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少子化対策＝「保育・待機児童問題」「不妊治療」
「教育費・子育て支援」という誤解

令和元年（2019 年）の合計特殊出生率は 1.36
と対前年比で 0.6 ポイント下落、過去 10 年間で最
低の水準へと急落した。この結果は筆者にとって
は予想通りであり、2016 年から筆者が少子化対策
において最重要であると主張していた要因に対す
る少子化政策がおざなりにされてきた結果である
と断言する。このままでは人口学的にみて日本人
消滅は免れない状況のため、筆者の研究発表に日
頃より深いご理解をいただいている当誌発行元の
ご期待にこたえ、ここに「少子化が進行する本当
の理由」をエビデンス研究に基づき解説したい。

筆者は経済学分野の出身であることから、社会
学分野とされる少子化問題についても、特に統計
データ（数量的エビデンス）に基づいた研究に力
を入れている。2019 年に『データで読み解く「生
涯独身」社会』を出版させていただいたが、この
内容についても、少子化問題に関する印象論・思
い込みを排すことに注力し、できるだけ分かりや
すく日本の少子化の統計的な説明を試みた。

社会の思い込みによるライフデザインへの影響

を長期に受けやすい女子学生を守りたい、とのご
要望から、都内のある大学図書館に学長推薦図書
として置いていただいたり、人口減少が深刻な複
数の県のライフデザインに関係するセンターで支
援者の学習書として配布いただいたり、また、あ
る県の高等学校家庭科教員全体に推薦図書として
紹介されたりと、「常識という名の非常識」からく
るアンコンシャスなハラスメント防止に一定の効
果がみられた。

そこで本稿では、この著書の内容の中から、少
子化が進行する「統計的に説明がつく理由」（反対
に統計的には有意とは言えない理由）について、
そして著書にはない、自治体レベルでの少子化の
本当の理由について解説をさせていただく。読者
の関わる企業またはビジネスにおける、思い込み
を排した「有効な」経営戦略構築の一助になれば
幸いである。

まず、最初に結論からいうならば、日本におけ
る少子化対策として最優先で向き合うべきラスボ
ス政策は「子育て支援」でも「出産支援」でもない。
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以下で演繹的に説明をしてみたい。まず、日本
の空の下に子どもが生まれるためには、少なくと
も図表 1 の３ステップが必要である。

この子どもが生まれるための 3 ステップのう
ち、どこが欠落しても日本の空の下に子どもは育
たない。そして、ここで注目したいのが、日本に
おいてイメージされる、また政策や企業経営で宣
伝される少子化対策はほぼ全てステップ 2 以降、
ということである。ここで注意したいのは、次世
代育成にかかわるステップの上流、中流、下流は
それぞれステップ 1、2、3 となるため、上流でつ
まずいてしまうと、いくら中流以降で予算や制度
を充実させても効果が出てこない、ということで
ある。

では、日本の少子化問題はステップ 1 から 3 の
どこに壁があるのだろうか、というエビデンスを
求める発想が必要となる。

もし、ステップ 1 であれば、カップリング成立
に壁があることになり、ステップ 2 ならば、晩婚
晩産化・出産に関しての医療や労働環境に壁があ
ることになり、ステップ 3 ならば、子育て支援問
題、教育費の問題、子どもと保護者の社会の受け
皿の壁だろう、といった考え方になる。

一体どこに壁があるかを統計データをもとに検
証してみたい。

少子化というと、どうしても高齢者になるほど
「女性が高学歴化して社会進出したので、結婚して
も忙しいから、また結婚が遅いから産まなくなっ
たのだろう」というイメージを持つ方が多い。

つまり、自らの妻が働いていたとしたら、もし

くは妻本人が「もし私が働きに出ていたとしたら」
の壁を少子化問題と考えてしまうのである。この
考え方は、結局「既婚夫婦が持つ子どもの数が減っ
たのだ」という前提ありきの議論にとどまってし
まうという問題がある。これは中高年のみならず
大学生でも同じで、少子化問題というと保育問題
に特化してレポート提出してくるグループが後を
絶たない。もちろん子育て支援問題の一つとして
の保育問題を主張している場合は違和感がないが、
少子化対策の全てであるかのような論調には非常
に残念な思いを持たざるを得ない。

