低い順に人口数を累積していきますと、2003年

の時点で 50％になってしまうのです。この TFRが 2.1というレベルは、ちょうど人口が単純再生産を果た

すぐらいのレベルです。ですから、TFRが 2.1以下である場合は、これは一応、少子化国と言っていいと思

いますが、要するに、この時点、21世紀に入った時点で、世界の人口の半分は単純再生産ができないような地

域に住んでいるということになる。ご覧になると分かるように、時間とともにグラフはどんどん左へ進んでい

るわけですから、少子化国が増えてきているわけです。

図 2は国連の人口推計ですが、今世紀の半ばまでに世界人口の合計特殊出生率は 2.1ぐらいのレベルに収束

するというように推計を行っています。先進国はもうすでに 2.1をだいぶ前から下回っているのですが、それ

は若干盛り返すと、こう見ているわけなのです。これは少し楽観的と申しますか、この辺はちょっとまだよく

分からないのですが、なるだけ定常人口を維持できる水準に収束してほしいと思って作っているのでしょうけ

れども、少なくともこのような今世紀半ばまでに、ほとんど 2.1のレベルまでいってしまうだろうと考えてお

ります。

図 3のグラフは、ウィーン郊外のラクセンブルグにあります国際応用システム分析機関 (IIASA)で、ルッ

ツとシェルボフという人口学者がやっている確率的人口推計の結果です。これは『Nature』に、2001年に出

たのですが、世界の人口成長というのはいつ止まるか、を確率的に予測しようというな面白いものです。その

年までに成長がストップする確率というのを出していますが、これは 2020年ぐらいから立ち上がり出しまし

て、今世紀末では 80％ぐらいに達します。ですから、８割以上の確率で今世紀の末までには世界人口の減少

が始まると、彼らは推計しております。というように、少子化というのは日本や欧州先進諸国だけの問題では

なくて、世界的に広がりつつある、ある種の新しいムーブメントとだと言っていいと思います。ですから、人

間の再生産の一種の革命です。そのようなことが起こっているわけです。
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3 少子化・高齢化・人口減少

日本の人口問題を、これからお話ししたいと思うのですが、非常に繰り返し聞かれているように、少子化、

高齢化、人口減少というキー・タームで語られるわけです。しかし、これらがそれぞれどのような関係にある

のかというのは、必ずしも明瞭に理解されているとは思えないのです。

まず、少子化というのは、個体当たりの平均出生児数が臨界的な水準以下に持続的に減少している、そのよ

うなことをいっているわけです。これは元々は官庁用語で、学問的な用語ではないのですけれども、定義する

とすれば、こうするしかないと思います。これは、後でまた定義は述べますけれども、先ほど言った合計特殊

出生率 (TFR)が 2.1よりも小さいという状態が持続的に起こっている、そのようなことを少子化という。で

すから、これは個体レベルでの再生産の問題なのです。

それから、高齢化というのは何かと申しますと、これは、もちろん人口という集団の中での高齢者割合の増

加です。高齢者は、今現在では一応 65歳以上とか言われていますが、それをどう定義するかという問題はあ

りますけれども、相対的な高齢人口の割合の問題です。それから人口減少というのは、出生とか死亡とか人口

移動とか、すべてトータルした結果として人口サイズが減少していく。もちろん、これは非常に明瞭な事態で

あります。それぞれ、どのような問題が起こるかというのは、また後ほど考えるといたしまして、では、これ

らが実際どのようにつながり合っているのかということです。

最初に、非常にシンプルな誤解を解くというところから始めたいのですが、アクチュアリーのかたがたに

は、それこそ「釈迦に説法」で恐縮なのですけれども。一般には、非常によく誤解されているのですが、「高齢

化」と「長寿化」というのを混同しているかたが非常に多いです。高齢化と長寿化というのは、もちろん全然

違うわけです。なぜかというと、長寿化というのは死亡率低下によって個体の平均寿命が延びる、そのような

ことを言っているわけです。一方、高齢化は先ほど言いましたように、人口構造における高齢人口の相対的な

増加です。

この 2つの現象間にどのような関係があるかと申しますと、長寿化というのは、過去において人口増加に対

して大きく寄与していることには間違いないのですけれども、年齢構造への影響というのは一概には言えない

のです。一様な影響ではない。例えば、乳幼児死亡率の改善というのは、これは長寿化に対して非常に大きな

影響があったことは、皆さん、よくご存じだと思います。戦前の日本では、生まれた子供が５歳まで生き延び

るかというと、２割ぐらいは死んでいるわけです。ですから、そこの死亡率が改善するだけで寿命が大変伸び

たことは有名ですが、そのような乳幼児死亡率の改善は長寿化に寄与するわけですけれども、これはむしろ人

口の年齢構造で見ますと、それを若年化させるわけです。人口構造を若返らせるという効果があります。一

方、高齢期で死亡率が改善いたしますと、これはもちろん寿命が延びますけれども、これは人口の高齢化を促

進すると言っていいのです。ですから長寿化と高齢化というのは、必ずしもパラレルに起こるわけでは、もち

ろんないわけです。それから、さらにもう少しモデル的に申しますと、一様な死亡率変化が全年齢で起こった

というようなことを考えてみますと、これは後ほど述べますが、長期的な人口構造といってもいいですが、安

定人口構造というのは不変に保たれるということが分かりますから、個体にとっての長寿化という結果をもた

らす死亡率改善が、人口構造に関しては中立的になっているような場合もあるわけです。

ところが今、われわれが人口高齢化という現象に直面しているのは、もちろん、その初期条件の影響とか、

たまたま、かつてベビーブームがあったからとか、そのようなことはありますが、そのような過渡的な影響を

除いてロングランで見ると、これは完全に少子化が理由であるわけです。長寿化とかいうのは、もちろん一部

の理由になるのですけれども、メインの理由ではないということが分かります。
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そのことを以下少し説明させていただきますが、その前に、これはちょっと余談ですけれども、図 4は皆さ

