べ しん ぞう

足踏み続く改憲論議
「９条」どう考える？
新しい人権とは

ぶ

つ

すが よし ひで

の

づけており、自衛隊を明記するだけの改正は認

こう

19㌻）との関係をど

け い しょう

国会が憲法改正案を「発議」して国民に提案

２を割り込んだため、発議は簡単にはできなく
なりました。

施 行 され、70年以上がたちましたが、これま

で一度も改正されたことはありません。
「憲法

なげたい」
と憲法改正への意欲を示しましたが、
野党側の協力を得られる見通しは立っていませ
ん。

憲法が必要だ」などと改正を求める意見もあり

ます。

はん い

大きな権限（大権）が与えられ、国民には法律の範囲内で「臣民の権利」が認
められただけでした。

あた

はその下に位置づけられます（

右のイメージ図）
。このため、憲法の規定に
反する法律などは効力を持ちません（憲法98条）
。
ていこく
現在の憲法に対し、戦前の大日本帝国憲法（明治憲法）では、天皇に政治の

構成され、「国民主権」
「基本的人権の尊重」
「平和主義」の三つを基本原理と
しています。憲法は「国の最高法規」と言われ、国が定める法律や規則・命令

規則・命令

法律

憲法

第二次世界大戦後の1946年11月３日に公布（国民に広く知らせること）され、 ▼憲法の位置づけ
翌1947年５月３日に施行（効き目を持つこと）
されました。それぞれ
「文化の日」 （イメージ）
「憲法記念日」として国民の祝日になっています。前文と103条からなる条文で

日本国憲法

枠を超えて建設的議論を行い、国民的議論につ

た」
など憲法の役割を評価する声がある一方で、

「日本社会は大きく変わった。時代に合わせた

こ

菅首相は2020年秋の国会演説で「与野党の

わく

９条のおかげで日本は戦争に巻き込まれなかっ

や とう

に前向きな勢力（改憲勢力）の議席数が３分の

日本国憲法は第二次世界大戦後の1947年に

よ

の参議院議員選挙の結果、参議院では憲法改正

し こう

上」の賛成が必要です。しかし、2019年７月

憲法とは、基本的人権の尊重や、政治の仕組

するには、衆参各議院で「総議員の３分の２以

みなど国のあり方の基本を定めたルールです。

改憲路線を継承 菅首相

め、自衛隊違憲論を解消できない。

けっこん

はな

決まりなので、今後、皇族が減り、１人当たりの公務負担が重く
なる心配もあります。そこで、女性皇族が結婚後も皇室に残れる
ようにする▽天皇の子孫である民間人を新たに皇族とする──な
どの案が主張されています。ただし、天皇に関する考え方は人に
よって大きく異なることもあり、有効な策は決まっていません。

一方、女性皇族は天皇・皇族以外と結婚すると皇室から離れる

あきしののみや

できるのは男性皇族に限られています。天皇陛下より若い人では、
ひさひと
秋篠宮さま（天皇陛下の弟）とその長男悠仁さまだけです。

❷

▲天皇、皇后両陛下＝2020年12月

治に関する大きな権限（大権）を認めていたのとは大きく異なります（

16、17㌻）。
だい が
ともな
し てき
近年では「代替わり」に伴ってさまざまな課題も指摘されています。中でも特に重要なのが「皇室制度
い じ
つ
を維持するにはどうすべきか」というものです。現在の決まりでは、皇位（天皇の位）を受け継ぐことが

わりを禁じています。この憲法に先立つ大日本帝国憲法（明治憲法）が天皇を国の「元首」と定め、政

ていこく

存する日本国民の総意」に基づくと定めています。また、天皇は国事行為のみを行うとし、政治への関

日本国憲法は１条で、天皇は「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」であり、その地位は「
」であり、その地位は「主権の
こう い

