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研究会開催報告 ■ 
「中国の少子高齢化と人口政策について」 
 
日 時：2016 年 7 月 15 日（金）15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
中国では「計画生育」という独特の人口抑制政策が実施された結果、出生率が持続的に低下し、少子高齢化が進

みつつある。近年には急激な少子高齢化問題を背景に、人口抑制政策の緩和を主張する動きが活発になり、経済社

会の持続的発展のためには、人口の数量を抑制する政策から人口の構造を調整する政策への転換が求められるよう

になったのである。その結果、2 013 年末に夫婦の片方が 1 人っ子である場合、第 2 子の出産ができる「単独両孩」

政策が始まった。そして、2016 年よりすべての夫婦に子供 2 人の出産を全面的に認める内容の「全面両孩」とい

う新しい人口政策の実施に踏み切ったのである。 

 

 

【講師紹介】 

尹 豪（いん ごう）氏：福岡女子大学国際文理学部 教授 
［略歴］ 

1982 年 中国吉林大学卒業  
1985 年 中国吉林大学大学院卒業（修士学位取得）  
1985 年 中国吉林大学人口研究所 専任講師  
1989 年 中央大学経済研究所 客員研究員  
1994 年 中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了（博士学位取得）  
1994 年 エイジング総合研究センター 客員研究員  
1997 年 中国吉林大学東北亜研究院 副教授  
2000 年 中国吉林大学東北亜研究院 教授   
2001 年 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 客員研究員（〜2002 年）  
2004 年 東北大学東北アジア研究センター 客員教授（〜2004 年）   
2009 年 韓国国立昌原大学校経商大学 客員教授（〜2011 年）   
2011 年 福岡女子大学国際文理学部 教授（現在に至る）
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1．講演録 

【開会】 

（ＪＳＴ 石川フェロー） 

 これより第 96 回中国総合研究交流センター月例研究会

を開始する。 

 今日は福岡女子大学の尹豪先生に、「中国の少子高齢化

と人口政策」をテーマにご講演いただく。尹豪先生のご略

歴を簡単に紹介する。1985 年に中国の吉林大学で修士号

を取られた後、同学で人口研究所の専任講師となられ、

1989 年に中央大学経済研究所の客員研究員として来日。

1994 年に博士号を取得、1994 年にエイジング総合研究セ

ンター、1997 年には吉林大学に戻られ、東北アジア研究

院でご活躍された。2001 年、日本貿易振興機構（JETRO）

のアジア経済研究所客員研究員、2004 年には東北大学東

北アジア研究センターの客員教授になられ、2009 年より

韓国国立昌原大学校経商大学の客員教授、2011 年から福

岡女子大学国際文理学部の教授として現在に至る。 

 近頃、テレビや新聞で、中国は日本よりさらに進んだ高

齢化社会になるのではないかという話題を目にする。最近

では一人っ子政策のさらなる緩和という情報も出ており、

今回じっくりとご専門の立場から今後の展望について伺

いたい。 

 

【講演】 

ご紹介いただきました福岡女子大学の尹豪です。宜しく

お願いします。  

 

 中国では建国初期にあたる

1950 年代、社会が安定するに

つれて、高い出生率が続くと同

時に死亡率が低下し、人口が急

激に増加した。この現象は

1960 年代まで続き、1970 年代

から人口抑制が始められるこ

ととなる。改革開放という大き

な政策転換で新たな経済時代

に入るのとほぼ同時期に、厳し

い人口抑制が始まったという 

ことだ。これは非常に大きな効果をあげ、出生率は持続的

に低下して少子化が進んだ。現在は低出生・低成長という

状況にある。 

 

 “人口転換”とは多産多死社会から少産少死社会に至る

一連の過程のことをいう。歴史的には、どの国においても

出生率と死亡率が高く、時によっては人口が減ることもあ

った。第 2次世界大戦以降、経済が発展するとともに死亡

率が低下し、人口がどんどんと増えていく。さらに経済が

発展すると出生率も下がりはじめ、場合によっては出生率

が死亡率を下回り人口が減少していった。今、日本はまさ

にこのような状態にあり、中国もこういった状況に近づき

つつある。このような歴史過程を“人口転換”というが、

“産業革命”にちなんで“人口革命”とされた。日本は“人

口転換”を既に終え、中国も終えつつある。 

 

