
 
 

117

補論１ 少子化の原因と今後の展望 

 

 これまでの第１章から第５章においては、少子化が人々に抱かせる将来の経済成長や社

会保障面での不安を払拭するために様々な角度から分析を行っており、少子化が直ちに問

題であるとは考えていない。しかし、少子化の原因が明らかであるなら、その原因を取り

除く努力も必要だろう。少子化の改善は、将来にプラスに働くことはあってもマイナスに

作用するとは考えにくいからである。補論では、少子化の原因とそれへの対応について考

えてみたい。 

 

１．少子化の原因は未婚率の上昇 

 近年、20～30 代の女性の未婚率が著しく上昇しており、晩婚化・非婚化が急速に進んで

いる（図・補－１）。日本の場合、出産は結婚が前提となっているため、未婚率の上昇は合

計特殊出生率を押し下げてしまう１。結婚した夫婦が産む子ども数は 1997 年で 2.21 人で

あり、この 25 年それほど変化していない２。近年の少子化は未婚率の上昇にその原因を求

めることができる。 

 ただし、未婚の男女とも約 90％が「いずれ結婚するつもり」と考えていることから、結

婚に否定的な強い意識を持っているわけではない。また、未婚女性は将来的に 2.13 人の子

どもを持ちたいと考えている（国立社会保障・人口問題研究所「第 11 回出生動向基本調

査・独身調査（1997 年）」）。つまり、ほとんどの未婚者は、いずれは結婚し、子どもを持

ちたいという希望を持っている。しかし、何らかの理由でなかなか結婚に踏み切れないた

めに、結果的に子どもを持ちたいという希望が実現しにくくなっており、近年の少子化と

いう現象を生み出している。 

 

２．晩婚化および非婚化の考察 

 現在の少子化は、子どもを持ちたくないから起こっているのではなく、その前段階であ

る結婚をしなくなっていることの結果として起こっている。そのため、なぜ子どもを持た

ないのかではなく、なぜ結婚しないのかを考える必要がある。未婚率の上昇は経済面や社

会面だけでなく、結婚に対する個人の意識や価値観など内面的な部分も含めて様々な側面

が複雑に絡み合って起こっているので、明確な答えを導き出すことは難しい。しかし、大

きな要因としては次の二つが重要であろう。 
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 まず一つめの要因は「女性の高学歴化と社会進出が進む一方で出産や育児との両立を図