んよくご存じの生命表生残率の曲線の変化を示しています。ここでは２つの現象が、今、起こっているわけで

す。一つは矩形化 (rectangularization)というもので、死亡率の発生年齢の分散が縮小していて、死亡が高齢

層で集中的に発生するために生残率の曲線が四角形に近づいている。それと同時に最大死亡年齢がシフトしま

して、死亡の遅延が起こるというようなことが、両方起こってきているわけです。実は死亡研究というのは、

人口学の中では、最近、著しく進歩していまして、しかもそれは生物学・医学的な研究と連動してきています。

老年学 (Gerontology)というのもありますけれども、要するに、人間の寿命がどこまで延びるのかというのは

大きな関心を持たれているわけで、生命科学のほうでも老化に関して分子レベルから研究していますので、大

変面白い分野だと思います。そこに人口学的な手法が果たす役割というのも、大きなものがあるわけです。

図 5は、わたしたちの本の中で堀内四朗さん、ニューヨーク市立大学の人口学者のかたが出されている研究

の一部ですけれども、これはスウェーデンにおける死亡の最大年齢の経年変化です。これが面白いのは、振動

しながら右肩上がりで伸びているのですけれども、最近、むしろ加速しているという点です。しかも死亡率と

いうのが、ある非常に高い年齢層で延びが頭打ちになるというのが明瞭に見えてきています。死亡率の上昇を

「老化」と考えるならば、超高齢層では、ある意味で老化は進まなくなるわけです。こういうことで、どこま

で長生きするのかというのは、今、非常にホットな研究課題になっている。しかしそれは長寿化、個体レベル

での寿命の延伸ということの研究です。

4 人口高齢化を決めるもの: 比較安定人口分析

そこで、先ほど申しました、人口の高齢化を決定するものは何なのだという問題にもどります。人口学にお

ける安定人口モデルというものは以下のような数式で表現されます：

∂p(t, a)
∂t

+
∂p(t, a)

∂a
= −µ(a)p(t, a).

p(t, 0) =
∫ ∞

0

β(a)p(t, a)da,

p(0, a) = p0(a).

この p(t, a)というのは、時刻 tで年齢 a歳の女性人口の密度です。µ(a)というのは年齢別の瞬間的死亡率で、

β(a)は女児の年齢別出生率です。p0(a)は初期データですね。安定人口モデルは単性モデルで、男女別に考え

ますが、出産関係の人口統計は女性をベースに考えますので、ここでは女性人口で考えます。これが一番単純

な年齢構造のある人口のモデルです。このようなことをやりますと、十分時間がたつと単位時間当たりの出生

数というのは、指数関数的に成長して、その成長率 λ0 を「自然成長率」とか「内的成長率」と申しますが、そ

れは生残率関数 `(a) = exp(−
∫ a

0
µ(x)dx)と出生率の以下のような特性方程式から決まる実数として計算でき

るわけです。 ∫ ∞

0

e−λ0aβ(a)`(a)da = 1

さらに、その漸近的な成長率 λ0 というのは、基本再生産数 R0（純再生産率）という指標に関係づけること

ができます。R0 は生命表生残率と年齢別女児出生率の積和、つまり R0 =
∫ ∞
0

β(a)`(a)daですが、これは女

性が一生に、死亡率の効果も入っていますから、正味で産むと期待される女児数です。女性が女性を産むとい

うプロセスを考えて、１人の女性が平均で何人の女の子を再生産するかという数字です。これが、もちろん１

より大きいというのが最終的な漸近的成長率が正になる必要十分条件です。１人より小さければ、内的成長率

はマイナスということになります。しかもこのとき、年齢分布は長期的には、ある初期データに無関係な安定
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年齢分布 (stable age distribution)に収束するということが証明できます。これはちょうど皆さんが確率統計

でやられるモデルでいえば、例えば定常的なマルコフ過程で、確率分布が定常分布に収束するというようなこ

ととちょうど似たような現象です。そのときに最終的な人口サイズというのは、上記の特性方程式で決まる成

長率で、指数関数的に成長する。これが人口学の基本定理です。出生率とか死亡率の指標化が持つ意味を考え

ていく際に、この基本定理をいつも頭の中に置いて、その解釈をしていく必要があるわけです。そこが、いわ

ゆる一般のほかの社会統計とは違うところだと思うのです。静態的なクロス表などとは違って、背後にそのよ

うな Population Dynamicsがあるということを頭に入れて解釈しないといけない。

その安定人口構造というのはどのようなものかということなのですが、図 6左は、戦前の 1930年の日本の

人口ピラミッドで、このギザギザのところは実際の人口のパーセント表示で、構成比率なのですが、こちらの

点線のところは当時の出生率・死亡率から計算された安定年齢分布です。図 6右は 2000年の同様な分布です。

これを見ると分かるように、戦前の人口構造というのは、実は安定年齢構造になってしまっているわけです。

安定人口というのは、一度そこに到達しますと、ずっとその形を変えずに再生産しているわけで、これは何を

意味しているかと申しますと、戦前は、かなり長期間出生力が安定していて、死亡率は穏やかに改善されると

いう、そのような状況にあったわけです。そのような人口は「準安定人口」と申しますが、その場合には、安

定人口構造は非常に頑健な構造であって、ほとんど安定人口構造だけで実際の人口構造が再現できてしまう。

成長している人口の年齢構造が典型的なピラミッド状をしている理由というのは、それが安定人口だというこ

となのです。安定年齢分布というのは生残率関数に指数関数を掛けた形をしておりますので、内的成長率 λ0

が正であれば、２つの単調減少関数を掛け算して得られているので、それがちょうど右肩下がりの曲線になり

ます。それを縦に立てて書くと年齢別人口のピラミッド状のグラフになるわけです。

ところが、2000年では現実の人口構造と安定人口構造とは非常に違います。これは、出生力が急速に、今

まだ変化している最中なので、安定年齢分布だけでは全然再現できないです。ですけれども、これが意味して

いることは、2000年の出生力とか死亡率というものがそのまま持続しますと、その行き着く先はこのような

人口構造だということを意味しているわけです。つまり安定人口を計算するということは、出生率、死亡率を

将来に渡って固定して用いた最も単純な将来人口推計 (population projection)をおこなったことに他なりま

せん。ですから、2000年の人口動態率の帰結は、70歳代後半ぐらいにピークがあるような非常に高齢化した

人口に行き着くぞ、ということです。表１は、日本人口の TFRと基本再生産数の各年のデータですが、もう

1970年代半ばから、当時まだ日本の人口は成長を続けているわけですけれども、すでに自然成長率はマイナ

スになっていて、このとき R0 が１より下回っておりまして、少子化が始まったころです。30年以上にわたっ

て、ずっと１を下回る、TFRでいくと 2.1前後を下回る、そのような状況が続いているわけです。

結局どのようなことになるかといいますと、実は人口が減少するということは歴史的には幾らでもあったわ

けですけれども、これまでは大部分が死亡率の上昇によって起きていたわけです。戦争とか疫病の流行とか飢

きんなどがありますと、かつては死亡率が上昇したわけですけれども、このような場合には必ずしも高齢化が

伴うとは、もちろん限らないわけです。高齢層の死亡率が上昇すれば、人口構造としては若返るかもしれな

い。しかも、出生力が維持されていれば、そういう危機の時代が過ぎますと、年齢構造は安定年齢分布へ復帰

したわけです。

ですけれども少子化ということによって、自然成長率あるいは内的成長率がマイナスになりまして人口減少

が起きるという場合には、先ほどの安定人口分布を見れば一目瞭然なように、大変な高齢化を必然的に伴うわ

けです。高齢化に関しては出生率低下は、死亡率の低下よりも遙かに大きな影響を及ぼすというこの比較安定

人口分析の結果は 1950年代ぐらいにすでに指摘されていたことで、随分昔から人口学者の間では常識化して

いるものです。１％のプラス成長と１％のマイナス成長では、倍も高齢化率は変わってしまいます。長期的な
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年齢構造を決めているものは、内的成長率だということが、まず押さえられてほしいと思っています。