 これは 1950 年以降の中国の人口に関する基本データだ。

総人口数と出生率、死亡率、自然増加率が示されている。

1960 年は自然増加率がマイナスだが、これは自然災害が

主な原因で餓死者がたくさん出て、死亡率が出生率を上回

ったことによる。それ以外はずっと人口が増えており、特

に1965年には28‰という非常に高い増加率を示している。

人口が年に 2％増加すれば、およそ 35 年で人口は倍にな

る。28‰というのは凄まじく高い。1970 年代に入ってか

らは、自然増加率は下がり始めて出生率も下がっている。 

人口規模をみると、1950 年の 5億 5千万人が 1981 年に

10 億人になり、その後は 7 年というスパンで 1 億人ずつ

増えている。つまり、11 億人になったのが 1988 年、そこ

から１億人増えるのにまた７年かかって1995年に12億人。

それから10年かけて１億増え、今は13億人を超えている。

人口増加率が低下したことが分かる。 

 

人口には年齢構造と男女構造という 2 つの属性がある。

これらの図はその 2つの属性によって人口構造を示す“人

口ピラミッド”だ。これから説明する人口高齢化は年齢構

造の問題だ。建国以来、中国では 6回の人口センサスを行

っている。1953 年に始まり、1964 年、1982 年、1990 年、

2000 年、2010 年だ。1953 年と 1964 年はピラミッド型を

している。人口ピラミッドは発展途上国型と言われる。出

生率が高く下の方が膨らむとピラミッド型になるからだ。

少子高齢化になるとピラミッド型ではなく壺型に変わる。

形を見ることで中国の年齢構造も変わってきていること

が分かる。 

 

 これは去年の中国の人口動向だ。総人口は 13 億 7,462

万人で出生人口は1,655万人。自然増加で680万人増えた。

総人口の 13 億 7,462 万人の内、都市人口が 56.1％と半分

を超えている。2010 年時点の中国の都市化率は 50％で、

逆に言うと、まだ半分が農村人口ということになる。高齢

化に関しては、60 歳以上の人口は割合的には 16.1％だが、

実数としては 2億人を超えている。一般的に、高齢化問題

では 65 歳以上をカウントするので、65 歳以上とすると

10.5％、1 億 4,386 万人になる。日本の人口よりも多い。 

 

 “少子化”とは 1992 年の「国民生活白書」で最初に使

われた言葉のようで、漢字から理解すると子供が少なくな

ることと理解されがちだが、専門的には出生率が人口の

“置換水準”より下がっている状態だと定義されている。

余談だが、中国で“子”というと男の子を意味する。以前、

中国の人民大学で少子化という言葉を使ったら、男の子だ

けじゃないかと質問されたことがあった。 

出生率とは、出生力の指標のうち、ある期間における出

生の頻度を率として示したものだ。いろいろな指標や尺度

があり、その総称として出生率という言葉を使う。特に、
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分母となる観察対象の捉え方により多くの種類がある。例

を挙げると、“租出生率”－“普通出生率”ともいう－は

全ての人口を分母とするため、大まかな数字になる。“総

出生率”は 15 歳から 49 歳までの再生産年齢、つまり子供

を生める年代の女性数を分母にしている。“普通出生率”

より具体的だ。もっと具体的なのは“年齢別出生率”だ。

出産頻度は年齢によって違う。昔は 10 代後半にたくさん

子供を生んでいたが、現在の日本では第１子を生む平均年

齢が 20 代後半から 30 代初めとなっている。つまり、“年

齢別出生率”が実際の状況を反映することになる。“合計

特殊出生率”、あるいは“合計出生率”は一番よく使われ

る指標だ。日本の去年の出生率は 1.46 だったという記事

が出たが、それは“合計出生率”によるものだ。 

コーホート出生率はさらに専門的な指標なので、あまり

聞くことはないが、ある期間に同じ指標、同じイベントを

経験した集団をコーホートとする。例えば、同じ年に生ま

れた人を出生コーホート、同じ年に結婚した人を結婚コー

ホートという。「団塊の世代」も一つのコーホートだ。“累

積出生率”は 30 代、40 代までに生んだ子供の数。“完結

出生率”は、実際、生涯に何人の子供を生んだかというも

のだ。このようにいろいろな指標がある。 

いろいろな指標があるが、一番使われる指標は“合計出

生率”だ。繰り返しになるが、“合計出生率”とは、ある

期間において測定された女性の年齢別出生率を再生産年

齢（15～49 歳）にわたって合計したものだ。「当該の年齢

別出生率にしたがって子供を生んだ場合」、という点がポ

イントとなる。それは仮定だからだ。例えば、去年の日本

の出生率は 1.46 だが、去年の日本の年齢別出生率によっ

て、一生涯に子供を生んだ場合、一人の女性が 1.46 人の

子どもを生むということになる。最終的に生む１人当たり

平均の子供数だ。日本の女性が 1.46 人しか生まないとい

うように誤解されがちだが、それはあくまでも仮定で、年

齢別出生率に従った場合の数字だ。この指標は便利なので

代表的な指標としてよく使われる。 

 

