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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「中国の人口変動と労働市場の構造変化」 
 
日 時：2013 年 8 月 29 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 
 
【講演概要】 

ここ３０年あまりの中国で、１人っ子政策を柱とする計画生育政策が採られ続けている。それによって人口規

模の増大速度が抑制されたが、少子高齢化と言う先進国型の人口問題も生み出されている。中国の労働力人口は

2012 年に減少に転じ、高度成長を支えてきた人口ボーナスも消失しつつある。一方、高齢人口比率が急上昇し、

医療費や年金といった負担も社会に重く圧し掛かる。中国は日本など先進国と異なり、経済的に豊かになる前に

老いてしまうという「未富先老」の難局に直面している。 

本報告では、人口センサス等の統計を用いながら中国における人口変動の実態と背景を解説し、人口変動の労

働市場への影響を分析する。併せて、計画生育政策、戸籍制度および定年制度とった人口・労働問題に関わる重

要な政策制度の改革について、それぞれの進捗状況を紹介し、中国が「未富先老」を乗り越えられるかを検討す

る。 

 

【講師紹介】 

厳 善平（げん ぜんへい）氏 

同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科教授 
 

 

[略歴] 

中国・安徽省生まれ、京都大学大学院博士課程修了、桃山学院大学経済学部教授

を経て 2011 年より現職。東洋文庫客員研究員、早稲田大学招聘研究員、中国・

華東理工大学客員教授。アジア政経学会、中国経済学会などの理事、『中国経済

研究』と『現代中国』編集委員長を歴任。日本農学進歩賞、大平正芳記念賞など

を受賞。近著に『中国農民工の調査研究』、『農村から都市へ』、『中国の人口

移動と民工』など多数。 
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２．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 

これより月例研究会を始める。 

今日は中国の人口変動と労働市場の構造変化につい

て同志社大学の厳先生にお話を伺いたい。 

厳先生は中国の安徽省のご出身で、京都大学で博士課

程を修了された。現在は同志社大学大学院のグローバル

スタディーズ研究科で研究されている。今日は中国の人

口問題について詳しくお話を伺いたい。 

これまでの月例研究会でも中国の人口問題に言及し

た先生方がおられ、中国、韓国、日本を含め北東アジア

全体が高齢化社会になっていくという話がされてきた。

今日はこれらを少しまとめ、一人っ子政策を含めた中国

の人口問題についてお話いただく。中国は富める前に老

いてしまうという言葉がある。人口問題が中国の経済や

社会にどう影響していくのか、今後の政策がどうなるか

についてお話いただければと思う。 

 

【講演】 

 

 
 

皆さん、こんにちは。 

本日のテーマは「中国の人口変動と労働市場の構造変

化」である。新聞、雑誌等では中国経済の今が非常に詳

しく伝えられているが、様々な専門家がおり、中国経済

を楽観視する一方、悲観的な意見もある。今日の話では、

長い目で経済を見たときに今後人口がどう変化し、それ

が労働市場を通して経済にどういう形であらわれてい

くのか、さらに人口ボーナスが消失しつつある現在、少

子高齢化に向かう中で「未富先老」からいかに脱却して

いくかというところをお話ししたいと思う。 

 お手元の要旨をご覧いただきたい。ここ 30 年、つま

り 1980 年に入ってから一人っ子政策、計画生育政策が

続いており、この政策の執行によって総人口の増加は抑

制されているが、その一方で、急速な少子高齢化が懸念

されている。中国特有の事情による男尊女卑という考え

方もあり、人口の男女比率もゆがんだ形で存在している。 

これは人口政策の持つ両面性だが、総人口の増加抑制

をする一方で、非常に早い段階で少子高齢化を招いてい

る。結果として昨年、中国の生産人口は減少に転じてい

る。急速な少子高齢化により人口の高齢化が日本以上に

速いスピードで進んでいく中で、医療費や年金といった

社会負担が重くなっていくという議論が中国国内の各

界、マスメディア等で盛んにされている。 

一人当たりの GDP は 7,000 ドル近くまで上がった。中

進国の中では高い方だが、依然として中進国のままで、

これから先進国になれるかどうかという議論もある。先

進国の仲間入りをする前に高齢化が進み社会経済全体

が止まってしまうという局面が出てくるかもしれない。

今日の報告ではこのような背景を踏まえ、人口センサス

など様々な統計データを用いて、今の中国の少子高齢化

とそれが労働市場に与える影響、それらに対する対策は

どのようなことが考えられるか、また現在政府等でどの

ような検討がされているのかというあたりを紹介した

い。 

 

今日の内容構成は資料の通り、まずは経済成長とその

メカニズムについて。このところ急速に中国経済が発展

してきたが、その背景には非常に安価で豊富な労働力、

人口ボーナスがあったというのが一つの要因である。こ

の経済成長メカニズムについて簡単に説明する。そして

人口問題がこれからどのように変わっていくのか、人口

センサスに基づいた今までの推移、今後の予測を説明し

たい。3 番目としては労働市場の構造変化である。すな

わち労働市場における需要と供給がどのように変わっ

てきているか。買い手市場から売り手市場に変わる場合

は賃金が上がっていくものだが、この実態について紹介

する。 

4 番目に今の労働市場における賃金の急上昇が与える

労働供給への影響について。現存する戸籍制度や定年退

職制度、一人っ子政策といった政策、制度がもたらした

弊害も影響している。労働市場における需給関係の背景

にはいろいろあるが、それら要因をいかに見極めていく

のかが大事なところだと考える。そのような観点でみる

今後の労働市場における供給の展望についても紹介す

る。最後に少子高齢化社会に向けて、中国政府は今どの

ようなことを考えているか。様々な制度、政策、改革の

進捗について説明したい。 

 

