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本日の講演について

本日の講演について

「人口動態を巡る動向 ー死亡動向を中心としてー」
話者： 石井　太（慶應義塾大学経済学部)

研究分野：人口学（死亡分析・数理人口学）、特に将来人口推計や死亡モデルを中心に研究
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人口学における人口動態 人口学

人口学 (Demography)

人口学 (Demography) とは、その名の通り人口を研究する科学であるが、研究形態としては、
形式人口学あるいは方法論とも呼ばれる、数学・統計学的観点からの定量分析をコアとしつつ、
社会学・経済学・生物学・医学等様々な学問領域を背景とした、学際的な研究が行われる学問で
ある。
形式人口学・方法論 (Formal Demography, Methods)

人口変数及び変数間の相互依存関係の分析を中心
実体人口学・人口理論 (Substantial Demography, Theory)

人口変数と外部との関係の分析を中心
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人口学における人口動態 人口学
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人口学における人口動態 人口動態

人口を表す統計（人口統計）

人口に関する統計: 静態と動態
静態とは、ある一時点における人口の規模・構造等を示すもの。
人口の構造とは、人口を構成している個人の諸属性によって人口を部分人口に分け、部分人口と
全人口の関係や部分人口どうしの関係を捉えるもの。
最も基本的な人口構造は性と年齢であるが、この他にも配偶関係、教育水準、労働力状態、居住
地なども人口構造を示す。
「人口減少」「人口増加」は人口の規模、「高齢化」は人口の構造の変動に関する問題。
動態とは、一定期間における人口の変化を示すもの。人口を変動させる要因である出生・死亡・
移動は人口動態であるが、この他にも配偶関係の変化を表す婚姻・離婚も動態の例である。
「少子化」は動態である出生水準の問題（出生率が人口置換水準を下回って継続的に推移）。
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人口学における人口動態 人口動態

人口学的方程式

人口学的方程式 (The Balancing Equation) とは、人口が出生・死亡・移動（移入及び移出）に
よって変動することを示す基本的な方程式であり、2 時点の人口静態とその間における人口動
態を結びつける関係式である。

N(t1) = N(t0) + B[t0, t1] − D[t0, t1] + IM [t0, t1] − OM [t0, t1]

ここで、
N(t0)

: 当該人口において、時刻 t0 に生存している人間の数
N(t1)

: 当該人口において、時刻 t1 に生存している人間の数
B[t0, t1]

: 当該人口において、時刻 t0 と時刻 t1 の間に出生した数
D[t0, t1]

: 当該人口において、時刻 t0 と時刻 t1 の間に死亡した数
IM [t0, t1]

: 当該人口において、時刻 t0 と時刻 t1 の間に移入した数
OM [t0, t1]

: 当該人口において、時刻 t0 と時刻 t1 の間に移出した数
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日本人口の推移と見通し 長期的な日本の人口の推移

長期的な日本の人口の推移

わが国の人口は、長期的にみると、これまで概ね一貫した増加傾向にあった。
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資料：1920年より前:鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」, 1920～2015:総務省「国勢調査」, 2016年以降「日本の将来推計人口（平成 29年推計）」出生３仮定・死亡中位仮定。一定の地域を含まないことがある。
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日本人口の推移と見通し 長期的な日本の人口の推移

長期的な日本の人口の推移

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計)」による日本人口の将来
像は、これまでの推移とは大きく異なっている。
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資料：1920年より前:鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」, 1920～2015:総務省「国勢調査」, 2016年以降「日本の将来推計人口（平成 29年推計）」出生３仮定・死亡中位仮定。一定の地域を含まないことがある。
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日本人口の推移と見通し 日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた

総人口の推移と見通し

1920 年に 5,596 万人であった人口は、2015 年に 1 億 2,709 万人に到達
平成 29 年推計によれば、将来は一転し、2065 年には 8,808 万人、2115 年 (長期参考推計) に
は 5,056 万人まで減少
21 世紀はわが国がこれまで歴史上経験したことのない人口減少社会に
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日本人口の推移と見通し 日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた

年齢 3 区分別人口の推移と見通し

もう一つの変化　 →　人口の年齢構成の変化
既に年少人口・生産年齢人口は減少過程に入っており、今後も引き続き減少が見込まれる
一方、老年人口は、今後 2042 年にピークを迎えるまで増加し、以降は減少過程に入る
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日本人口の推移と見通し 日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた

65 歳以上人口割合（老年人口割合）の推移と見通し

年齢構造の変化を受け、今後、老年人口割合は上昇
老年人口割合は、2015 年に 26.6%であるが、2065 年には 38.4%とほぼ 4 割の水準に
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日本人口の推移と見通し 日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた

わが国の人口ピラミッド（1965年）

人口ピラミッド 1965年
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65-    6.3%
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日本人口の推移と見通し 日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた

わが国の人口ピラミッド（2015年）

人口ピラミッド 2015年
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日本人口の推移と見通し 日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた

わが国の人口ピラミッド（2065年）

人口ピラミッド 2065年（出生中位・死亡中位）

150 100 50 00 50 100 150

男性 女性

人口（万人） 人口（万人）

 0-14  10.2%

15-64  51.4%

65-    38.4%
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日本人口の推移と見通し 2020 年国勢調査を基準人口とした将来人口推計

第 20 回社会保障審議会人口部会

2020 年国勢調査に基づく、新しい日本の将来推計人口を審議するための人口部会が、2021 年 6

月 25 日 (金)、第 20 回社会保障審議会人口部会として開催された。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19489.html

部会では、新型コロナ感染症の拡大に伴って、2020 年国民生活基礎調査が中止となり、同時に
実施される予定であった「出生動向基本調査」の実施が 1 年延期されたことを踏まえ、次期将来
推計人口の作業も概ね 1 年遅れとなることとが報告された。

次期将来推計人口にむけた議論の進め方について（案）

2020年 2021年 2022年 2023年

これまでと同様
のスケジュール

今回の
スケジュール

出生動向
基本調査

公表（秋頃）実施（６月）

人口部会
公表（春頃まで）開始（夏頃）

公表（秋頃）実施（６月）

公表再開（夏頃）開催（本日）

出生動向
基本調査

人口部会

第20回社会保障審議会人口部会
資料２

令和3年6月25日

○ 令和２年に実施された国勢調査（５年に１度）の人口等基本集計結果が本年１１月に公表さ
れる予定である。これを踏まえ、国立社会保障・人口問題研究所が行う次期将来推計人口の
考え方や推計前提について検証・検討を行うことを目的として人口部会を開催する。

○ これまでと同様のスケジュールによれば、本年夏頃から議論を開始し、来年の春頃までには
推計結果を取りまとめることとなるが、今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い
「2020年国民生活基礎調査」が中止となり、同時に実施される予定であった「出生動向基本調
査（※）」の実施が１年延期されている（今年６月から実施中）。 （※）将来推計人口の基礎データとして使用

○ このため、次期将来推計人口の推計作業は、早くても通常より概ね１年遅れとならざるを得な
いと考えられる。人口部会における議論もこうしたスケジュールを念頭に、出生動向基本調査
の集計状況も踏まえながら、来年夏頃より、次期将来推計人口の考え方や推計前提について
の議論を順次進めていくこととしたい。
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日本人口の推移と見通し 2020 年国勢調査を基準人口とした将来人口推計

第 21・22 回社会保障審議会人口部会

2022 年 6 月 23 日 (木) に開催された第 21 回社会保障審議会人口部会では、前回以降、令和２
年に実施された国勢調査の人口等基本集計結果など、将来推計人口に関連する諸々の統計が公表
され、本年夏頃には昨年実施された出生動向基本調査の結果についても公表される予定であるこ
とを踏まえ、人口部会における議論を再開することとされ、次期将来推計人口の推計結果につい
ては、今後、人口部会による議論を経て、令和５年に取りまとめることとされた。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26401.html