・自衛隊の存在は国民に認められており、あえて
憲法を改正する必要はない。

憲法と象徴天皇

理念は守ることができる。社会の変化に対応で
きるように明記すべきだ。

る恐れがある。
む じゅん
・９条第２項の戦力不保持との間に矛盾は残るた

ほね ぬ

命を張って守ってくれ」と言うのは無責任だ。
自衛隊をきちんと憲法に位置づけるべきだ。
へんこう
・９条第１、２項は変更しないので、平和主義の

●「反対」

９条第１、２項は変えず、
「自衛隊」を明記する案に賛成？ 反対？

第２項 前項の目的を達するため、陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。

決する手段としては、永久にこれを放棄する。

ほう き

国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
い かくまた
ふんそう
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛
は武力の行使は、国際 争を解

・自衛隊の活動範囲を広げ、９条が骨抜きにされ

い けん

Ｎｏ？

憲法９条

第１項 日本国民は、正義と秩序を基調とする

・自衛隊員に「違憲かもしれないが、何かあれば

●「賛成」

Ｙｅｓ？

えを表明しました。これに対し、野党は反対し

自衛隊の存在を明記する条文を新たに加える考

棄）、第２項（戦力不保持など）には手を加えず、

せた新しい権利を盛り込むよう求める声もあります。

こ

５月３日の憲法記念日に、９条第１項（戦争放

首相です。憲法施行から70年を迎えた2017年

むか

その議論に一石を投じようとしたのが安倍前

う考えるか──が政治の大きなテーマです。

９条第２項 と自衛隊（
９条第２

ちつじょ

た憲法改正草案は、自衛隊を「国防軍」と位置

どこまで認められるか▽戦力の不保持を定めた

められないというのです。

も反対意見があります。党が2012年にまとめ

こうげき

が、平和主義の象徴でもある憲法９条
です。

のでは、との不安があるからです。自民党内に

来的に自衛隊のあり方や９条が変わってしまう

ています。自衛隊を憲法に明記することで、将

主に▽他国から攻撃された場合の「自衛権」が
主に▽他国から

しょう ちょう

憲法改正の議論で大きな争点となってきたの

「自衛隊」
どう位置づける？

意見大きく割れる「９条改正」

論は進んでいません。憲法改正というと「９条」が注目されますが、時代の変化に合わ

改正を主張しています。しかし、国会では自民党と、立憲民主党など野党が対立し、議

安倍晋三前内閣総理大臣（首相）の政策を引き継いだ菅義偉首相も、日本国憲法

あ

Point

あ し
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日本国憲法の明日

政治

2

ていこく

下の表）。

きん てい

こうもく

かか

天皇に統帥権（軍の指揮命
令権）

天皇の協賛機関

戦争放棄、戦力の不保持、 戦争・
交戦権の否認
軍隊

国会

内閣

基本的人権は永久不可侵の
権利

国権の最高機関

議院内閣制

天皇の輔弼（ほひつ＝助け
る）機関

神聖不可侵

に基づき、投票できる年齢は、2018年６月に「20

の「共通投票所」
の設置などを盛
り込んだ「国民
投票法改正案」
の国会審議が本

た。その一つが「集団的自衛権」の解釈です。集

団的自衛権とは、自国が攻撃されていなくても、

自国と密接な関係がある国が攻撃された時、反撃

できる権利のことです。
格的に始まりま
した。
（2021年
通常国会で審議
中）

を有しているが、行使できない」として禁じてき

ました。しかし、2014年に「一定の条件の下、集

団的自衛権の行使は許される」と９条の解釈を変

※参議院の定数が
248の場合

有効投票総数の過半数
の賛成で承認

満18歳以上の国民が投票

・原則自由、方法の制限なし
・公務員や教育者の地位を
利用した運動は禁止

国民投票運動

・新聞、
放送広告

Check !