ることが依然として難しいという問題が結婚の段階で潜在的に存在すること」である。結

婚だけに関して言えば、就業の継続は難しくなくなりつつあるが、出産や育児となると現

時点では環境が完全に整っているとは言い難く、就業との両立が実現しにくい状況にある。

ほとんどの女性が「結婚すれば子どももほしい」と望んでいる以上、自分の将来の人生を

展望したとき、出産時に就業継続の断念を迫られることがあらかじめ予想できるので、そ

の前段階である結婚自体を躊躇してしまうと考えられる。 

 もう一つの重要な要因は「男女の性別役割分業の考え方が、制度慣行として、あるいは

潜在意識の中に根強く残っていること」である。家事や育児のほとんどは、女性の就業状

況に関わらず、多くの場合今でも女性が担っている。女性が就業の継続を希望する場合、

社会に男女の性別役割分業意識がある限り、結婚すれば家事の負担、さらに出産すれば育

児の負担が新たにのしかかってくる。このような状況では、結婚によって将来的に多大な

犠牲が降りかかることになり、それが前もってわかっているので、結婚には相当な覚悟が

必要となってしまう。働く女性にとっては結婚しない方が、肉体的・時間的にゆとりのあ

る生活ができる状況になっている。 

 また、現在の未婚者は、親と同居し、身の回りの世話やある程度の経済的負担を親に依

存している「パラサイト・シングル」と呼ばれる人たちが多い（山田昌弘「パラサイト・

シングルの時代」ちくま新書、1999 年）。彼らは、現状で十分に豊かな生活を享受してお

り、結婚や出産によって得られる効用よりも、そのために払う代償の方が大きいという意

識が強まっているのだろう。 

 以上をまとめると、女性の意識や志向、あるいは経済環境が大きく変化しているのに、

社会全体の制度面、意識面の対応が遅れていることに原因を求めることができる。つまり、

従来は、男性は仕事だけを担い、女性は家庭の役割全般を担うという意識のもと、多くの

女性の志向も専業主婦になることが幸せという画一的な志向であったが、現在は、就業継

続志向の女性が急増するなど女性の志向が多様化しているのに、社会全体の制度や意識が

従来の枠組みから抜け出せていないため、なかなか結婚に踏み切れなくなっている。「パラ

サイト・シングル」という現象も、社会の対応が遅れた結果として生み出されていると考

えられる。このような女性の志向の多様化、経済環境の変化に対応した制度、慣行、国民

意識を、政府、企業、あるいは個人が構築できれば、状況はかなり変わってくるのではな

いだろうか。 
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３．子育てしやすい環境作りと今後の展望 

 女性の志向の多様化、経済環境の変化を考えれば、今後の家族のあり方、社会のあり方

というものがおのずと見えてくる。また、これまでの少子化の結果であるが、労働力が今

後減少するという流れもあり、社会は女性の労働力に期待している。こうした流れが進ん

でいく限り、これからの家族像として、夫と妻が共同して仕事と家庭の役割を担う男女共

同参画型の家族に向かうことは必然的であると思われる。少なくとも、そのような家族像

が社会に受け容れられ、家族形態の選択肢が広がることは間違いない。その場合に、夫婦

に過度の負担がかからないように、育児や介護の面で外部サービスの利用もできるように

整備しておくことが重要となってくる（図・補－２）。 

 ただし、これまでの労働環境、雇用慣行のもとでは、夫婦の協力だけでこのような家族

像を実現することは難しく、企業の協力が不可欠である。企業は、労働時間や休暇取得な

ど労働環境の改善には応じていくべきだろう。終身雇用や年功序列という雇用慣行が崩れ

つつある中で、企業が労働者に対して今まで通りの働き方を求めるのは不合理な面もあり、

また、今後は労働力人口が減少するので、労働力確保は重要な経営課題になってくると見

られ、そのための労働環境の改善は企業にとっても必要なはずである。 

 第２章で見たように、現在すでに、女性にとって働きやすく子育てしやすい環境・制度

が整備されつつある。これは、就業希望を持つ子育て期の女性だけでなく、これから結婚・

出産期を迎える女性にとっても望ましい方向であり、これによって「ずっと働き続けたい、

結婚して子どももほしい」という希望が実現しやすくなるだろう。 

 夫婦が共に働き、家庭の役割を分かち合い、それを政府、企業、地域でサポートする体

制が整っているのであれば、未婚者が抱いている結婚への代償（肉体的、時間的、経済的

ゆとりの喪失）は最小限に抑えられ、結婚への抵抗は小さくなるものと思われる。女性の

就業は当たり前、男性の家事、育児は当たり前という意識が広く浸透するとともに、その

サポート体制を社会が築ければ、未婚率の上昇に自然と歯止めがかかり、少子化は改善に

向かっていくのではないだろうか。 

 

（注） 

1. 日本の場合、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれてきた子どもは、全体の１％強に過ぎず、非婚

のまま子どもを持つケースは非常に少ない。 
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2. 国立社会保障・人口問題研究所「第 11 回出生動向基本調査・夫婦調査（1997 年）」による。ここで

の数字は、結婚持続期間 15～19 年の夫婦の平均出生児数。 

 

 

補論２ 将来推計人口が低位推計で推移した場合の負担と可処分所得 

 