また、2022 年 10 月 31 日 (月) に開催された第 22 回社会保障審議会人口部会では、国立社会
保障・人口問題研究所より新推計の基本的考え方が示され、議論が行われた。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28741.html
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日本人口の推移と見通し 2020 年国勢調査を基準人口とした将来人口推計
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資料: 社会保障審議会人口部会「第 22 回社会保障審議会人口部会 資料 新推計の基本的考え方」
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日本人口の推移と見通し 2020 年国勢調査を基準人口とした将来人口推計
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資料: 社会保障審議会人口部会「第 22 回社会保障審議会人口部会 資料 新推計の基本的考え方」
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日本人口の推移と見通し 2020 年国勢調査を基準人口とした将来人口推計
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資料: 社会保障審議会人口部会「第 22 回社会保障審議会人口部会 資料 新推計の基本的考え方」
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日本人口の推移と見通し 条件付推計と年金財政

出生・移動のレベルと老年従属人口指数

積立水準として賦課方式に近い公的年金の財政に人口の年齢構成が与える影響は、被保険者数に
対する受給者数の比に近い、老年従属人口指数（２０～６４歳人口に対する６５歳以上人口の割
合）で見ることが可能。
出生率のレベル、外国人の国際人口移動のレベルの変化が老年従属人口指数に与える影響は、
「日本の将来推計人口」で提供されている「条件付推計」から観察できる。「条件付推計」は、任
意の仮定を置くことにより、その人口動態ならびに人口構造への帰結を観察・分析するための仮
想的人口シミュレーションである。なお、その利用に際しては、最新の実績データに基づいた人
口学的投影による将来推計人口とは目的が異なることに十分留意することが必要である。
条件付推計の中で、出生率が 2065 年に 1.80 まで上昇するケースの総人口は、2065 年で 1 億 45

万人、2115 年で 7,936 万人。2035 年の外国人入国超過数が 25 万人となるケースの総人口は、
2065 年で 1 億 75 万人、2115 年で 7,154 万人であり、両者の総人口は比較的近い動向を示す。
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日本人口の推移と見通し 条件付推計と年金財政

出生・移動のレベルと老年従属人口指数

外国人移動のレベルが高いケースでは老年従属人口指数は中位仮定に比べて直ちに低下を始める
が、出生レベルの高いケースでは低下までに時間を要し、2065 年時点では外国人移動のレベル
が高いケースの方が老年従属人口指数は低い。その後、外国人移動のレベルが高いケースでは老
年従属人口指数の低下はそれほど大きくないのに対し、出生レベルの高いケースでは老年従属人
口指数が低下を継続し、2115 年時点では出生レベルが高いケースの方が老年従属人口指数が低
い結果となる。
また、両者が長期的な人口の年齢構成に与える影響も異なっている。
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日本人口の推移と見通し 条件付推計と年金財政

外国人労働者受入れと公的年金財政

外国人労働者受入れに関する議論は、当面の労働力不足を補うだけの短期的視点で行われること
があるが、受け入れた外国人は将来、高齢化して年金等の受給者に回る一方で、家族呼び寄せや
出生行動等は新たな社会保障の支え手を生み出す原動力ともなる。
外国人労働者の受入れの公的年金財政への影響については、長期的な観点に立った定量的評価を
行うことが具体的な施策の議論にとって重要である (なお、より具体的な公的年金財政シミュ
レーションについては石井・是川 (2015) を参照)。
また、国際人口移動の活性化は、生産年齢人口層における海外との往来の活発化や社会保障協定
の拡充、高齢日本人の海外移住などを通じて、将来推計人口と財政検証との乖離をより大きくす
る方向に働くことにも注意が必要である (石井 2020b)。
なお、外国人の受入れについては年金だけではなく、教育や治安の問題、また、文化的側面な
ど、多様な角度からの議論も必要である。
わが国の人口と社会が将来どのような形として実現されるかは、これからの私たちの行動と選
択にかかっている。そのための基礎資料として、将来人口推計や仮想的人口シミュレーションが
有効に活用されることが望ましい。
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死亡動向