ちょっとした練習問題ですけど、例えば年金の話などは皆さんご専門で、よくご存じだと思うのですが、「賦

課方式の年金というのが損か得か」という話がよくあります。あのようなものも安定人口で計算いたしますと

非常に明瞭でありまして、インフレ要因とか、そのような不確定な要素は全部なしで考えますと、人口が定常

状態だったら賦課方式の年金は、現役時代に自分が払っただけの額が年金として支給されるという意味で収支

トントンなのですけども、減少する人口では戻り率は１を下回るということは、すぐに分かるわけです。積立

方式と比較しますと、内的人口成長率が利子率よりも低ければ、積み立て方式のほうが賦課方式よりも個人に

とっては、同じリターンに対してより負担が少ないという意味で、有利であることがわかります。利子率は非

負ですから人口減少社会では積み立て方式が有利です。

5 人口モメンタム・臨界出生率・人口置き換え水準

さて、この少子化が進行してしばらくいたしますと人口減少は不可避になってきます。人口学者が最近よく

使う「人口モメンタム」という指標があるのですけれども、これは、その時点での出生率がちょうど定常人口

を実現するような水準、すなわち内的成長率がゼロになるような臨界水準になったと仮定した場合に、終局的

に出現する定常人口と初期人口の比という、ちょっと聞いただけでは分かりにくい指標なのですが、簡単に言

いますと、例えば、今、非常に少子化しておりますから R0 < 1 なんですけれども、それが何らかの政策で

R0 = 1になるまで出生率を押し上げた。そのときには、最終的には人口が増えも減りもしない定常状態が実

現するわけですけれども、そのときの人口サイズというのが現状の人口に対して、どれだけの大きさをもって

いるかということを示しているのが人口モメンタムです。それを日本人口について見ますと、実は 10年ぐら

い前から１を割り込んでいて、つまり、今すぐ、みんな２人ぐらい子供を産むようになっても、もう現状の人

口サイズは維持できないということです。ですから、人口減少というのは全く不可避だということは、人口が

まだ増加していた 10年前から分かっている。そのような指標もありまして、それが実はどんどん下がってま

いりますので、出生力を回復させるような手段というのをとっても人口サイズの回復というのは、時間がたつ

につれて難しくなってくるということが分かります。

この少子化ということですけれども、先ほどから TFRという値をよく使ってまいりましたが、これは死亡

による中断というのが、この指標の場合は入っていないのですが、１人の女性が生涯に産む平均の子供数だと

いうことで定義されています。具体的には、年齢別の出生率の総和ということになります。それに対して、人

口の置き換え水準、あるいは臨界出生率というものが定義できます。これは、母親の世代と娘世代の人口サイ

ズがちょうど等しくなる場合の TFRの値です。人口統計では、女性を中心に考えるのですけれども、それは

実際に出産をしているのは女性で、子供を女性に帰属させるのがより正確だと考えられているからです。もち

ろん男性を中心に統計を作ることもできるわけですけれども、生物学的な関連もあって女性を中心に考えてい

ます。臨界出生率はちょうど人口の単純再生産をするのに必要な TFRの水準というものですが、これは死亡

率の水準に依存しているので、歴史的に幾らでも変わりうるわけです。現在の日本では、およそ 2.08なので

すが、戦前ですと３以上の数字になる。つまり３人ぐらい子供を産まないと２人の子供が再生産年齢まで育た

ないという、そのような状況にあったわけです。

臨界出生率が 2.08と２より大きいのはなぜかと申しますと、これは死亡の効果が入っているということの

他に、出生性比の効果が入っているわけです。娘と息子は１対１で生まれてきません。５％ほど男子のほう

が多く生まれますので、平均的に申しますと、100人の母親が 100人の娘さんを産み残したいと思うと、205

人ぐらい男女込みで産まないとそうはならない。ですから、それだけで臨界水準の TFRは 2.05以上になり
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ます。それにプラスアルファとして死亡率の効果がある。それが臨界出生率で、しばしば人口置き換え水準