「地方自治の本旨」
（92条）の内容を憲法に具
体的に書き込むべきか。法律に優先する条例
の制定権を地方自治体に例外的に認めるか。
道州制の導入には改憲が必要か
日本維新の会は、改憲案で「すべての国民は、
経済的理由によって教育を受ける機会を奪
われない」
と明記し、全ての学校教育の無償
化を盛り込んだが、各党で温度差がある
個別の法律が違憲かどうかを裁判所に直接問
うことは基本的にできず、
現行憲法は特別裁
判所の設置を認めていない。
憲法裁判所の設
置など違憲立法審査権を充実すべきか

地方自治

教育無償化

憲法裁判所

こう

憲法が定める天皇の国事行
為とは
い

憲法制定時に想定していなかった新しい人
権の一つとされる。対象を自然環境に限定す
るか、文化的・社会的環境まで含めるかで意
見が分かれている

環境権

で、「公的行為」と呼ばれます。国事行為と合わせて、天皇の「公務」
といいます。

ています。内閣が責任を持つという意味です。憲法は国事行為を具体的
に定めています。例えば、国会の指名に基づき内閣総理大臣（首相）を
任命する▽国会を召集したり、衆議院を解散したりする──などです。
憲法の条文にはありませんが、象徴としての立場に基づく活動もあり
ひ さい
せんぼつ
い れい
ます。例えば被災地訪問や戦没者慰霊、外国から来た要人との会見など

象 徴としての
地 位 に基 づく
公的な立場で
行われる行為

内閣の助言と
承 認 に基 づく
行為。
憲法が定
める

定義

公的行為

❷

具体例
国 会 の 指 名 国会を
に 基 づ き 首 召集
相を任命
栄典を
憲法改正、
法 授与
律 、政令 、条
約を公布
国務大臣な
ど認証官の
任免認証
外 国 要 人と 認証官
の会見、宮中 任命式
晩さん
外国訪問
被 災 地 の 見 茶会
舞い、
地方事
情の視察

▼天皇の「公務」

衆議院解散の大半は憲法７条の規定（内閣の
助言と承認による天皇の国事行為）に基づき、
首相の「専権事項」
とされる。
ただ「解散権の
乱用だ」
として制約すべきだとの意見も

大規模災害などで国会が機能を果たせない
時、国民の生命と財産を保護するため、一時
的に内閣の機能を強化する考え方。選挙がで
きない場合の衆議院の任期延長を含む

緊急事態対応

首相による
解散権の制約

参議院議員を「全国民の代表」
（43条）では
なく都道府県の代表にすれば、参議院議員選
挙の「1票の格差」問題はなくなる。
自民党は
選挙区の「合区」解消を主張している