図表 2 の「完結出生児数」という指標が、実は
「夫婦の持つ子どもの数」を表している。初婚カッ

図表 1　子どもが生まれるための「次世代育成 3 ステップ構造」
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出所：（株）ニッセイ基礎研究所　筆者作成

図表 2　  日本の完結出生児数と合計特殊出生率
（TFR）の推移
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プルが結婚後 15 〜 19 年経過して持っている子ど
もの数を夫婦の最終的な子どもの数として、国が
大規模調査している結果である。年齢上昇やマン
ネリといった要因から結婚後 15 〜 19 年経過した
初婚カップルからは、統計的にはほぼ子どもが生
まれる可能性がなくなるため「最終的な子どもの
数」と定義されている。

一方、報道などで少子化の代名詞のように取り
上げられる合計特殊出生率（Total Fertility Rate
以下 TFR）は、調査年に 15 歳から 49 歳である
全女性の総合的な出生力を計算した指標である。
そのため計算分母は「未婚女性 + 既婚女性」とな
る。ゆえに完結出生児数と TFR の差は未婚女性
がその分母に含まれるかどうか、という計算前提
の非常に大きな違いがある。

完結出生児数は 2.2 から 1.9 へとゆるやかな減
少傾向はみられるものの、夫婦の持つ最終的な子
どもの数はほぼ半世紀にわたり 2 人で推移してい
る。対既婚者でみるならば、日本の少子化対策に
大きな失策はなかった、ということもできるかも
しれない。

完結出生児数の推移から、出生数が 1971 年（団
塊ジュニア出生元年）は 200 万人であったのが、
2015 年には 101 万人へと、半世紀もせずに半数に
まで激減したというまさに超少子化現象について、

「夫婦の子どもが減ったからだ」では説明がつかな
い。夫婦当たりの子どもの数はほぼ 2 で推移し、
そこまで大きく減っていないからである。

そこで改めて図表 2 を見直すと、1970 年代前半
から既婚者出生率ともいえる完結出生児数と、未
婚者を含む出生率の TFR が大きく乖離している
ことが分かる。TFR の低下は「夫婦の持つ子ども
の数が減った」論ではとても説明がつかないこと
について、完結出生児数と TFR とでは、一番長
いカップルで 20 年近い測定のタイムラグがある
のでは、という視点ももちろんある。しかし両者
の乖離はすでに半世紀続いており、タイムラグを
加味しても、両者の乖離は顕著となる。

いずれにしても、既婚者出生率に未婚者出生率

を加味したら指標が大きく低下する、ということ
に変わりはない。

日本は長期に婚外子比率が 2％程度で推移して
いる。このため、98％の赤ちゃんが婚姻届提出後
の女性から出生している。このことから、統計的
には未婚者出生率はほぼ 0 となり、計算上、この
未婚者割合の増加である「未婚化」が日本の TFR
を大きく引き下げていることが分かる。

そもそも上流のステップ 1 のところでつまずい
ているため、国による下流対策の子育て支援策が
奏功するどころか子どもの数急減が止まらないの
は、当然の結果といえる。

上流の山の木の激しい伐採が原因となって降雨
後の川の大氾濫が起こっているにもかかわらず、
そのことに気が付かずに下流の土手作りの問題を
激論している、という状況を想像すると分かりや
すいかもしれない。

参考までに日本の未婚化を顕著に示すデータを
以下に載せておきたい（図表 3）。

図表 3　  日本の生涯未結婚率（50 歳時点婚歴なし
男女の割合）の推移

2.6

24.2

4.45

14.9

0

5

10

15

20

25

30
（％）

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

男性 

女性 

（年）

出所：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」より筆者作成
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ちょうど今年 2020 年は 5 年に一度の国勢調査
の年である。コロナ禍でどうなるかは分からない
が、今のところ国勢調査の最新のデータは 2015
年となる。