昨年の党大会および今年 3月の全人代で新しい指導部

が発足し、腐敗撲滅運動など様々なことに取り組み始め

ている。「中国の夢」とは何か。習近平国家主席が唱え

たところを要約すると基本的に 2点挙げられる。一つは

2020 年のＧＤＰを 2010 年に対し倍増するという所得倍

増計画。2021 年は建党 100 周年でもある。もう一つは

2049 年の中華人民共和国 100 周年。富強で民主的、文明

的、調和的な社会主義近代国家を作り、中華民族の偉大
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なる復興を成し遂げようというものだ。これらを実現す

るためには一定の伸び率と期間で経済成長がされなけ

ればいけないが、これがいけるかどうかである。 

そこでここ 30 数年の中国経済がどのように成長して

きたか、成長の背景にどのような要因があったのかを考

えてみたい。これについてはほぼ一致した見解がある。

例えば一つは人口ボーナスである。後で説明するが、人

口の年齢構成の変化によって、80 年代に入ってから総人

口に占める生産年齢人口の割合が高まってきた。社会全

体として消費より生産の方が多くなり、貯蓄が増え、こ

れにより投資ができた。もう一つは労働力人口の急速な

増加、労働供給の拡大である。さらにもう一つは教育に

現れる人的資本の蓄積で、個々の教育水準や能力が高ま

ったということである。この物的投資、労働力の投入、

個々人の持つ能力、技術といってもいいが、資本、労働、

技術が相高まったというのが経済を成長させた要因だ

と思う。 

他に関係する要因として、例えば毛沢東時代が残した

正の遺産もある。あるいはそれなりに問題はあるものの、

これだけ大きな国をまとめるという今の共産党政権の

高い統治能力もあるだろう。さらに中国を取り巻く国際

環境が大局的に見ると平和的だったということ。このよ

うな背景で高度成長が進んだと思う。データで裏づけす

ると一目瞭然だが、78 年改革開放以降の 30 数年間をみ

ると、高い成長率が安定して推移しており、経済規模の

倍増が繰り返しているようにみられる。このような高度

成長の結果、経済規模が拡大し、2010 年に中国の経済規

模は日本を抜いて世界第 2位となった。実際の購買力で

みると 2002 年に日本に追いついている。背景には様々

な国内の体制改革、対外開放、貿易の拡大、世界経済へ

の参加などといった要素もあるがそのあたりは省略す

る。 

 

高度成長が 30 年以上も続いている背景に人口ボーナ

スがかなりあったといわれている。経済用語でもよく言

われるところの人口ボーナスとは何か。人口の総数と年

齢別構成は時間と共に変化する。出生率、死亡率、その

差である増加率にはある程度の法則的なものが存在す

る。多産多死、多産少死、少産少死という状態がある。

総人口に占める働く人の割合が増えると、社会として生

産が消費より多くなるという事態が起こる。結果、個々

の家庭で稼ぎが消費より多くなり家計貯蓄率が上がる。

つまり社会全体として所得が消費を上回り、貯蓄率が上

がる。データで示すと非常に見事に出ているが、非扶養

人口である 14 歳以下、65 歳以上の比率が下がると社会

の負担が軽くなり、稼ぎが消費より多いため貯蓄率が上

がる。都市部、農村部ともに上がるのである。 

このような高い貯蓄率は日本でも 70 年代初めごろに

見られたが、これにより銀行預金が増え、企業が投資資

金を調達でき生産能力が形成され経済が成長する。同時

に、労働力人口も増える。このグラフは 1982 から 2011

年までの生産人口の推移で、赤い折れ線が生産人口に対

する割合を示している。6億人から 10 億人、割合として

6 割から 7.5 割まで上がっている。この状況下では経済

がいや応なく成長する。 

もう一つは人的資本で、教育の平均年数や高学歴者の

割合で示すと人的資本の急速な蓄積が現れている。例え

ば大学進学率で見ると 85 年は 2.8％だったものが 99 年

には 8.4％、昨年は 36.7％に上がり、毎年 700 万人の大

学生が誕生する。18 歳以上の人口における中卒以上の割

合は 87％にまで上昇した。その内の 4割近くが大卒以上

で、平均教育年数を見ても途上国としては高い教育水準

にある。潜在的能力を技術に変えることができれば進歩

は大きい。貯蓄率の高さによる投資の増加、労働力人口

の増加による供給の拡大、教育の発展による人的資本の

蓄積、この３つがうまく作用し合い経済発展が促進され

たのである。 

日本でも過去に同じ現象があった。1955 年から 70 年

代初めまでの約 20 年間において、生産人口の割合が急

速に高まったことにより貯蓄率が高まり労働力人口も

増え、教育水準も上がった。石油ショックの後、90 年代

あたりから労働力人口が横ばいとなり経済成長率も下

がっていく。日本の過去事例には中国経済のこれからを

推測し得る情報が入っていると思う。 

 