(replacement level)ともよばれています。

それから、先ほどの安定人口モデルで出てきました基本再生産数ですが、これは女児数だけで、しかも死亡

の効果も入れて考えた正味の再生産数です。そうすると、これは完全に臨界水準は１であって、R0 = 1とい

うのは、ちょうど女児１人を産み残す、そのような条件です。臨界出生率（人口置き換え水準）というのは、

TFRを R0 で割り算いたしますと出てまいります。ですから、R0 > 1ということと、TFRが人口置き換え

水準より大きいということが同値になっている。

6 期間的的見方とコーホート的見方、テンポ効果

図 7は、皆さんもよく何度も見られたことがあると思いますが、戦後の日本の出生数と TFRの変化です。

ここで注目していただきたいのは、1966年の「丙午（ひのえうま）」のときに TFRがドンと下がっている。

ここに、この指標のもつある種の特性が表れています。つまり、丙午の年に生まれた女性はちょっと縁遠いと

か、そのような迷信がございまして、生み控えが起こったわけです。そうすると TFRがパッと下がったわけ

です。これは何を意味しているかというと、これは期間的指標、Period Indexだということで、つまり、普通

の TFRというのは、その年に計られた年齢別の出生率を足したものにすぎないわけです。ですから、それは

皆さん、よくご存じのようにコーホートの指標とは違うわけです。そうすると、ある年に一斉に生み控えをす

ると急激に下がってしまいますけれども、それが現実のコーホートで出生数が減ったということには、必ずし

もならないわけです。ただ先送りしたというだけにすぎないわけです。

しかし、これは、その年出生する数が減れば、もちろん人口のサイズに対してある影響を与えることは、も

う間違いないわけですけれども、個人の家族形成のプロセスから見ると、それは単なる先送りであって、ファ

ミリーサイズが減少したということではないわけです。

図 8は日本人女性の年齢別出生率の変化ですが、TFRは 1970年にほぼ臨界水準にあったものが急激に減

少していって 2003年に 1.29になった。グラフは全体に縮小しながら、平均が右へずれていますが、出産年齢

が高齢化しているわけです。このように出産のタイミングが変化している場合は、期間的に観測するか、コー

ホートで見るかというのは非常に大事なポイントでありまして、ピリオドの TFRというのは、ある時刻に観

測された年齢別出生率の和で、ですから仮説的なコーホート、そのような出生率の適用を受けるコーホートと

いうのを想定して、それの持つ平均出生児数と解釈しているわけです。

ですけれども、それの問題点は、そのようなタイミング変化が起こっているときには、それに敏感に反応し

てしまうということです。これは「テンポ効果」と呼ばれて、人口学で有名ですが、例えば出産年齢の高齢化

というものが進行している場合、これは今、日本はまだそうですけれども、このような場合は個体の TFR、個

体の平均子供数というものを期間 TFRで見ていくと、過少評価してしまうことになります。若い層では、い

わば出産が先送りされているので、そのようなテンポ変化があるだけで期間 TFRが下がってきて見えるわけ

です。一方、実際に現実のコーホートの年齢別出生率の和というのを作ってやりますと、コーホートの TFR

というのが作れるわけですけれども、それは完全に観測が最後までできれば、継続する世代のサイズ比を決め

ているわけで、非常に正確なインデックスと言えるわけですけれども、いかんせん、今産みつつある世代とい

うのは、将来どう産むかというのは分からないわけです。必ずそのデータが途切れてしまうわけで、完全に産

み終えた世代にしか完全なデータがないという、そのような問題を含んでいます。

図 9は、コーホートとピリオドとの関係で、ある、例えば 1985年の時点での期間でのデータ、これは 1.76

という TFRを示していますが、それは、いろいろな世代の人がここで示している出生率を総和して、それを
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仮想的な一つのコーホートが実現したと思って計算しているだけの話です。一方、コーホート的に見たライフ

サイクルパラメーターというものは、いわば生物としての人間が生まれてから死ぬまでのある種の規則性を

持って生きている現実の過程を反映しているので、より安定していて漸進的に変化しているわけです。今の人

口学の主流的な見方というのは、やはり、そのコーホート的に見た、つまり個体のライフサイクルというもの

の集積として人口というものがある、形成されているというように見たいわけです。つまり人口というのは、

いろいろな世代の重なり合いです。多数のジェネレーションの集合体として人口を見たいと思っているわけで

す。ですから、後でお示ししますが、人口推計するときでも、要するに個体のライフサイクルというものを再

現するような形で想定を行う。その上で、その結果として、人口というのは全体として、集団がどう変化して

いるかというように計算していこうとしているわけです。

ただし、最近ではピリオドの変化をメインだと見る人たちも多くて、かなり、それはそれで有力です。その

場合、コーホート的な変化というのは、期間の変化の集積の結果だというように見方を転換することもできる

わけです。これは、社会科学の他の領域ではわりあいに有力です。例えば経済学的な考え方をする人というの

は、やはり現在の経済指標に対して同時期の出生率がどう反応するかというように見るわけです。それはそれ

で正しい側面があるわけですけれども、それを一つの個体のライフサイクルとして、もう一度組み直してコー

ホート的に見た場合に、首尾一貫した矛盾のない形になっていないとおかしいわけです。任意にピリオドイン

デックスというのは変化できるわけではなくて、われわれのライフサイクルというのは生物学的にもいろいろ

制約を受けているわけで、ある種の規則性を持っていますから、その枠内に納まっていないといけません。で

すから、任意に変数を、「ほかの外性的な変数が変わったから、こう変わるだろう」というように直ちに見て

しまうと、それは少しおかしい。その背景にあるバイオロジカルなプロセスをきちんと意識していないといけ

ないと思います。

図 10はコーホート別に見た出生率で、若い層では途中でデータが切れてしまいますが、これも明らかにど

んどん出生が全体として低下して、なおかつタイミングが高齢化しているというのが見えていると思います。

この値を累積しますと、もっとはっきりしていって、図 11のようなＳ字カーブになりますが、こうした飽和

曲線といいますか、ロジスティックカーヴのようなものは非常に安定した構造です。ですから、最近の生まれ

の若い層がまだ産みおえていなくても、途中で前の世代の曲線を追い越して伸びていくということは、ほとん

ど考えられない。ですから、こういうデータにＳ字曲線を外挿いたしますと、これから生み終える若い世代の

完結出生力がどのくらいになるのかというのが、大体予想がつきます。こうした曲線のあてはめに関しては、

非常にいい数理モデルがもうできていまして、再現性は非常にいいわけです。

図 12は、先ほどのテンポ効果を示したグラフなのですけれども、ピリオドで見た TFRと重ねてコーホー

トの TFRが書いてある。ただし、コーホートといっても、その年に 30歳になった女性集団のコーホートの

TFRということで、代表的な出産年齢にさしかかっている一つのコーホートだけとって書いてあるわけです。

もちろん、いろいろなコーホートがある年次の出生力に関係しているわけですけれども、一つの代表したコー

ホートで、コーホートの TFRが書いてあります。そうすると、かつては、むしろピリオドの TFRのほうが、

1970年代前のところでは大きかったのですが、その後、逆転しています。これは、ですからテンポが、ここ

でどんどん遅れているわけです。1970年以前は、むしろ早まった時期があるわけですが。そうすると、再生

産力の実態はコーホート TFRが示す値あたりにあるわけですけれども、ピリオドの TFRで見ると、それを

過少評価している。ところが、将来のほうは推計なのですけれども、やがて、テンポ効果が消えると考えられ

ているのです。今の推計では。どのようなことかと申しますと、本来ならばテンポというものは永遠に遅らせ

ることはできないので、ある時に、高齢出産といってもどこかで止まる。止まるとすれば、そこからコーホー

トの TFRが示す水準まで期間的 TFRの反騰が起こるわけです。そう予測していたのですけれども、それが
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実は起こらないというふうに、推計が変わっています。それはなぜかというと、要するにテンポの遅れだけで