選挙制度

▼「９条」以外の改憲テーマ

の範囲内で対応すべきかで意見が分かれています。

の中に位置づけるべきか、今の憲法の考え方や法律

日本国憲法は、天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」によると定め

3級

合格へ
ココも

など地球規模での環境問題も深刻となり、
「環境

性を訴える意見が強まっています。また、温暖化

うった

こうした憲法制定時には想定されていなかったも
のを「
「新しい人権」といいます。新しい人権は、
憲法

国事行為

憲法改正の
公布

国民投票

60

国民投票の広報・周知

国会の発議 ・公報

発議から
日以後
１８０日以内

政府は集団的自衛権について「国際法上は権利

以上の賛成が必要

衆議院100人以上、参議院
50人以上の賛成が必要

衆参両議院の 議員総数の3分の2 ※
（衆議院310人、参議院166人 ）
本会議で可決

衆参両議院の
憲法審査会
で審査

改正原案を
国会に提出

フェイスブック、ＬＩＮＥ（ライン）などＳＮＳ
（ネット交流サービス）の広がりにより、
その必要

制度の基本や論議のポイントを押さえよう

権」の必要性も指摘されています。

党
●●

こう げき

駅や商業施設で

事態が生じるたびに、９条の解釈を変えてきまし

2020年には、

ています。

ど、論点が残っ

導入すべきかな

▼憲法改正の手続き

バシー権」が重要になっています。ツイッターや

ネット広告の規制、国民投票の正当性を保つため
「最低投票率」を

このほか、個人情報保護などに関する「プライ

た。ただ、各政党などによるテレビＣＭやインター

歳以上」から「18歳以上」へと引き下げられまし

さい

新しい人権とは？

法改正案をまとめるのは容易ではありません。

が制定されました。改正国民投票法
（2014年施行）
ねんれい

憲法改正で何を重視するかは政党によって大き

ちが

く違っており、国会で各政党が納得したうえで憲

第１次安倍内閣時の2007年には、憲法96条に基
づく手続きをさらに具体的に定めた「国民投票法」

際環境は大きく変わってきました。政府は新たな

かんきょう

日本国憲法が施行されてから日本を取り巻く国

し こう

９条の「解釈変更」も

かいしゃくへんこう

天皇によって恩恵的に与え
られたもの（臣民の権利）

天皇

国民の
権利

象徴

天皇主権

国民主権

欽定憲法（天皇が定めた憲法）

性格

主権者

民定憲法（国民が定めた憲法）

大日本帝国憲法

日本国憲法

▼日本国憲法と大日本帝国憲法の主な違い

かか

として「護憲」を掲げています。

った考え方が背景にあります。

と９条で定めています。

ちが

しています。一方で、共産党は、憲法改正は不要

るので、簡単に改正されると政治が混乱するとい

を維持するという考えです。日本国憲法では前文

じ

解散権の制約」などを憲法改正のテーマに打ち出

っています。憲法は国のあり方の基本を定めてい

い

法裁判所の設置」を、立憲民主党は「首相による

ますが、憲法改正のハードルは法律よりも高くな

で、日本国憲法は「永久不可侵の権利」としてい

ます。平和主義とは、国際協調によって世界平和

ふ か しん

他の政党では、日本維新の会は教育無償化のほ
か、道州制の実現を含む「統治機構改革」と「憲

法律の場合、原則として衆参それぞれの議院で
出席議員の過半数が改正案に賛成すれば改正され

む しょう

が生まれながらに持っている基本的な権利のこと

い しん

きんきゅう

ある」という考え方です。
「基本的人権」とは人間
ふく

の創設▽参議院選挙区の「合区解消」──です。

民投票で賛成票が過半数
で賛成票が
で賛成票が過半数
を占める必要があります。

ち、政治は国民の意思に基づいて行われるべきで

こう い

別な行為のこと）な対応を認める「緊 急 事態条項」

し

得なければならないと定めています。承認には、国

国民主権とは「国の政治の決定権は国民が持

こ

規的（国が定めた法律の範囲を国が超えて行う特

の賛成を得て発議して国民に提案し、国民の承認を

はん い

「教育の充 実」▽大災害や有事の際に政府の超 法

が衆参それぞれの議院で「総議員の３分の２以上」

主義」の三つを基本原理としています。
」の三つを基本原理としています。

ちょう

法」です。「
「国民主権」
「基本的人権の尊重」
「平和

じゅうじつ

な理由にかかわらず教育を受けられるようにする

衛隊明記のほかに３項目を掲げています。経済的

日本国憲法96条では、憲法を改正するには、国会

憲法改正の手続きとは？

自民党が2018年にまとめた憲法改正案は、自

あります。

憲法改正のテーマは「９条」以外にもたくさん

政党で異なる改憲案