人口ボーナスがこれからどうなるのか、いつまで続く

のかという問題がある。人口ボーナスが無くなり社会に

負荷がかかる中で経済成長を持続していけるのだろう

か。ここで中国の人口転換をグラフで示す。縦棒が人口

数で、出生率、死亡率に増加率が示されている。人口の

増加率は国や時代を問わず、経済の成長とともに一定の

方向に変化するものだが、結論から言うと中国における

人口転換のプロセスは通常より短く圧縮された形にな

っている。70 年代末から始まった一人っ子政策、計画出

産政策が少子化高齢化をもたらした。データで詳しく見

てみると面白いことに中国、日本とも 20 年間はほぼ同

じ形を取っている。日本における 14 歳以下人口は 1992

年ごろに 17.7％になったが、中国でも 20 年ほど遅れて

2010 年ごろに 18％を下回った。18％を下回ると少子化

と言われる。 

他方、高齢者の割合が 7％で高齢化社会と言い、14％

になると高齢社会になる。高齢化社会、高齢社会、超高

齢社会に分別される。7％から 14％にたどり着くまでの

期間が高齢化速度。データ上では日本より 20 年間のギ

ャップで中国でも人口転換が起こっている。このような

背景に出生率の変化がある。女性１人が生涯で何人子供

を産むかと言う合計特殊出生率が 2.1を下回ると総人口

は長期的に減っていく。男女一組で子供が生まれるので

これは数字的に当然のこと。日本では現在 1.4 くらい。

中国の値は日本より低く 2010 年度の人口センサスでは

1.18 だったが、この数字は申告漏れや“闇っ子”を意図

的に申告しない等で過小評価されており、大体 1.4～1.5
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位、おそらく人口センサスの 1.18 と人口統計当局の 1.6

位の間、1.4 か 1.5 くらいだろう。正確な値は１回の人

口センサスデータでは分からない。２、３回分のデータ

が必要である。一定の年齢層を 10 年前の同年齢層と比

べると女性が圧倒的に多く、生まれていながら申告され

ていないことが分かる。2010 年センサスの 10-21 歳人口

は 2000 年センサスの 0-11 歳より約１割多い。これを考

えると国家人口・計画生育委員会の推定値の方が正しい

のではないか。小学校の入学者数と人口センサスにおけ

る 6歳人口の推定値の差異を見ても同じ結論が出る。つ

まり人口センサスにおいては過少申告が現れるという

ことだ。計画に反して生まれた子でも小学校に入ると数

をごまかせない。結果、人口センサスの 1.18 は過小評

価だろうということだ。 

 

経済が成長し教育水準が高まっていくと出生率は果

たしてどうなるだろうか。アジア、特に日中韓の人たち

の出生意欲は低くなっていると言われている。中国にお

いては出産制限を解除しても子供を生まないのではな

いかという指摘もあり、統計データからも実際そのよう

な傾向が出てきている。その要因の一つに晩婚化がある。

晩婚化が進んだ結果、就業率は上がる。もう一つ、都市

化が進むと出生率が下がる。これは女性の社会進出の関

係で、出産で仕事を辞めるとコストが高くなることによ

る。これでは結果的にたくさん生まない。あるいは住宅

事情、学校の教育費が関係することもある。経済が成長

していく中で晩婚化が進み、子供のコストが高まるとい

うことで少なく生んで育てるのである。よって出産制限

政策をやめても出生率が回復できないのではないかと

いう懸念が多く出てきている。  

アンケート調査の結果を見ても、都市、農村部、男女

問わず晩婚化が進んでいることが分かる。また学歴が高

まると晩婚化は進む。2010 年の人口センサスで取れた学

歴別初婚年齢を見ると、学歴がない人の初婚年齢が 21.4

歳に対し、学歴が上がるにつれて奇麗に初婚年齢が上が

っていく。大学院を出た人たちは 26.6 歳となっている。

中国の教育水準が今後さらに高まるとさらに晩婚化が

進み、結果的に出生率の低下につながるのではないだろ

うか。 

この散布図は中国の省市区別に見た出生率と様々な

要素との相関関係である。左上は出生率と都市人口比率

を表し、都市化が進むにつれ出生率は奇麗に右下がりと

なる。また教育水準が上がるほど、出生率が下がる。所

得が上がっても出生率が下がる。このような関係は中国

だけでなく各国で見られる法則的な現象であり、つまり

中国経済が今後も成長を続けるとすれば子供を産むこ

とのコストが高まり、たくさん生みたくても生めなくな

るということだ。 一人っ子政策や出産制限政策を緩和

しても出生率は果たして回復できるだろうか。 

他方、平均寿命を見ると所得が高いところほど延びて

おり、上海では 80 歳を超えている。栄養が改善され、

医療技術が進歩し、公衆衛生の向上やさらに制度の改善、

例えば国民健康保険、医療保険制度が普及し、所得の増

加とともに寿命が延びていく。これは高齢化を一層深刻

化させる要素だ。このような人口動態は今の中国の経済、

労働市場にどのような影響を与えるのだろうか。 

 