なくて、実質的な出生力の水準が、その間に下がってしまって、反騰するということがなくなると考えられて

おります。

7 結婚と出生

日本の少子化の背景なのですけれども、これは皆さん、よくご存じか思うのですが、晩婚化というのが 1970

年代から始まりまして、やがて、それが未婚化に進んで、今、結婚する人が非常に減ってきている。それが出

生率低下の最大の要因だといっていいわけです。日本では、法律婚以外の事実婚夫婦から生まれる子供という

のは非常に少ない。これは２％未満と言われている。これは、もちろん欧州諸国とかは全然違うわけで、ＥＵ

だと、もう４分の１ぐらいは非嫡出出生でありますけれども、日本では、まだ、そのようになっていないわけ

です。ですから、日本ではあくまで婚姻、法律的な夫婦というのが出産の前提になっているわけですけれど

も、そこの前提になっている部分が非常に減衰してきているものですから、出産が減るということになってい

るわけです。

同時に夫婦当たりの出生数というのも実は減ってきております。これは、かつては結婚すれば一夫婦あたり

平均で２人は子供を産んでいたのですが、最近はそうではないです。それには二つ理由がありまして、一つは

構成的な変化で、これは要するに晩婚の夫婦が増えているわけです。後でお見せしますが、晩婚の夫婦の出生

力は下がるわけです。そのようなメカニカルな効果で下がってしまう。それからもう一つは実体的な変化があ

りまして、結婚年齢とか結婚持続期間というのを同じ条件にして比べても、実は昔よりは出生数が少ないと出

てきております。

順番に統計を見ていきたいのですが、図 13は、まず結婚年齢の上昇ということです。これは、初婚の夫と

妻の結婚年齢がどんどん上昇している部分です。これは、実は日本のように結婚してから子供を産むのだとい

うことになりますと、平均世代間隔というものを伸ばしていることになります。そうすると、それ自体が人口

減少要因になる。つまり人口というのは、世代の重なり合いですから、平均世代間隔が短いと世代が密に詰

まっているわけで、長ければ疎になるわけです。ですから、例えば晩婚の家系、30を過ぎて子供を産むとい

うような家系が続くと、恐らく３世代同居だって難しいわけですけれども、20歳ぐらいで子供を産む家系で

あったら４世代が同居できるわけです。ですから、そのようにテンポというものも人口のサイズに影響を与え

るわけです。そのようなことがあります。

図 14は、妻のほうの初婚年齢別に平均的な累積出生児数を 35歳時点と 40歳時点でみたものです。ほとん

ど 40歳で産み納めといっていいと思うので、最終的な家族規模に近い値ですね。これは明らかに右肩下がり

で、初婚年齢が増大すると出生力が低下する。これは結婚してからの出生力ということで、「結婚出生力」と

言っていますが、そのようなことが明確に見て取れます。

それから、では結婚するのかしないのか、結婚自体が減っているということですが、図 15は未婚化が進ん

でいるというグラフです。これはストックの増加、要するに未婚者の割合です。これがウナギ登りでありまし

て、国勢調査をやるたびにどんどん増えているわけですけれども、例えば 2005年の調査では、男性でも 30代

前半で 47％が未婚、女性でも３割ぐらいは未婚だということになる。

それから、今度フローの方でみますと、図 16は「結婚力」と言いますが、未婚の人がどれくらいの確率で

結婚に至るかということを示したもので、社人研の岩澤さんの研究から取りましたが、実は 70年代ぐらいの、

いわゆる団塊の世代の結婚ブームのあたりから比べると、今、未婚者の結婚確率は半減しているわけです。全

年齢層で。高年齢層では若干、むしろ持ち直すようなところもありますけれども、全体で見ると半減してい
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て、若い層は非常に、もっと激しく確率が落ちている。これは女性の初婚確率です。

それから、その中身なのですけれども、よく、「昔と違って、今、お見合いの結婚をしないから」ということ

が言われます。それは確かにそうなのですけれども、では、お見合いをしないで、そのかわりみんな恋愛結婚

する能力を獲得したのかというと、そうでもない。図 17を見ますと、お見合いでの結婚確率というのは、こ

れは完全に絶滅であります。それはいいのですが、恋愛による結婚の確率も下がってしまっているわけです。

同じようなテンポで下がっているわけで、ですから見合いシステムがなくなったから、その分、恋愛をして結

婚に至るのかというと、そのようなことはなくて、見合い結婚していた部分はそのまま消えて恋愛システムで

代替されることはなく、さらにそのうえ恋愛による結婚能力・確率自体も非常に下がってしまっている。

では結婚に至らなければ、ほかのパートナーシップというのは成熟してきているのかと見ますと、実はこれ

もない。図 18はパートナーシップの変容に関する研究で、欧州諸国との比較研究ですが、これは結婚以外に

も同棲をしているとか、非常に親密な交際をしているとかということを調べているわけです。そうすると、日

本は年を経るに従って、実はトータルで、そのような相手がいる人が減ってきて、結婚しているというのはも

ちろん減っているのですが、同棲というのはほとんどなくて、非常に親密な交際というのも、相対的には少し

増えているけれども、足し合わせてみると全体として、実はどんどん減ってきているわけです。ですから、欧

州諸国では第二の人口転換が起こる過程で、パートナーシップのあり方というのは非常に変容してきたわけで

すけれども、つまり法的な結婚以外の形態がどんどん大きな比重を占めるようになってきたわけですが、日本

では、そのような代替的な男女関係のあり方というのが発達しなかったと見ていいかと思います。

それから、図 19左は先ほどの婚外出生の話です。これは、日本は婚外出生というのは２％未満で相変わら

ず少ないのですけれども、スウェーデンとかデンマークなどの北欧諸国ですと、半分ぐらいは婚外出生になっ

ているわけです。これは、もちろんパートナーがいないということではなくて事実婚状態での出産です。要す

るに法的な結婚と同棲というものが法律的に差別されない状態ですので、出産前に婚姻届けを出さないと非嫡

出出生になりますが、それを忌避するインセンティブはないわけです。日本人というのは、どうもまだ形を重

視しているわけで、それは差別があるからなのですけれども、出産を婚姻という入れ物のなかに押し込めてい

る。例えば、図 19右は面白い統計で、結婚期間が妊娠期間よりも短い出生数とかという統計があるのですけ

れども、これは嫡出出生の中で、結婚に先立ってすでに妊娠していたケースの割合です。俗に「できちゃった

結婚」とか言いますが、その割合なのですが、それは日本でも 26.7パーセントですから、４分の１ぐらいは、

実は婚姻に先立って妊娠をしているわけです。ですから、これがもし婚姻の中で出産する必要がないとなれ

ば、紙１枚出すだけの話ですから、そうすると４分の１ぐらいは、あっという間に非嫡出子出生が起こる可能

性があるわけです。ですけれども、日本は、明らかに嫡出子とそうでないのを区別しているので、結婚という

パッケージの中に出産を必ず入れようという圧力がかかっているわけです。ですから統計で見ると、このよう

な差になるわけですけれども、実態的な部分では、かなり、その順番というのは、もう崩れているといってい

いわけです。ですけれども、明らかに何らかの影響を、やはり、この抑制というものは出生率に対して影響は

していると思われます。それから結婚はしたけれども安定性はどうなのかというと、図 20を見ますと、離婚

率も非常に上昇してきているわけです。

ですから、かつて高度成長の後に豊かな社会が、ある程度実現したと思うのですが、そのような中で伝統的

な結婚というものの地位とか魅力というものは低下して、それから高学歴化が進みまして、ある種の先送り状

況が始まるということだったと思うのですが、しかし、それに代わるパートナーシップのあり方というものは

出てこなかった。出てこないうちに、今は、むしろ晩婚で先送りしていたものが、結局は結婚機会を喪失する

という未婚化に至っている。そのような状況であると思います。
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8 少子化と男女共同参画