今から 5 年前、日本の空の下で 50 歳を迎えた
男性の 4 人に 1 人、女性の 7 人に 1 人は結婚歴は
なかった、ということをデータは示している。
1990 年の調査以降、割合が激増しているが、これ
は 50 歳時点の未婚率であり、結婚適齢期の未婚
状況を示しているわけではない。

ゆえに、2015 年に 50 歳の男女が 20 歳を迎えて
いた 30 年前、1985 年から適齢期男女の未婚化が
急速に進展していたことがみてとれる。

図表 2 に戻ると、適齢期男女の未婚化が進展す
る前の 1980 年の調査では TFR が 1.8 程度である
が、進展した 1985 年あたりからは TFR が見事に
急落していく様子がみてとれる。このことからも、
未婚化が日本の出生数大暴落のラスボスであるこ
とが分かる。

独身者にいくら保育園の話、待機児童の話、出
産医療設備の話、不妊治療の話、ましてや出産祝
い金の話をしても、何も響かない、結婚にはつな
がらない。日本の少子化政策が一向に奏功しない
理由の直感的な理解としてはこういった説明とな
る。

余談になるが、ある関西の自治体の若手政策担
当者が数年前に研究所にヒアリングに来た際に、

「うちの自治体に保育園ができたから、じゃあ独身
の皆さんに結婚相手が見つかるか、結婚しようと
思うかって言われれば、確かにそれはあり得ない
です。すごく腑におちました」と納得して帰って
いった。

自治体間TFR競争は無効＝子ども数増減率は
TFRとは無関係

―　東京一極集中が子ども数格差を加速化
少子化が進行する本当の理由、として、統計的

な誤解が大きく深刻な問題がもう一つある。
国の「マクロ政策」としての少子化対策と、都

道府県単位での自治体の「ミクロ少子化政策」を
混同する議論が後を絶たない。

国内人口は移民割合の僅少な日本においては大
きな変化が急には起こらない。つまり TFR の計
算式の分母となる 15 歳から 49 歳の女性人口は国
単位でみれば、ほぼ、どこにも逃げ隠れしないと
いうことになる。しかしながら、都道府県単位で
みるならば、逃げも隠れもしないどころか近年ゲ
ルマン大移動レベルの移動が起こっている。詳細
はニッセイ基礎研究所の公開レポート「人口減少
社会データ解説『なぜ東京都の子ども人口だけが
増加するのか』」を参照いただきたいが、国勢調査
でみると、2005 年から 2015 年の 10 年間に、地
方からの女性人口移動だけで東京都に 37 万人（長
野県長野市の人口）の女性が純増したという状況
である。それも出生数に最も強く影響する 20 代
人口を中心に（東京都純増女性人口の 8 割）大移
動しているのである。

出生数を生み出す女性の母数が変化しているに
もかかわらず、掛け算の片方だけのレートの話で
一喜一憂、勝敗を語ろうとする地方自治体が非常
に多い。金融商品で考えるならば、TFR は金利で
あり、母親候補となる女性の母数が為替レートで
ある。どんなに高金利であっても、為替レートが
下落していればその投資商品は大きな損失をもた
らす。金利差（自治体間でいうなら TFR）は、商
品ごとでそこまで大きく差がつかないが、為替（女
性人口移動数）は簡単に大きく変動する。外貨建
て資産の投資をしたことがある読者であれば、
TFR 比較の罠の仕組みが容易に理解できるのでは
ないだろうか。

先に解説したが、TFR の算定式から、15 歳から
49 歳の女性の未婚割合が高ければ TFR は小さく
なる。TFR への相関が高い 20 代かつ未婚割合が
9 割を超える 20 代前半をメインに地方から東京都
への女性移動（東京都定着女性人口の 65％）が起
こっていることにより、イメージ図のような TFR
構造がそれぞれに成立することになる（図表 4）。
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つまり、社会移動だけによって簡単に東京都の
低 TFR、地方の高 TFR が実現してしまうので 
ある。