９条以外の課題は？

でしたが、日本国憲法は国民が制定した「民定憲

大日本帝国憲法は、天皇が定めた「欽定憲法」
大日本帝国憲法は、天皇が定めた「

ます（

し てき

明しましたが、憲法違反との指摘もあります。

正という形を取っていますが、中身は全く異なり

い はん

命と平和な暮らしを守るため必要な法律だ」と説

日本国憲法は大日本帝国憲法（明治憲法）の改
日本国憲法は大日本

できるようになりました。安倍前首相は「国民の

更し、2016年施行の「安全保障関連法」で行使

日本国憲法とは？

日本国憲法の明日

日本国憲法の３大原理

Basic

時事力
政治

総人口 ９年連続で減少
少子化大綱「出生率1.8目指す」５年ぶり改定
「2025年問題」
「2040年問題」
とは

❶

人の大台を割り込み、2065年には8808万人まで減るとしている。50年

日本の総人口と高齢化率の移り変わり

国人を含む日本の総人口 は１億2616万7000人だった。前年より27

76㌻）
が過去最高を更新する一方、他の二つは過去最低だった。

2019年の日本人の平均寿命は男性81.41歳、

81.41歳 ③スペイン

③日本

86.22歳

87.45歳

88.13歳

85.60歳

男性は9475人だった。

このうち、女性が７万975人で88.2％を占めた。

前年から9176人増え、初めて８万人を超えた。

（2020年９月15日時点）は８万450人だった。

厚生労働省によると、100歳以上の高齢者

100歳以上の高齢者も過去最多

※スイス、韓国は2018年。それ以外は2019年

⑤スウェーデン 81.34歳 ⑤フランス

④シンガポール 81.40歳 ④韓国、シンガポール 85.70歳

81.70歳 ②日本

女

②スイス

性

82.34歳 ①香港

男

①香港

▲

平均寿命が上位の国・地域

性

連続、それぞれ過去最高を更新した。男性は世

14歳以下

人口維持にはなお遠く

※総務省や厚生労働省の統計を基に作成

0

5

10

55 65 75 85 95 05 15 25 35 45 55 65年
1950 60 70 80 90 2000 10 20 30 40 50 60

高齢化率
（右目盛り）

15

20

136㌻）は1.36

（2018年は1.42）
で、４年連続で低下した。

で、減少幅は過去最大。合計特殊出生率（

めて50万人を超えた。自然減は2007年以降、13年連続

ま た、2019年 の 人 口 の 自 然 減 は51万5854人 で、 初

省は、出産年代の女性が減ったことが大きいとみている。

台に下がったことになる。出生数の減少について厚生労働

万9000人と予測していた。想定よりも２年早く、86万人

2019年の出生数を90万4000人と見込み、2021年に86

用いた結婚支援の取り組みを後押しする

の必要性を国民に理解してもらいやすくなる。

• わかりやすい目標を設定することで、少子化対策

13

した
「産めよ増やせよ」
を連想させる。

• 数値目標は、戦争中、国を強くするために打ち出

ものだ。数値目標を定めるべきではない。

• 結婚や出産は個人の自由意思に基づいてなされる
には、数値目標が必要だ。

●「反対だ」

賛成？ 反対？

担を軽減する

どを通して、子育てや教育にかかる費用負

や高等教育の修学支援（2020年４月～）な

・幼児教育・保育の無償化（2019年10月～）

児への参加を促す

・育休取得をはじめとして、男性の家事・育

る

て、仕事と育児を両立できる環境を整備す

クの推進などによる「働き方改革」を通し

実とともに、長時間労働の是正やテレワー

・待機児童の解消や育児休業（育休）制度の充

検討する

・不妊治療（体外受精など）への負担軽減策を

• 少子化対策を長期にわたって計画的に進めるため

政府が合計特殊出生率に数値目標

う、雇用などの経済的基盤を安定させる
・地方自治体による、人工知能（ＡＩ）などを

●
「賛成だ」

論点

目）とされる2.07程度には及ばず、人口が減り続けるのは必至だ。

達したとしても、人口置換水準（ 136㌻の「合計特殊出生率」の項

で引き上げるには、一朝一夕にはいかない。また、仮に目標に到

計開始以降、初めて90万人を下回り、過去最少を更新した。
61㌻）で、

ただし、「1.8」は1980年前後の水準。現状（1.36）からここま

わたる施策が盛り込まれた（ 右の囲み）。

み取れる。その年間推計によると、2019年の出生数（生

まれた子どもの数）は86万5239人だった。1899年の統

出生率は1.8になると推計されており、その実現に向けた多岐に

からは、少子化が国の想定を上回る速さで進んでいると読

今回の大綱では「希望出生率1.8の実現」が最大の目標に位置づ