さらに過去 10数年にわたって、経済的な環境の変化・悪化がありました。明らかに収入というものと結婚

確率というものは連動しておりまして、最近、労働者の３分の１ぐらいが非正規職員だというような統計があ

りますが、そのような、収入の先行きが見込めないとかとなりますと、それは明らかに結婚の確率を下げるで

しょうし、出生意欲にも影響を与えるでしょう。それから、よくご存じのように、子供を持つコストというの

が非常に高い。それは直接的なコストが高いというだけではなくて、女性にとってみれば、高学歴な労働力化

というものが 80年代から非常に進みまして、そうしますと機会費用というのは非常に大きいものになるわけ

です。そのような状況であります。

そのようなことが起こっても欧州諸国などを見ますと、同じように臨界以下の出生力のレベルでも、比較的

高いところと非常に低い層に分かれて、例えば地中海沿岸諸国などは日本と同じで、非常に低い出生力です。

それに対して北欧は、割合に高いわけです。それから韓国、台湾や東アジアの新興経済諸国等は非常に日本と

似ておりまして、1.5よりさらに低い出生力しかない。極低出生力国 (lowest low fertility country)と言われ

ていますが、そのような状況にあります。よく言われますように、伝統的に大家族主義といいますか、家族シ

ステムへの期待と負荷が高かった地域ほど、若い世代のそうしたシステムからの退出現象によって、出生力は

下がってしまっているわけです。

一つ論点として、女性の労働力化と出生力の関係というので、最近話題になったことをコメントしておきた

いのですが。図 21は、女性の労働力率というものを横軸にして、縦軸にＯＥＣＤ諸国の TFRをプロットし

たものです。すると 1970年代までは右肩下がりだった、つまり、労働力化が進むと出生力が下がるというマ

イナスの相関関係です。相関図を因果関係で解釈してはよくないというのは分かった上で言うのですけれど

も、あえて言えば、そのような関係に見えるわけです。ところが 80年代半ばになると、フラットな関係で、ほ

とんどそのような関係はなくなって見えるのですが、さらに 2000年になりますと正相関になってきて、労働

力率が高いほうが出生力が高いという関係に見えてきます。この最後の正相関の図は政府関係でもよく利用さ

れたと思うのですが、つまり、女性の労働力化を男女共同参画の進展と見なすのであれば、男女共同参画を進

めるということが少子化対策として意義があるのだという、そのような主張の根拠になったグラフなのです。

そのような主張が、ある人々にとって便利なものであったにしても、学問的な根拠はないことは、後に赤川

さん（東大文学部准教授）が明らかにしたとおりです。ただし、単年度でみると赤川さんの批判のとおりなん

ですけども、ここでは、相関関係が時代によって変わってくるというところが面白いところです。つまり、女

子労働力率と TFRの間に直接的な因果連関を認めることはできないにしても、何らかの政策的な第三項とい

いますか、隠れた環境的な変容がここにあって、それによって、この相関関係が変わってきてしまった。その

なかで日本は労働力化は進んだけれども、出生率がずるずるっと下がってきてしまう。そのようなことになっ

ているわけです。

それで、そう思って配偶関係と年齢階級別労働力率といいますか、女性の労働力の話を見てみると、図 22

にありますように、実は多少若い層で労働力化というのは進展しているのですけれども、やはりというか、あ

いかわらずというか、有配偶と無配偶では全然違っていて、半分ぐらいの女性は、今でも子供が生まれると職

場を離脱するということになっているわけです。その構造自体は、ここ 10年、20年、やはり変わっていない

わけです。そのような意味では全然、欧州諸国の状況とは、やはり、この 20年ぐらいの間に大きく差をつけ

られてしまったと思います。ですから欧州諸国では、80年代半ば以降に女性の社会進出というのが非常に進

むわけです。このときに仕事と子育ての両立という環境が整備されてきて、そのおかげで、ある種の正相関に
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見えるまでになったと言えると思うのです。ただし、それでも出生率は臨界水準より低いレベルでの話なの