TFR の自治体間高低が出生数増減率高低につな
がらないという状況（つながらないほど女性が移
動しているためである）を以下、相関分析にてさ
らに確認したい。

まず、47 都道府県の 2005 年から 2015 年の 0
〜 14 歳の子ども人口の増減と同じ 10 年間の都道

府県平均 TFR との相関をみてみたい。
もし自治体間の TFR 高低が子ども人口増減に

寄与しているならば、高い TFR ＝高い子ども人
口増加率（もしくは低い減少率）となるはずである。

分析結果は相関係数 ‒0.1 で「相関なし」であっ
た（図表 5）。

10 年間でみた都道府県単位の TFR が高くても
低くても、それはその自治体の子ども人口増減の
パフォーマンスには寄与せず、両者に関係性を見
出すことはできない、という結果である。TFR が
高い県が子ども人口政策に成功した、ということ
にはなっていないのである。
「出生数＝母親候補人口× TFR」　であること

から、TFR が 0.1 単位で異なったところで、母親
候補人口が数百、数千単位で移動していれば、子
ども人口増減と TFR 高低が関係できないのは当
然の結果ともいえる。国家間でいうなら、女性の
国外逃亡が発生しているのに、残った女性はたく
さん産んでいる、と主張していることと同じであ
るため、女性が転出超過の自治体政策においては、
高い TFR ＝子ども人口政策成功であると勘違い
してしまわないようにくれぐれも注意したい。

次に、出生数を決定するもう一つの項目、「母親
候補人口」の 10 年間の社会移動規模と子ども人

図表 4　  未婚女性の転出入による TFR 計算構造の
変化イメージ

【地方TFRイメージ】

【東京TFRイメージ】
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ほぼ既婚女性
の赤ちゃん

地元+地方からの未婚女性 既婚女性

出所：（株）ニッセイ基礎研究所　筆者作成

図表 5　  2005 年〜 2015 年国勢調査間　 
10 年間都道府県子ども人口増減率と 
平均 TFR の相関関係
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口の増減の相関をみてみたい。女性が社会流出、
流入することと子ども数の増減に強い関係性はあ
るのだろうか。

筆者は東京都に在住のため、東京都において 20
年以上子ども人口が増加し続けていること、つま
り「東京都に少子化なし」を理解していたため、
予想通りの結果となったが、両者の相関は 0.7 の
強い相関となった（図表 6）。

つまり、各都道府県の子ども人口政策の 10 年
間の結果をランキングづけたのは TFR の高低で
はなく、女性の社会移動増減数だったことが示さ
れたのである。

ちなみに 2009 年以降、東京都には男性よりも
女性の方が多く定着している。今や地方の過疎化
は女性人口がリードしていることも追記しておき
たい。

それにもかかわらず、地方創生といえばいまだ

「男性にいい仕事」「男性を呼べば女性と子どもが
ついてくる」、専業主婦前提夫婦観（現在は共働き
世帯が 7 割）＋「男性に未婚化なし結婚観」といっ
た半世紀前の家族をモデルとした発想からくる施
策の数々をみると、むしろ地方の過疎化はまだま
だ加速化しそうにさえ感じられる。

「20 代女性を惹きつけられないエリアに人口の
未来なし」
（注：汝、男性の仕事に女性移動を紐づけること

なかれ）

社会学分野において、統計的根拠に基づかない
思い込みがいまだに強い日本において、人口問題
を統計的エビデンスから考える視点が、地方の
隅々にまでいきわたる日が 1 日でも早くくること
を願ってやまない。

図表 6　  2005 年〜 2015 年国勢調査間　 
10 年間都道府県子ども人口増減率と女性社会純増減数
の相関関係
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出所：総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
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