子化社会対策大綱」
を閣議決定した。大綱の見直しは2015年以来。

・若い世代が結婚・子育てに展望を持てるよ

少子化社会対策大綱で
示された主な施策

北５県が高齢化率のトップ５を占めるとみられる。

高齢化率が高いのは秋田県（50.1％）で、宮城を除く東

年には19道県で４割以上になると予測される。中でも

高齢化の進行は地方のほうが早く、高齢化率は2045

減り始め、全都道府県で人口が減少する見通しだ。

面、増える見込み。だが、2035年には東京都の人口も

では既に人口減少社会に突入しているが、都市部は当

別の将来推計人口
（2045年まで）
も発表した。日本全体

けられた。若い世代が希望通りに子どもを持てた場合、合計特殊

政府は2017年に発表した将来推計人口（

地域別推計

東北５県が高齢化率トップ５

る研究機関。

問題研究所は厚生労働省に所属す

を算出した。国立社会保障・人口

後（2065 年）までの人口の推移

2015 年 の 国 勢 調 査 か ら、50 年

データとなる。2017 年発表分は

推計され、社会保障政策の基礎

５年ごとの国勢調査をもとに

❶将来推計人口

国立社会保障・人口問題研究所は、2018年には地域

サイド
ミラー

政府は2020年５月、2025年までの少子化対策の指針となる
「少

0

0.2

0.4

0.6

25

30

35

厚生労働省の
「人口動態統計」
（対象は国内の日本人だけ）

少子化 想定以上のスピードで

化率
（

％）▽65歳以上が3588万5000人（28.4％）
。割合は、65歳以上の高齢

14歳以下が1521万人（12.1％）▽15 ～ 64歳が7507万2000人（59.5

年齢を三つに分けた場合の内訳（カッコ内は全体に占める割合）は▽

女性87.45歳で、男性は８年連続、女性は７年

界３位、女性は２位だった。

❶

総務省が発表した「人口推計」
（2019年10月１日時点）によると、外

万6000人少なく、減少幅は過去最大。９年連続の減少となった。

平均寿命 さらに記録更新

移から算出する。

死亡数、入国者数と出国者数の推

人口の基準とし、以降、出生数と

人も含まれる。10 月１日時点を

てまとめている推計値。定住外国

務省が毎月の人口の動きを分析し

５年ごとの国勢調査を基に、総

❶日本の総人口

今後の見通しを知ることが、対策を考える
「第一歩」
となる。
15～64歳

1.0

ざまな影響を及ぼし、ことのほか将来世代に重い負担を背負わせかねない。現状を把握し、
0.8

65歳以上

1.2

政府の想定を超える勢いで進んでいる。少子高齢化、そして人口減少は、社会、経済にさま

高齢化率は過去最高28.4％ 人口推計

実績値
推計値
（～2015年） （2020年～）
人口
（左目盛り）

1.6 （億人）

（％） 40

率
（2015年は26.6％）
は、2065年に38.4％まで上がると予測している。

人で、2015年（100万6000人）の半分近くまで落ち込む見込み。高齢化

間で約３割、減る計算だ。2065年に生まれる子どもの数は55万7000

1.4

日本が「人口減少社会」に突入して約10年。そのスピードは速まる一方だ。特に少子化は

Point

将来推計

国立社会保障・人口問題研究所は2017年、５年に１度の将来推計人

50年で人口３割減
口 を発表した。2015年に１億2709万人だった人口が、2053年に１億

▲

13 「人口減少社会」
の行方は

暮らし

戦後日本の人口動態
250

85

代に生まれた人たちは
「
「団塊ジュニア世代」
と呼ばれる。

05
10

だ。1950年に男性58.0歳、
女性61.5歳だった平均寿命は年々

延び、今や世界トップクラスの長寿国となった
（ 60㌻）
。

76㌻）
。

1.36
1

合計特殊出生率

2

4

出生数
合計特殊出生率
5

2019年
出生数 865,239人
合計特殊出生率 1.36

1.26

※厚生労働省「人口動態統計」を基に作成。1947 ～ 72年は沖縄県を含まない

19
0
（年）

1.26

2005年
出生数 1,062,530人
最低の合計特殊出生率

1.57ショック
1989年
合計特殊出生率 1.57

殊出生率を押し上げた要因だと指摘され

ている。子どもを産む女性が減れば、当

然ながら出生数も減る。実際、合計特殊

なってから相次いで出産したことが、主

に作用したとみられている。

既に少子化が進んでいたからだ。少子
まれている。

化はこの先、長期にわたって続くと見込

になり、高齢者人口がピークを迎える（2040年問題）。
団塊ジュニア世代はバブル経済崩壊後の「就職氷河期」
に直面し、長年無職や待遇の低い非正規雇用の状態だ
った人も多い。この世代が高齢で働けなくなれば、生