1 本日の講演について
2 人口学における人口動態

人口学
人口動態

3 日本人口の推移と見通し
長期的な日本の人口の推移
日本の将来推計人口（平成 29 年推計) による将来の人口のすがた
2020 年国勢調査を基準人口とした将来人口推計
条件付推計と年金財政

4 死亡動向
寿命の長期的動向
欧米諸国の最近の死亡動向

5 死亡率の投影
人口投影
疫学的転換
日本の死亡率の投影
トリプル R 理論と死亡率の投影

6 日本の最近の死亡動向
日本の最近の死亡動向

7 生命表のデータベース
日本版死亡データベース (JMD) とは
HMD

基準人口の改定と年齢調整死亡率
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死亡動向 寿命の長期的動向

寿命の長期的動向

寿命の伸長は人類が達成した最も偉大な達成の一つであるといえる。
特に、20 世紀における平均寿命の伸長は著しいものであった。
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死亡動向 寿命の長期的動向

わが国の平均寿命の推移

わが国においても 20 世紀の寿命伸長は大きいものであった。
わが国の平均寿命は、1955 年に男性 63.60 年, 女性 67.75 年であったが、急速に伸長し、2021

年現在、男性 81.47 年、女性 87.57 年となっている。
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死亡動向 寿命の長期的動向

平均寿命の国際比較

わが国の平均寿命は、戦後直後は先進諸国の中でも低い位置にあったが、他の先進諸国と比較し
て急速な伸長を遂げてきた。現在、国際的に見てトップレベルの平均寿命を維持しつつ、さらに
上昇を続けているという特徴を持っている。

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

60
65

70
75

80
85

平均寿命の推移(1950-2021)

年次

平
均
寿
命
(年
)

女性

男性

Canada
UK
France
Italy
Japan
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
USA

資料: Human Mortality Database, 日本版死亡データベース
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死亡動向 欧米諸国の最近の死亡動向

欧米諸国の死亡率改善速度低下に関する先行研究

欧米諸国の死亡率改善速度低下については、以下を始めとした多くの先行研究が存在し、特に英
国 (UK) と米国 (USA) に関するものが多く挙げられる (Djeundje et al. (2022) によるレ
ビューを参考とした）。
2015 年に多くの国で観察された平均寿命の低下が議論の端緒。Ho and Hendi (2018) は
2014-15 年に多くの国で平均寿命の減少、2015-16 年に回復を経験し、平均寿命の死因別要因分
解によりインフルエンザの流行による呼吸器系疾患死亡の影響が大きいことを示した。ただし、
英・米では 2015-16 年に延び悩みがあり、今後の傾向に注意が必要であることを指摘している。
一方、Hiam et al. (2017) は、英国の 2013-2015 年の平均寿命の低下を死因別要因分解し、85

歳以上の血管性痴呆 (F01)・詳細不明の痴呆 (F03) 死亡の影響が最も大きいことを示した（ただ
し、痴呆による死亡増加の解釈には注意が必要とされている）。
2010 年代以降の改善速度低下についての研究として、Grundy and Murphy (2022) は、
changing-point analysis により年齢調整死亡率改善率が多くの国で 2010 年前後に低下してお
り、変化後の改善率が英国と米国で低いことを示した。Djeundje et al. (2022) は、1965-2010

年の死亡率に複数のモデルを当てはめて 2011 年以降を推計し、多くの国で死亡率改善速度がそ
れ以前よりも低下していることを示した。
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死亡動向 欧米諸国の最近の死亡動向

65 歳平均余命の国際比較

平均寿命と同じ国について 65 歳平均余命の国際比較を示したものが以下である。

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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14
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20
22

24

65歳平均余命の推移(1950-2021)

年次

平
均
寿
命
(年
)

女性

男性

Canada
UK
France
Italy
Japan
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
USA

資料: Human Mortality Database, 日本版死亡データベース
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