労働力の需給関係で言うと、買い手市場から売り手市

場に変われば給料は当然上がっていく。中国では農民工

という農村からの出稼ぎ労働者が 80 年代後半から出始

め、90 年代後半から大規模化している。以前は何でも仕

事があれば人が来るという状態だったが、時代が変わり、

今では給料が上がらなければ来ない、環境が悪くても来

ない、となっている。2004 年に広東省で初めて募集人員

が集まらないという事態が発生し、沿岸部を中心に大都

市部で人手不足が叫ばれ始めて 10 年近くたつ。沿岸部

に限らず内陸の都市部でも労働力の需給関係が逼迫（ひ

っぱく）し始めている。その結果の一つとして賃金が急

速に上がってきた。都市部の正規雇用関係や農民工たち

の給与、政府の定める最低賃金から見ても上昇傾向がハ

ッキリと出ている。 

だが本当に今の中国で労働力が絶対的に足りないの

だろうか？ 経済は成熟したのか？ これについては

個人的に若干違うのではないかと考えている。このよう

な現象の背景には確かに人口増加と労働力の供給問題

もあるが、他方で現存する戸籍制度が影響するところが

あるのではないだろうか。農村から都市部への移動はあ

くまでも出稼ぎなので、大体 30 代ぐらいで田舎に帰ら

ざるをえない人が増えてくる。つまり労働力の有効利用

ができていないのではないだろうか。背景には複雑な原

因がある。単に労働力の需給が変わったというだけでは

ない。例えば農村では農業支援のための政策や様々な補

助金制度ができ、農家の収入は以前より速く増えている。

よって都市部で働くに値する賃金がもらえなければ都

市部への移動はないのである。 

また都市部の法定退職年齢は日本よりかなり若く、女

性のブルーカラーで 50 歳、ホワイトカラーは 55 歳、男

性では 60 歳である。これはあくまで制度上の年齢で、

実際に退職した人の平均年齢は 52 歳である。この制度

は 50 年以上前にできたものだが、今では教育年数が伸

びて働き始める年齢が遅くなっており、一方平均寿命が

20 歳ほど延びたことを合わせると時代遅れの定年退職

制度だと言わざるをえない。これらが結果として労働力

の需給関係に緊張をもたらしたという側面もある。 

もう一つは大学教育の発展である。急速に大学が発展

したところに若者が進学したため、企業が少し前の大学

生をイメージして求職しても彼らは高い給料を追い求

めるため選り好みし、すぐに就職しないのである。現場

にニーズがあっても行かない、つまり労働市場における

ミスマッチが発生しているのである。大卒者は年間 700

万人くらいいるが 100～200 万人はすぐに職に就かず、

現実の厳しさを知った後にどこかに就職する人が多い。
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高等教育の発展が労働市場における需給のミスマッチ

をもたらすのである。 

これを詳しくデータで見てみよう。上のグラフは中国

の求人倍率の推移を四半期データで示したものである。

このような調査は 2001 年から始まったが、このころの

中国は“無制限労働供給の時代”と呼ばれており求人倍

率は 0.6 から 0.7 程度、需要より供給が多く、雇用され

れば喜んで就職していた。これは主として農村からの出

稼ぎ労働者だった。ところが 2004 年の春ごろに一変し

て一気に 0.9 くらいになる。労働力の全体的な過剰から

相対的な不足の時代へと変わってきたのだが、これには

人口の年齢構成が影響している。かつて中国では大勢の

人たちが亡くなった時代があり、その世代の子供の数は

少ない。つまり 2004 年あたりの 18 歳人口が非常に少な

いのである。その結果 2004 年が一つの転換点となった。

2008 年のリーマンショックには中国も影響を受け、雇用

情勢が悪化し、多くの農民工が田舎に戻った。数的には

2,000 万人を超えたとも伝えられる。しかし例の４兆元

の大型景気対策による急速な景気回復に伴い雇用状況

は改善され、2009 年あたりには求人倍率が１になった。

2010 年以降はほとんどの年に求人倍率が１を超えてい

る。労働力の不足が常態化し始めたのである。 

ただこれは全体像であって学歴別の求人倍率や、年齢

階層別の倍率を見ると違う側面が見える。45 歳以上にお

ける求人倍率は常に 0.6～0.7 程度で供給過剰なのであ

る。45 歳といえばまだまだ働ける年齢。しかしその大半

は農民工で形態も非正規雇用である。雇ってくれないと

なると彼らは田舎に帰らざるをえない。他の年齢層で見

ると 44歳以下の各年齢層では需要が多く供給が少ない。

学歴別で見ると大学生の状況として 2011 年～2012 年前

半まで求人倍率が１以下で供給過剰だったが、これも昨

年の後半以降は１に達した。全体的に労働力は売り手市

場にシフトしてきているが、年齢層で見ると 45 歳以上

は供給過剰な状態なのである。 

 