 第１章で、勤労世代の可処分所得は、2050 年度には現在の 330 万円から約 1.9 倍の 635

万円へ拡大すると試算した。ただし、それは国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推

計の中位推計を用いて試算したものである。ここでは、労働生産性（労働力人口一人当た

りＧＤＰ）伸び率と男女別年齢階級別労働力人口比率の前提は同じとして、人口がさらに

減少する場合、すなわち将来の人口が低位推計で推移した場合の勤労世代の可処分所得を

考えてみたい。 

 中位推計と低位推計の違いは合計特殊出生率の仮定のみであり、2050 年までを考えた場

合、低位推計であっても高齢者数は中位推計と同じである。そのため、必要となる社会保

障費の総額は中位推計の場合とほとんど変わらない。しかし、低位推計の場合、社会保障

費を負担する労働力人口は、2025 年度で 5,983 万人、2050 年度で 4,423 万人となり、中

位推計の場合よりそれぞれ 62 万人、353 万人少なくなる。その結果、一人当たりの社会

保障負担は、中位推計の場合に比べて、2050 年度で 26 万円（所得に対する負担割合にし

て 2.3％）高まり、その分可処分所得は減少する。決して小さな額ではないが、将来の人

口が低位推計で推移したとしても勤労世代の可処分所得は現在の1.8 倍である 609 万円を

確保できる（表・補－３）。 
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図・補－１　上昇が続く20～30歳代女性の未婚率

（出所）総務庁統計局「国勢調査」により作成

図・補－２　従来の一般的家族と少子高齢化社会の家族像のイメージ
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表・補－３ 勤労世代の負担と可処分所得の試算＜低位推計＞ 
 

 

（注）表１－６の将来推計人口を低位推計に変えて試算したもの 
（出所）表１－６と同じ資料により作成 

 

 

（ｃ）/（ｂ）

前
提

所得　（ｂ）

負担　（ｃ）

（社会保障負担＋直接税）

可処分所得

（ｂ）－（ｃ）

ＧＤＰ　（ａ）

1998年度 2025年度 2050年度

732万円 1,250万円 1,814万円

年平均＋2.0％ 年平均＋1.5％

449万円 768万円 1,114万円

年平均＋2.0％ 年平均＋1.5％

119万円 299万円 505万円

年平均＋3.5％ 年平均＋2.1％

27% 39% 45%

330万円 469万円 609万円

年平均＋1.3％ 年平均＋1.1％

1998年度 2025年度 2050年度
労働力人口一人当たりＧＤＰ（Ａ/Ｃ） (注)1 732万円 1,250万円 1,814万円
ＧＤＰ Ａ (注)1 497兆円 748兆円 802兆円
雇用者所得 Ｂ (注)2 282兆円 434兆円 466兆円
家計の営業余剰（持家の帰属家賃除く） Ｃ (注)2 23兆円 25兆円 27兆円
労働力人口 Ｄ (注)3 6,790万人 5,983万人 4,423万人
（Ｄのうち雇用者） (注)3 （5,354万人） （5,086万人） （3,760万人）
（Ｄのうち雇用者以外） (注)3 （1,436万人） （897万人） （663万人）

労働力人口一人当たり所得（（Ｂ＋Ｃ）/Ｄ） Ｅ 449万円 768万円 1,114万円
（参考）（雇主の社会保障負担を除いた労働力人口一人当たり所得） （409万円） （666万円） （950万円）
社会保障負担＋直接税 Ｆ 81兆円 179兆円 223兆円
（Ｆのうち社会保障負担） Ｇ (注)4 （54兆円） （129兆円） （153兆円）
（Ｆのうち直接税） Ｈ (注)5 （27兆円） （50兆円） （70兆円）

労働力人口一人当たり負担（Ｆ/Ｄ） Ｉ 119万円 299万円 505万円
（参考）（雇主の社会保障負担を除いた労働力人口一人当たり負担） （79万円） （197万円） （341万円）
（Ｉのうち社会保障負担部分）（Ｇ/Ｄ） （80万円） （216万円） （346万円）
（Ｉのうち直接税負担部分）（Ｈ/Ｄ） （40万円） （83万円） （159万円）
所得に対する負担の割合（Ｉ/Ｅ） 26.5％ 38.9％ 45.3％
（参考）（雇主の社会保障負担を除いた場合の割合） （19.3％） （29.6％） （35.9％）

労働力人口一人当たり可処分所得（Ｅ－Ｉ） 330万円 469万円 609万円
国民一人当たりＧＤＰ（Ａ/Ｊ） 393万円 637万円 869万円

前
提