で、拡大再生産をするほどには子供が生まれていないのですけれども、少なくとも、日本や地中海沿岸諸国よ

りは、北欧諸国とか、子供の子育てというものと仕事というものが、ある程度両立するようになってきたと思

われるのです。一方、日本というのは、それがうまくいかなかった。明らかにうまくいってないわけで、労働

力化というのは進んだのですけれども、出生率はずるずると落ちてしまった。両者の間のトレードオフが残っ

ているわけです。ここに何か非常におかしなことがあって、つまり、そのような人口再生産と両立可能な仕事

のあり方というものが実現できないままに、高学歴労働力化というものが進んできて、なおかつ、伝統的な専

業主婦家庭のような再生産システムへの保護の削減というものまで進んできているわけです。

どうも男女共同参画社会の一つのモデルというものは、共働き子育て家庭をターゲットとして、そこで両立

支援ということを言ってきているようですが、現実にはこれまた非常に結婚にとってはプレッシャーでありま

して、だいたい子育ての時間と資金を十分にえられる正規職共働き夫婦というのは、いまやそう簡単になれる

わけではありませんから、そういう雇用形態が十分普遍的に可能であることを前提にした議論も、いまのとこ

ろ絵に描いた餅のようなものに思えます。しかもこの出生力低下の中身を考えますと、６割ぐらいは、先ほど

言ったように未婚化でありまして、４割が夫婦出生力の低下です。およそですが、７対３だと言う人もありま

すが、大体それぐらいの寄与率になっているのです。それで、その中でさらに子育てに関して、仕事と両立さ

せて就業継続できている夫婦というのは、恐らくその半分ぐらいですから、男女共同参画で両立支援といって

も、恐らく少子化要因の２割程度ぐらいの部分にしか、大ざっぱな計算で言えば寄与しないのではないかと、

私は思います。こういう状況では、赤川さんも指摘するように、少子化対策という名のもとで、共働き子育て

夫婦という特定のライフコースだけに政府が肩入れするのも、いささか欺瞞的という気はします。少子化対策

という意味からすれば、両立支援もいいのですけれども、それ以外の生き方に対しても、これは、やはり不利

益なく選択できて、安心して子育てできる環境を全体として作らないと、少子化の反転というのは難しいと思

います。

9 日本人口の将来像

だいぶ時間を食ってしまって恐縮なのですが、日本の人口について、これまで言ったことをまとめますと、

これは要するに「婚姻による人口再生産システム」ということでありまして、これを将来の予測に使う場合は、

コーホートごとに、どのようなライフサイクルで子供を産んでいくかということを想定していく必要があるわ

けです。そのときに、コーホートの TFRというのは大ざっぱに言うと、どれくらいの女性が結婚をして、結

婚してからどれくらい子供を産むのか、それから、その中の行動変化がどれぐらいあるのか、そのような要因

の掛け算として決まってきます。最近の社人研の中位推計の仮定というのは、1990年生まれの女性というの

を一つの参照コーホートにしているのですけれども、そこでは生涯の未婚割合が 23.5パーセントで、結婚し

た夫婦が平均で 1.72人の子供を産む。それから行動変容部分が 0.925という、少し調整係数がかかって、女

性 1人あたり平均で 1.2ぐらいの出生率になるというように計算しています。初婚年齢が 28歳、第１子の平

均出産年齢が 29歳で、２子以上子供を持つ人というのは、もう半分以下になってしまって、未婚と既婚を合

わせて 37％が子供なしに終わると推計している。さらに死亡率の仮定もあるのですが、死亡は、さらに寿命

は伸びると仮定しているので、この世代が高齢になるころには、90歳を超える平均寿命になっているだろう

と想定しているわけです。

このような、それぞれのジェネレーションのライフサイクルの結果として全体の人口のピラミッドができ上

がる。成長率と人口構造ができるわけです。図 23は、社人研の将来人口推計をイラストにしたもので、数年
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前に経済同友会が出したリポートから取ったのですが、21 世紀半ばに老年人口割合が 40 パーセント以上に

なって、そのとき恐らく毎年の人口減少率は１％を超えているわけで、1.数パーセントで減少しながら、この

ような非常に高齢化した形で人口が縮小していくという、そのような縮小再生産軌道に乗ってしまった状況を

表しております。最初に述べましたように、少子高齢化というのは、もちろん全世界的に起こっていること

で、特に欧州諸国でも深刻ですけれども、「みんなでわたれば怖くない」というようには、まったく安心でき

ないというところがあって、それは、日本のこの高齢化の割合というのは、やはり非常に突出した状況だとい

うことは、見ておいたほうがいいと思うのです。

図 24 は、社人研の研究資料の中から取りましたが、日本とドイツの将来の人口構造の比較です。これは、

二つの典型的な超少子化国の人口構造です。ところが次の図 25は、これはスウェーデンやフランスやアメリ

カの将来の人口構造です。アメリカは移民が非常にまだありますし、民族的な人口構成も複雑ですので、少し

事情が違うのですけれども。いずれにしても、これを見ますと、実は将来の北西ヨーロッパ諸国の高齢化は、

もちろん今よりは深刻になるのですが、まだ生残率関数の形を残しているといいますか、ちゃんと釣り鐘型の

形をまだ残しているわけです。ところが、そのような意味で言えば、日本は非常に特殊でありまして、完全に

逆ピラミッド状です。日本だけとは言いませんが、恐らく台湾や韓国はこうなると思うのですが、40％とい

う高齢化率というのは、ほとんど限界集落に近いです。今、地域でほとんど自分たちの村落の持続ができない

というような限界集落という概念がありますが、50％ぐらいの高齢化になりますと、インフラの維持ができ

ないわけですけれども、日本全体がそれに近いような状況になるわけですので、これは非常に、私はシリアス

な状況ではないかと思っています。

実は、その後、図 26-27のように、厚生労働省の研究会が、国民の希望する TFR、要するに期待子供数など

が実現したら幾らになるかとか、「捕らぬ狸の皮算用」のような計算をしているのですけれども。そうします

と多少改善するのですけれども、それでも 35パーセントですから、５ポイントぐらいしか高齢化の割合は改

善されないということになる。そのような高齢化のもとでの、人口減少に伴って起こるであろう社会経済的な

問題に関しては、これまでもいろいろ指摘されております。そうした経済的な問題に関しましては、素人のわ

たしが言うようなことではないのですけれども、一つ申し上げたいのは、人口減少社会というのはウェルカム

なのか？、ということです。人口減少ウェルカム論、あるいがウェルカムとまでいかなくても、「恐れるに足

らず」論というのは、実際、過去何年間か「専門家」といわれる人々によって語られてきたわけです。うまく、

例えば生産性を上げればいいとか、あるいは、ゆとりのある生活が実現できるとか、いろいろなことが言われ

てきたわけですけれども、この高齢化の速度とか程度というのは非常に深刻なものがあって、わたしはウェル

カムとは到底言えないのではないかと、個人的には感じています。

例えば生産性というものでも、わたしは経済学は知りませんが、そのようなものが demographic structure

に対して、本当に中立的であるかのように考えていけるのかということが、素人として大変不思議です。それ

というのも、人間というのは、老・壮・青という人口学的なバランスのなかに、その関係性の中に生きている

からです。それからマクロの問題だけではなくて、個体のレベルで非常に深刻なのではないか。つまり、今の

少子化というのは、要するに、はっきり言えば親族資源が非常に急速に枯渇しているわけです。配偶者がいな

い、子供がいない、兄弟姉妹がいない。兄弟がいないということは、従兄弟とかもいないとか、おじさん・おば

さんもいないとか、そのような意味で、周囲で家族・親族というもの、頼りになる人が急激に減少するわけで

す。家族形成というのは生物的なレベルに根を持った、非常に基本的な願望なわけです。それが満たされない

社会というのは、本当にそのようなものが維持できるのか、それで満足できるのかということです。仮にその

経済的なものがどうにか回るにしても、それは、人間的に非常に満たされない社会ではないかなと思います。

これは、何かパート１だけでお話が終わってしまったようで恐縮なのですが、このような結婚というものに
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よって再生産するという日本の人口のシステムですが、これが、やはり今、機能を失ってきているのだと見ら