このような労働の需給変化の背景に賃金の変化も激

しく出ている。都市部における正規雇用の実質平均賃金

の推移を見ると 97 年が一つの転換点になる。労働市場

においては 2004 年が転換点と指摘されているが、賃金

の変化で見る転換点は 97 年からでここから大きく変わ

っている。賃金の年平均伸び率は 97 年までが 4.2％、97

年以降は 13.1％であり、これは恐ろしい数字だ。実質の

伸び率だから 5年で倍増する。 

次に農民工の名目収入と実質収入を見ると若干様子

は異なる。上のグラフで 2011-2012 年の月収は 2,290 元、

日本円で約 35,000 円程度だろうか、年率でいうとやは

り高い伸び率を示している。実質収入でみると 90 年ご

ろまでほとんど変化は無かったが、2000 年以降、急速に

上昇し、年平均の伸び率は経済成長率より高い。もう一

つ、私が上海で行った調査結果に最初の就職で得た給与

のデータがあるが、やはり傾向的に上がり続けている。

上海の最低賃金のデータを見ても 2001 年から 2013 年ま

での最低賃金は 490 元から 1,620 元と 3.3 倍増である。 

結論から言うと、正規雇用も非正規雇用も政府の掲げ

る最低賃金も２桁の伸び率が 90 年代以降続いていると

いうことだ。背景には様々な要素があるが、最低賃金と

農家の収入伸び率の相関係数がある。この係数は 0.8 以

上あるが、つまり都市部の最低賃金はそれ以上に上がら

ないと都市部に移動しないということだ。胡錦濤政権発

足以来、農業、農村、農民を支援するための３農政策が

毎年実施され、農家の収入は速く伸びた。この結果、出

稼ぎ労働者の期待賃金を押し上げ、ひいては都市部の最

低賃金や給与を上げざるを得なくなったのである。労働

力の需給が変わっただけでなく、３農政策の施行によっ

て都市部の賃金が押し上げられたという側面は否定で

きない。 

 

また教育がもたらす側面もある。10 年、20 年前の農

民たちの平均教育は 5、6年程度、せいぜい 7、8年と大

して長くはなかった。しかし現代の新規就職者たちを見

ると、平均的に 12 年、つまりそれ以上の教育を受ける

者も多いのである。こうなると以前と同じ給与では通用

しなくなる。農民工の親の代が都市部で稼ぐというのは

条件的なものであったが、その次の世代は都市部にとど

まりたいという意識が強くなっていく。権利意識も強ま

り、都市部に移った後、そこに住み着きたいのである。

都市部では中学など教育環境が豊かで、住民としての暮

らしがある。つまり農民工たちの出稼ぎ意識が変わり、

都市住民として暮らしていけるような収入を求めるよ

うになったのだ。 

 

 このような中で労働市場が買い手から売り手市場へ

と変わり、その背景には人口の年齢構造の変化や政策の

影響があるという話をした。さて、今後中国の労働力の

需給はどのようになるのだろうか。制度政策を見直して

いくと、これまで無駄になっていた労働力の活用ができ

るのではないかと思う。ここに生産年齢人口の推移を３

本の線で推計した。上の線は国際的な基準で推計した労

働人口の推移だが、これでみると 2016 年に中国の労働

人口がピークを迎える。女性は 55 歳で退職するとした

上で、法定退職年齢で推計すると 2012 年にピークを過

ぎており、その時の生産年齢人口は 9億。もう一つ、一

番働き盛りの年齢層である 20－39 歳の青壮年人口、こ

の推移を見ると 2002 年にピークを迎えているが、これ

が 2004 年の人手不足の発生に関係している。総人口、

生産年齢人口、農民工政策等々、併せて考えると、2002

年にピークに達しそれから減っていくということだっ

た。労働市場はほとんどが農民工だったため、絶対数が

減るとお互いの関係が緊張していく。もし制度を改革し

国際的な基準で見るならば、中国の使っていない労働力、

上二つの線、ＡとＢのギャップから見える潜在労働力が

ある。無駄になっている労働力を有効活用するためには
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どのような制度改革が必要か、これが課題となる。 

18 歳人口と法定定年人口の推移データを重ね合わせ

ると、2014 年あたりから定年人口が 18 歳人口を上回る

ようになり、現行制度のままでは労働力不足がいっそう

深刻化するように見える。定年人口と農村部、都市部の

18 歳人口の推移を見てほしい。もし今のような農民工政

策をやめて、農村から都市に移住できるようにしたらど

うなるだろうか。 

人口は比較的予測しやすいので 2028 年までを推計し

ている。今の農民工政策を見直し、都市部に移住できる

ようにすれば 18 歳人口の総数は都市部の定年退職者よ

り多くなる。つまり政策改革の状況によってはギャップ

が生じなくなる可能性がある。 

もう一つに就業率の低さがある。女性の労働参加率が

下がってきている。教育が発展し、20 歳でも学校にいる

人が増えた。就学率が上がり就業率が下がったが、就業

率の下げ幅は就学率の上げ率より高い。これには若い女

性が労働市場に参加しなくなったという要素がある。就

業率で見ると、農村では 16 歳以上は何らかの仕事に就

いている。しかし都市部では 6割程度。都市部には大学

生が多いが早期退職というものもある。女性は 50 半ば

で定年退職となるし、幾つかの業種については早期退職

が認められている。つまり、都市部の女性の就業率の低

さは現行の定年制度と関係しているのだ。また平均寿命

が 80 歳近くにもなっている。段階的に定年を 65 歳にも

っていくことができればこのギャップをある程度緩和

できるのではないかと考えられる。 

 