一方、年金、医療、介護などの社会保障制度を主に利

用する高齢者は増加する。つまり、制度の財源
（税金と

社会保険料）
を支払う現役世代１人当たりの負担が重く

なる。制度自体の
「持続可能性」
にかかわりかねない。

活保護受給者が大幅に増えることも予想される。

2040年ごろには、団塊ジュニア世代が全員65歳以上

れる生産年齢人口（15 ～ 64歳の人口）が減っていく。

日本は今、こうした事態に直面しつつある。2025

揺らぐと懸念される（2025年問題）
。さらにその先、

なる。現役世代の負担が一層増し、社会保障制度が

年には、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者に

少子化が長期にわたって続けば「現役世代」とも呼ば

障の分野だ
（ 64～67㌻）
。

少子高齢化の影響が最も端的に表れるのが、社会保

迫る
「2025年」
「2040年」 社会保障制度への影響は

ただし、合計特殊出生率の回復は、 出生率は2015年にかけて1.45まで上が

「母親世代」の人口は今後、減る一方

～ 49歳の女性の人口）
の減少も、合計特

上昇し続けた。団塊ジュニア世代の女性

が、晩婚化・晩産化の影響で30歳代に

だ。この世代の女性が生まれたころには

人から2015年には約101万人に減った。

はつながらなかった。計算式の
「分母」
（15

低となる1.26を記録した後、しばらくは

った一方、出生数は2005年の約106万

必ずしも少子化に歯止めをかけることに

合計特殊出生率は、2005年に戦後最

出生率 一時は回復したが…

の道を進んでいる。

2000年代には死亡数が出生数を上回るようになり、2007年以降、自然減が続いている。日本は「人口減少社会」

平成の初年である1989年には1.57と戦後最低を更新し、社会に大きな衝撃がもたらされた（1.57ショック）
（
。

第１次ベビーブームのころは4.0を超えていたものの、1970年代半ば以降は、人口の維持が難しい水準になった。

一方、合計特殊出生率は、長期的には低下していった。

国と比べても桁外れの速さで高齢化が進んだ
（

1994年に14％超、2007年に21％超となり、欧米の主要

15

2000

寿化も作用し、出生数が死亡数を上回る自然増が続いたため

これに伴って高齢化率も上昇。1970年に７％を超えると、

95

栄養状態の改善や医療技術・衛生環境の向上を背景とする長

人口は1967年に１億人を突破し、その後も増え続けた。

3

80

たためだ。1971 ～ 74年には年200万人を上回り、この年
1.57

75

期にさしかかり、出産する女性の数とともに出生数も増え

90

70

ベビーブームを迎えた。団塊の世代が子どもをもうける時
第２次ベビーブーム
1971～74年
最多の出生数 2,091,983人(1973年)

ひのえうま
1966年
出生数 1,360,974人

は年250万人を超え、この時期（一般には1947 ～ 49年を
65

300（万人）

出生数は100万人台後半で推移し、1970年代前半に第２次

4.32

200

60

2.14

150

指す）
に生まれた人たちは「団塊の世代」
「
と呼ばれる。その後、
1.58

100

数

第１次ベビーブーム
1947～49年
最多の出生数 2,696,638人(1949年)

50

生

55

日本は終戦直後、第１次ベビーブームを迎えた。出生数

0
1947
50

出

出生数と合計特殊出生率の移り変わり
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２度のベビーブームから人口減少へ
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▲