れると思います。この状況が変わらないと、高齢化と人口減少という趨勢を反転させることはできない。もち

ろん、先ほど言いましたように Population Dynamicsによって、人口減少というのは当面不可避なので、こ

れに対応するように考えていこうと、今、よく論じられます。それは全くそのとおりなのですけれども、一方

で人口減少社会というものが長期的に維持不可能だということも明らかですから、要するに、多少上下しても

いいのですが、R0 が１の近傍のある種のボックス圏の中に長期的に入っているならいいのですけれども、そ

こを離れてずうっと低下してきているということは、そのままでは到底ほっておいていい問題では、やはりな

いと思います。

ですから何らかの人口定常化の努力というのは必要なことですし、対応が遅れれば回復というのはより困難

になります。それは非常に明瞭なことだと思います。そのためにどうするのかというのは、もちろん、わたし

の能力を超えるような話なのですけれども、今までの考え方からすれば、やはり家族形成に至るいろいろなラ

イフコースというものを、これはタイミングも含めて、不利益なく選択ができていくということが必要なので

はないかと、私は思います。

10 感染症の問題

もうほとんど時間を使ってしまいまして、第２部にちょっといけそうもないのですけれども。第２部の話

は、少しだけいたします。感染症の数理モデルということを、実はもう一つお話しするはずだったのですが、

これも実は、起源は生命表の研究と似たようなものでして、18世紀にダニエル・ベルヌーイが、「天然痘死亡

率の寿命への影響に関する研究」というものをやっているのです。ある種の感染症が死亡率、寿命に対しどう

影響するか、この辺から研究が始まっています。これも、『感染症の数理モデル』という本を編集しまして、今

年出しましたので、詳しいことはこちらを見ていただければと思います。

それで、幾つかコメントだけさせていただきたいと思うのですが、感染症というのは、いまだに現代の社会

での最大のリスク要因です。ご存じのように、1918 年のパンデミックインフルエンザ、これは世界で 4,000

万以上の死者が出ました。今はやっておりますエイズ、HIV/AIDSの感染者は 3,320万、毎年 250万の感染

者が出て、死者が 210万ということです。それから、われわれ熱帯地域に住んでいない人間は得てして忘れが

ちなのですが、マラリアです。これは、実は最大の死亡要因の一つで、150万から 270万の死者が毎年出てい

る。３億から５億の感染者がいる。ただし、９割がアフリカ熱帯地方です。

感染症をめぐる考え方も、ここ 10年ぐらいですっかり変わりまして、エイズが出る前までというのは、天

然痘の撲滅が 1980年にありましたように、感染症は主要なものは、順次制圧できるというように楽観的に考

えていたわけです。それは、ちょうどいろいろな国が、近代化論が華やかだったころで、すべて、やがては克

服できると思っていたのですが、その後、エイズが出てきまして、それからＳＡＲＳとかＢＳＥとか、あるい

は鳥インフルエンザとか新しい感染症、それがどんどん出てきてしまったわけです。しかも、それまでの伝統

的な結核とかマラリアとか性的な感染症とかというのも、再興感染症と申しまして、また増え出すというよう

なことがありまして、今また感染症は、やはり全然撲滅から程遠い。むしろ非常に大きな問題になってきてい

る。アメリカなどでも、バイオテロに対する脅威がシリアスに受け取られるようになりまして、例の国土安全

保障局 (Department of Homeland Security)という部局を作りましたが、そのようなところが、最近では費

用を出しまして新しい研究機関を立ち上げたりして、非常に精力的に研究をしております。

ところが、これも残念ながら、実は、日本は研究体制が非常に不備でありまして、こう言っては何ですけれ

ども、恐らく感染症疫学は非常に日本は遅れていると思います。数理モデルに関してはほとんど、もう比較に
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ならないぐらい遅れていると思います。これは実験とか何かがなかなかできにくい分野ですから、やはり数理

モデルによって政策を評価するとか、シミュレーションを行うとかということは必須なのですけれども、その

ようなことができる研究者の養成というのは、非常になされていないというのが実情かと思います。

ちょっと時間も押してまいりましたので、詳しい話は省略させていただきますが、先ほど言ったPopulation

Dynamicsの原理は、感染症のモデルでも非常に有効でありまして、例えばエイズの問題などのときには、安

定人口モデルというのは、エイズ流行の初期の感染者の人口動態を記述するのに適切な構造を持っておりまし

た。そのような研究もあるのですけれども、それもちょっと省略させていただきまして、結論まで飛びたいと

思います。

感染症のモデルの基本的な概念も、数理モデルを抜きにしては考えられなくて、しかも感染者動態は、要す

るに非線形の Population Dynamicsに従っているわけです。これは、先ほどの人口の問題で「いろいろなイ

ンデックスを Population Dynamicsを背景にして理解しないといけない」と言ったことと全く同じことが、

ここでも言えるわけです。要するに感染者という特殊な集団が、どのようなダイナミックスに従っているかと

いうことが、ここでは問題になってくる。ただ、人口問題とは逆に、ここでは感染人口をいかに撲滅するか、

減らすかと、そのようなところに問題関心があるわけですけれども。ですから、逆に感染人口の基本再生産数

R0、これは出生率ではなくて、一人の感染者が生み出す二次感染者数ですけど、これをいかに小さくするかと

いうように考えていくわけです。そのような意味で、やはり実際的な防疫体制というものと同時に、このよう

な数理モデルによって考えていく、そのようなことができるような研究教育体制というのを非常に抜本的に強

化しないと、大変危ういという状況にあるかと思います。

11 おわりに

最後のコメントなのですが、これは今までもお話ししたのですが、人口問題というのは、ややもすると、身

近ではない、非常に長期的でマクロな集団の問題として語られやすいのですけれども、しかしやはり個々の

人々の生き方とか希望とか、あるいは生物学的な側面にまで至る存在のあり方というものの集積として、人口

というマクロなものが表れているということです。

個と集団の関係で考えますと、人口が持続する、滅亡しないで生きていく、集団が存続するというのは、や

はり何らかのある種の枠組みを、ジェンダールールや社会のあり方、ライフサイクル構造のあり方というもの

に、ある種の枠をはめているわけです。人間の生き方というのは、個人としてはもちろん自由ですし、どのよ

うなライフコースをたどろうともいいわけですが、しかし、集団として持続しようと思うならば、そこには何

らかの守らねばならないようなある種のルールというものが、やはりあるのだろうなと思います。人口学的に

いいますと、社会が持続可能であるためには、基本再生産数というものが、臨界水準の周辺に長期的に引き寄

せられているといいますか、そのようなことを持続できるような社会組織、ライフサイクルのあり方というも

のを維持していかないといけないわけです。

ですから、たとえば社会政策との関連で考えますと、全く任意のライフコースに同じように、それをサポー

トするということは社会としては多分できない。つまり存続する社会というものにとっては、社会政策は、完

全にライフコースに中立的ではなくて、存続可能性を高めるものに資源を配分していく、次世代育成をサポー

トしていく、集団が維持できるように何らかの配慮をしていくということは必要であって、もし、そのような

ものがなければ、それは淘汰される集団だと思います。そうした道を合意の上で選ぶ可能性もありますが、そ

うなれば、より高い人口再生産力を持った集団が取って代わるだけの話です。

これまでは、非常に長い進化の過程で淘汰に耐えてきた伝統的な規範や行動が、人口の維持を可能にしてき
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たわけですが、「個の自己実現」が至上の価値とされるような近代社会においては、もはやそうした伝統に頼

ることはできないわけで、今のシステムがうまくいかないのであれば、何か別の持続可能な生き方というもの

をしっかり探っていく必要があるのではないかなと思います。少し長くなりましたが、これで終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。

【司会】稲葉先生、大変貴重なお話、ありがとうございました。せっかくの機会ですので、ご質問等をお受

けしたいのですが、残念ながらあまり時間がございません。以上をもちまして、稲葉先生のご講演を終了させ

ていただきたいと思います。

最後に盛大な拍手をもって稲葉先生をお送りしたいと思います。
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