少子高齢社会にどう立ち向かっていくべきだろうか。

制度・政策の改革から潜在的な可能性を現実化していく

ということが求められている。人口ボーナスにも関連し

ているが、グラフのこの線は高齢従属人口の割合、この

線が年少従属人口つまり 14歳以下の子供の割合を示す。

分母は生産年齢人口だが、この両者を合わせたものがこ

の赤い線で 2010 年までは下がってきていた。支える人

の割合が支えられる人の割合より高いので社会全体の

負担が軽い。そこから人口ボーナスが生まれたが、2010

年から人口ボーナスが無くなる。高齢者の割合が高まり、

医療費や年金負担が重くなる。社会全体としての負担が

赤い線で示されるように高まっていく。この状態になる

と社会はボーナス社会から負荷社会になっていく。2010

年から既に負荷社会に入っている。 

右図のほうがもっとイメージしやすいかもしれない。

分子が生産年齢人口、分母が高齢人口であり、その比は

このようになる。１人の高齢者を支えるのに何人の生産

年齢人口がいるか。2010 年には 8.4 人もいて社会負荷は

まだ軽いが、状況は急速に悪化していく。つまり中国の

人口情勢は楽観視できず、このままでは社会に重い負荷

がかかり経済成長も難しくなる、それで富める前に老い

てしまうという“中進国の罠”に陥ってしまう。これを

避けるためにはどうしたらよいのか。 

 

まず戸籍制度の改革について。既に着手しているが、

いまだ根本的な解決には至っていない。中国には農業戸

籍と非農業戸籍という身分のような２種類の戸籍があ

り、戸籍の転換はなかなかできない。地域の転出入もで

きず、戸籍を移すのは幾つかの例外を除きほとんど不可

能である。農業から非農業への戸籍転換も地域間での戸

籍の転出入も難しい。その結果農民工が 1億 7千万人も

いるのに都市部・沿岸部に実際住んでいても居住地の戸

籍がない。労働力の有効利用ができない状況を生み出し

ている。 

そこで戸籍を改革して、特に今の若い新世代農民工の

戸籍の転換、転出入ができるようにするという改革が進

んでいる。労働力の不足や新世代の意識の変革もあり、

政府も対応せざるを得ない。農村部の 18 歳人口の多く

が都市部に移動し、普通に定年まで働ければ労働力の需

給関係は良くなるのではないだろうか。 

戸籍制度改革の結果、どう変わったかを一つだけ説明

する。この緑の線が非農業戸籍。こちらは都市部に住ん

でいる人の割合で 52％、差は 13％ポイントある。1ポイ

ントが 1,300 万人に当たることから、農民工は１億７千

万人いるが都市部に住んでいながら戸籍ができないた

め、都市部における制度の適用もされないという非常に

問題のある状態だ。改革してもギャップはなかなか埋ま

らない。例えば上海市の戸籍人口は 1,400 万人程度だが、

実際に上海に常住している人口はもっと多い。そのギャ

ップがいわゆる流動人口でその８割が農民工である。上

海にいながら上海の戸籍を持たず、年金、医療制度の適

用がされない。このような人たちは大都会の北京、上海、

広州、深センなどに多く見られるが、このギャップを埋

められればその分労働力の供給が増えるはずだ。 

次に社会保障制度に対する改革について。現行制度は

半世紀前につくられたもので、幾つか改革もあったが基

本的には何も変わらず、制度適用対象や法定退職年齢は

変わっていない。男性は 60 歳、ホワイトカラーの女性

は 55歳のまま。しかし現在これを変えようとしている。

また医療、年金、失業保険、労災、こういった保険制度

を農民工たちにも適用しようとしている。これができれ

ば農民工たちは普通の市民として働き暮らすことが可

能となる。このように社会保障制度の改革は戸籍制度の

改革と合わせ、一昨年あたりから力を入れて進められて

いる。特に若い人に対しては、一定の条件が満たされて

いれば企業は彼らに対する保険に強制的に加入させら

れる。上海などでは高齢化が進んでおり、年金財政が厳

しくなるので若い人たち、つまり農民工をここにいれよ

うということである。批判はあるが昨年あたりから始ま

っている。長期的には保障制度の対象になり歓迎されて

もいるが、企業としては「それ以前は安く雇えたのに」

という不満もある。 

退職年齢を引き上げるかどうかはまた別の問題があ

る。ホワイトカラーや幹部といった特権階級にはもっと
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働きたいという意識もあり、利害対立が強くあるからだ。

保険制度の問題もある。役人たちは保険料を納めないの

に普通の労働者の倍の退職金を受け取ることができる。

議論はしており、様々な試算やモデルはあるが、自分た

ちも痛みを伴ってくれないと納得しないという抗議も

結構ある。国家公務員や特権階級向けの制度をやめない

限り、定年の引き上げはなかなか進まないだろう。今の

中国の状況をよく示しているように思う。 

 