時事力
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の足を踏んでしまう̶̶と分析されている。

て子育ての負担が女性に集中することになり、出産に二

に意欲があったとしても）なかなか進まない。結果とし

もあいまって、男性の育児への参加が（たとえ男性自身

り、男性に長時間労働を求めがちな「企業社会」の風土

家庭」といった旧来的な考え方が社会に根強く残ってお

策を転換。２人目の出産をみとめた。ただ、中国国
家統計局の発表によると、2018年の出生数は前年比
200万人減の1523万人で、２年連続で減少し、1962

の政策から、保育の充実といった仕事と家庭の「両立
支援」
も進める方向にシフトしていると分析している。

）の世代」全員が（④

）年問題」
も指摘されている。

13

（正答例は143㌻をごらんください）

）
歳以上になり、高齢者

）歳以上になり、社会保障制度がいっそう揺ら
）
年問題」
という。また、（③）
ジュニア世代が全員
（⑥
人口がピークを迎えることによる
「（⑦

ぐと懸念されることを
「（⑤

・第１次ベビーブーム時に生まれた「
（③

）の実現」
を最大の目標に位置づけた。

）人口を下回るなど、少子化が想定以上に加速する中、政府
は2020年、
「少子化社会対策大綱」
を閣議決定。
「希望出生率
（②

・2019年の出生数が2017年に発表された将来（①

チェック問題

年以降で最低を記録したという。

活力への悪影響が懸念されることから、2016年に政
子化対策について、現金給付といった経済的支援中心

一方、40年近くにわたって極端な産児制限策「一人

えてきた。しかし、少子高齢化は経済成長など社会の

―と日本（1.42）より高い。白書は、これらの国の少

を導入。人工妊娠中絶や罰金などで強制的に出生を抑

中国は、人口抑制策として1979年に
「一人っ子政策」

るには至っていない。

▽スウェーデン1.75▽イギリス1.70▽ドイツ1.57―

主な国の2018年の合計特殊出生率は、フランス1.88

政府の2020年版「少子化社会対策白書」によると、

にはフランスやスウェーデンなどで出生率が改善した。

っ子政策」を続けてきた中国は、少子化の流れを変え

少子化対策 海外の動向は

出生率の低下は先進国共通の問題だが、2000年代

2級

具体的には▽価値観が多様化して「結婚が全てでは

減ること）
」
だといわれている。

「有配偶出生率の低下
（夫婦１組当たりの子どもの数が

少子化の主な原因は、
「未婚化・晩婚化
（ 76㌻）」と

や労働環境の問題が挙げられている。「男は仕事、女は

の要因を分析してみることとする。

直接的には未婚化・晩婚化

に及び腰になっていたことも一因とされる。
❶仕事と育児の両立を阻む要因として、性別役割分業意識

か。それを考える材料として、以下では日本の少子化

策に批判が高まり、政治家や官僚が人口を増やす政策

た。戦後、
「産めよ増やせよ」
という戦時中の富国強兵

膨張することになる。
このような将来像を変える手立てはあるのだろう

そもそも、少子化が進むことは早くから予想されて
いた。にもかかわらず、対策はなかなか取られなかっ

き、生活保護受給者が増えれば、社会保障費はさらに

ことも、大きな障壁として指摘されている。

ったりすることによる、経済面での将来不安が根強い

環境が不安定だったり、子育てにかかる費用が多額だ

ことが複雑に絡み合っているとされる。加えて、雇用

りすることにもつながる。それらは貧困層の拡大を招

ると、国全体の経済力が弱まったり、地方が衰退した

影響はそれだけにとどまらない。生産年齢人口が減

意欲を失えば、人口減少の悪循環に陥る恐れがある。

感を抱きかねない。その結果、彼らが結婚、出産への

難しいと考えて 、出産を諦めてしまう――といった

❶

伴い、初婚年齢が上昇している▽仕事と育児の両立が

の囲み）
の囲み
、若い世代が将来への不安や世代間の不公平

ない」と考える人が増えている▽働く女性が増えるに

少子高齢化、そして人口減少は、生産年齢人口の減
少を伴う。それは社会保障制度を揺るがし（ 62㌻下

日本の少子化 背景を探る

制度の基本や論議のポイントを押さえよう

暮らし