少子高齢化問題。これは非常に深刻な状況にある。最

近の研究報告やマスメディアでの報道にも、一人っ子政

策は誤りだったという批判がある。少子高齢化を改善す

るにはどうしたらよいか。資料に計画生育政策の推移を

整理した。昨年の党大会での人口政策に関する表現が微

妙に変わった。低い出生率を安定化させるという表現が、

昨年の党大会では無くなった。３月の全人代では大きな

権力を持った国家人口・計画生育委員会を解体し、その

機能を衛生部に吸収させた。出産計画を担当する役所を

無くしたのである。 

政府は政策の転換を否定する一点張りだが、一人っ子

政策の規制緩和に対するいろいろな議論が出てきてい

る。段階的に出産制限を緩和していこうという動きにつ

いて、専門家たちはずっと以前から具体的な議論をして

おり、今のような提案もされていた。意見も様々あるが

それぞれ徐々にやっていくのだろうと思う。例えば一人

っ子に対する許可制の廃止がある。一人っ子政策では職

場や地域ごとに“今年の出産人数は何人”と決まってお

り、そこの担当者が割り振りを決めるのだが、それをま

ずやめようじゃないか、と。長期的には出生率の回復に

寄与するかもしれないということだ。 

80 年代以降、一人っ子同士の夫婦の場合に２人目の子

供が認められることがあったが、片一方が一人っ子であ

る夫婦についてもそれを認めようという案もある。これ

は一番実現可能性が高い。また、すぐには実現できない

かもしれないが、都市部でも農村部の「１人半政策」を

やろうという提案もある。行政の方はなかなか首を縦に

振らないが、２人目を生む間隔の制限を無くそうという

具体策もある。これまでは大体 4、5 年おいた後に許可

が下りたら産むという間隔だったが、これを無くすとい

うものだ。 

有名な人口学者、易富賢によると今の中国で子供を産

まない女性は 12.5％にも上昇しており、この状況では出

生率 1．6 の達成は実に厳しく、そう簡単にはいかない

だろうと言っている。無条件の二人っ子政策は支持され

ており、一番可能性が高いだろう。今までは「生むな」

と言うことができるが、「生め」ということができない

だろう。 

 

最後の結びに入る。 

中国では少子高齢化が進み生産人口が減少する局面

に突入し、人口ボーナスから人口オーナスへの転換も進

行している。「未富先老」に陥らないため、中国は経済

成長を維持していく考えのようである。 

現在の人手不足は主として戸籍制度、定年制度、計画

生育政策の欠陥に起因したものであるが、戸籍制度改革

を急いで農民工を有効に利用し、また中期的には法定退

職年齢を引き上げることができれば労働供給量を増や

すことができる。長期的には「一人っ子政策」を柱とす

る計画生育政策を見直し、出生率を回復させることが少

子高齢化による諸問題を解決する根本的な対策となろ

う。 

しかし先ほども話したように、中国人はどうやらそれ

ほど子供が好きではないようだ。一人っ子同士の結婚の

場合は２人生んでいいと言われているが、一人っ子世代

である 80 年代生れの人たちで 2 人目を生んでいる人は

少ない。「生んでいい」といわれても生まない。日本の

ように出生率がなかなか回復しない危険性がある。そう

なると「未富先老」からの脱却が難しくなりそうである。 

以上である。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤副ＣＲＣＣセンター長） 

多岐にわたる話をありがとうございました。これより

質疑応答を行う。ご質問のある方は挙手を。 

 

（フロア） 

２点お伺いしたい。生産労働人口に限らず、所得構造

の中でどうやって高齢者を支えていくかという詳細な

視点についてはいかがか。所得の格差により高齢者の支

え方が変われば、かかる費用も変わってくるだろう。所

得格差を解消しないといけないし、支え方についても議

論が必要ではないだろうか。支える仕組みを経済構造と

社会構造と複合的に組み合わせていかないといけない

のではないか。もう一つ、高齢者の支え方によっても費

用のかかり方が大分変わるだろう。農民工の話も出たが、

政府はどのような構図を考えているのか。構造を考えな

い限り、人数で考えても実りある議論ができないのでは。 

 

（厳） 

後者から答える。中国の高齢化問題はどちらかという

と主に農村部にあると言われる。都市部の高齢化は比較

的大きな問題ではない。農村部では若い人が都市部に行

き、高齢者は村に居る。自ら命を絶った高齢者がいた、

という報道もあった。農村部の高齢化問題にどう対応す

るか、一つは医療面がある。2009 年からは所得が極端に

低い人たちへの生活保障制度がある。もう一つの対策と

して、中国では家族を支えることを奨励している。一定

期間、親を世話することが法律化されている。効くかど

うかは分からないが農村部の高齢者問題を考えている。 

前者についてはおっしゃる通りだと思う。統計によれ

ば農民工の平均賃金は都市部の約 6割程度。しかもこれ

は名目賃金で都市住民に適用される福利厚生が適用さ
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れていない。それを加味すると格差はさらに広がる。格

差の是正は議論されるところだろう。  

 

（フロア） 

 たいへん参考になる話をありがとうございました。中

国の都市化の比率が 52％になったということだが、50％

になったのが日本だと 1950 年代、米国は 1920 年代、英

国に至っては 1850 年代だったと思う。今までの先進国

の例では 50％になってそれから経済が衰退していくと

いうことではなく、発展初期の段階を示していた。生産

年齢人口数が減るというより人口が本当に動くのかど

うか。若くても戸籍がそのままであるし、働き口が多い

企業が育っていかない限り年齢が若くても経済的に問

題が出てくるのではないかと思う。人口の年齢層より人

口のモビリティに重きを置いて考えるという点ではい

かがか。 

 

（厳） 

おっしゃる通りである。私の話は経済が止まるという

ことではなく、今の制度・政策を直せばさらに 2030 年

くらいまでは成長が持続するだろうということだ。もう

一つ、都市部への人口移動だが、通常、農村都市間の労

働移動は生産率の低い方から高い方へ行われる。つまり

移動は結果的に経済成長に寄与する。そうなると生産性

の低い農村から生産性の高い都市部へ人が移っていけ

ば、その人たちの生活の向上による経済全体の向上が可

能だと考えている。 

 

（フロア） 

戸籍制度と育成政策についてお尋ねしたい。戸籍制度

は身分と出生地を固定する目的があって作ったものだ

と思うが、その制度を見直すのであればその目的を変え

るということにもなる。そもそも戸籍制度はどういう目

的があって作られたものか。それを見直すことによりど

ういう不都合が生じることになるのか。また育成政策に

ついては、強制力で出産を抑制するのは社会の価値判断

や実態からやむを得ないという面があるかもしれない

が、出産は基本的人権に通じるところがあるのでなはい

かと解釈する。出産抑制を見直すということは基本的人

権という価値意識が政策サイドにどのように理解され

ているのだろうか。 

 

（厳） 

戸籍制度を作った当時の目的は、中国が計画経済に入

った時に、労働力を持つ人々が自分の意思で勝手に移動

されては困るという視点からである。労働力の計画的な

利用という観点、そのための人の配属であった。もう一

つには食料政策がある。配給の根拠手段として使われた。

85 年に食管制度がなくなり 92 年からは食料の配給制度

が無くなった。食料管理が無くなり、戸籍を使った労働

力の管理の必要性も無くなった。そのころに日本と同じ

ような人口登記の形にすればよかったのだが、80 年代後

半以降戸籍が身分化してしまった。今や当時の目的と全

く違うものになってしまった。出産抑制計画については

以前より海外から人権侵害と言われている。人口を抑制

したことによる経済成長はあったが、各行政担当者によ

るノルマ達成のための行き過ぎはたくさんあった。しか

し今度見直すことになっているのは人権改善という問

題意識からではない。あくまで労働力・人口問題、経済

発展に対する影響からである。人権の観点からこの政策

を直すということは無いのではないか。 

 

（フロア） 

一人っ子政策の許可制について聞きたい。一定の年齢

に達したら自動的に許可が下りるのか、それとも生みた

くなったら許可を申請して（許可を）もらうのか、もし

くは妊娠したら許可を申請するのか。 

 

（厳） 

実態は地域によって多少違うが、制度的には個々の職

場に計画生育委員がおり、彼女らが結婚している人を把

握している。制度的には申請するのだが、その地方の人

口増加率を見て人数が割り当てられてくる。例えば結婚

した人が 4人いるのにノルマでは 3人しかいないという

こともある。生みたい時は申請する。生みたくて生めな

いということではない。許可ではなく順番的なもの。結

婚したらいつでも生めるということではない。しかし計

画外出産には厳しい。都市部の国家公務員だと即座解雇

される。都市部の党政府機関や大学研究所など、国が管

理できるところでは非常に厳しくやっている。 

 

（フロア） 

出生率で 1.18 という数字が出ているが、この数字に

基づく人口の伸びの推測や将来の人口予測を政府は持

っているか。 

 

（厳） 

国でもこれまで２回ほど計測しているが、内外で人口

予測する時は大体において国連の予測データを使う。そ

の予測データは1.18ではなく人口センサスより多い1.6

と予測している。しかしその予測値が人口センサスより

多いため、それがいつも批判されている。だが先ほども

話した通り、人口センサスでは過小申告がある。そこで

個々の行政担当者の間で数字を集め推計する出生率は

1.6。実際は 1.6 でも 1.18 でもなく 1.4 か 1.5 くらいだ

ろうとされている。 

 

（フロア） 

非常に興味深い内容だった。農村と都市の定義につい

て、戸籍上における都市をどのように考えているかにつ

いて確認したい。中国の新しい政策では地方に新しい中

核的な都市を増やしていくという発想があると聞いて
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いる。今日のお話には都市と農村という区別が多く出て

きたが、ここでいう概念はどのようなものか。従来の戸

籍上における定義と今後の新しい国づくりでの定義で

は政策的にどうなるのか。 

 

（厳） 

都市というのは空間的な概念。行政区分の下位に鎮と

いうくくりがあるが、それが都市部とされる時もある。

区分には役場の所在地、人口規模や産業構造などといっ

た指標があり、その指標を満たしていれば市街地と見な

されるが、それでもその周辺部は農村としてカウントさ

れる。戸籍で見た都市農村の場合、大体 80 年ごろまで

都市部と農村部に住んでいる人たちは職業的にも区分

されていた。しかし 80 年代に入ってから農業に就かな

い農民たちが目立つようになり、その後 90 年代に入っ

てから農民工がたくさん都市部に入ってきた。農民工た

ちは都市部にいても戸籍は農村のまま。そこでギャップ

が広がる一方となる。 

李首相の言っている都市化とはこのことで、都市部に

住む農民工の戸籍を変えると同時に社会福祉を受けら

れるようにするということ。つまり都市部に移動してま

た田舎に戻るのではなく、移動して定住するような形に

持っていく。中でも 80 年代以降に生まれた新世代農民

工たちを対象にして、彼らの農戸籍を都市戸籍に変える

のである。中途半端な都市化をしないということ。今の

都市部に住む農民工たちはいわば半市民である。それを

普通の市民と同じように雇用、保障制度を適用させる。

これが李首相の改革のポイントである。 

 

【閉会】 

（倉澤副ＣＲＣＣセンター長） 

まだ質問はたくさんあるだろうが時間がきたのでここ

で終了させていただく。本日のご参加に感謝する。 

（了） 
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３．講演資料 
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