“人口置換水準”とは、子ども世代の人口が、親の世代

の人口と同じ規模になるために必要な人口再生産の水準

を意味する。指標としては“純再生産率”や“総再生産率”、

“合計出生率”などが使われることが多い。専門的には“純

再生産率”が多く使われる。これは、女性が生む女の子の

数のことで男の子は含まれない。何故、男の子を含まない

かというと、生まれた女の子が結婚して、母親が自分を生

んだ年に出産するとなると人口規模は変わらないからだ。

皆が男の子と女の子、2人の子どもを生み、死亡率を考え

なければ、また彼らが 2人の男女の子どもを生んで、それ

がまた結婚するという繰り返しになる。人口規模は変わら

ない。それが置換水準の出生率ということになるが、“純

再生産率”では死亡率も考慮している。事故等で死亡が発

生することを考え、出産年齢まで生き残った女性が平均的

に生んだ女の子の数を“純再生産率”とする。よって、そ

れが 1であれば置換水準になる。 

人口置換水準に対応する合計出生率は先進国では 2.1

弱と言われている。これも勿論、死亡率を考慮した数字だ。

日本の場合、今、これは 2.07 と言われている。もし、日

本の合計出生率が 2.07 あれば、人口置換水準で考えると、

長期的に日本の人口が減ることはない。しかし、合計出生

率は 1.46 なので人口は減っていく。 

 

 中国の出生率の推移をみると、1950 年～1960 年代は高

く、6近くあった。平均して 5人以上の子供を生んでいた

が、1970 年代から徐々に下がり、1980 年代には改革開放

で人口抑制政策が実施され、1990 年代に 2.25 となる。こ

れは人口センサスの結果だが、2000 年は 1.71。この時、

既に置換水準以下になっていて、このあたりから中国の出

生率が置換水準を下回りはじめたことは間違いない。少子

化が進んだということだ。中国の政策当局は、出生率を

1.8 くらいと言っていたが、最近は 1.5 くらいだと言って

いる。ちなみに、日本では毎年、出生率が発表されるが、

中国では発表されない。 

国連では 2 年に 1 度、世界の人口推計を発表している。

ここでも 1950 年代、1960 年代の出生率は高く、6 以上あ

る。それが 1970 年代、1980 年代以降と下がって、1990

年代前半に置換水準を下回るようになった。現在は 1.5

となっており、将来的には人口が減少すると予測される。 

 

 よく“少子高齢化”といわれるが、高齢化は少子化の結

果で、少子化は高齢化の原因だ。人口の中で高齢者人口の

割合が高まることを高齢化、高齢者人口が総人口に占める

割合を高齢化率という。現在、高齢化率は 65 歳以上で表

されることが一般的で、日本の高齢化率は 26％と非常に

高い。昭和 30年代は日本でも 60 歳以上をラインとしてい

たが、平均寿命が高まり、65 歳以上で計算されるように

なった。 

“高齢化社会”とは、人口の高齢化が進行しつつある社

会のことで、進行形の“Ageing Society”、“高齢社会”は

高齢化された社会のことで“Aged Society”。つまり、人

口高齢化がある段階まで進み、人口全体の中で高齢者が占

める割合がある水準で安定している社会のことだ。65 歳

以上人口の割合が 7％を超えると“高齢化社会”で、14％

を超えると“高齢社会”とされる。何故 7％なのかはよく

分からないが、1950 年代初め頃、国連の報告書で 7％が使

われて以降、7％としている。これが 14％になると高齢社

会、20％を超えると超高齢社会とされる。日本はとっくに

20％を超えているので超高齢社会ということだ。  

これは中国の人口センサス結果による 65 歳以上の割合

だ。1950 年代、1960 年代は非常に低く、1982 年でもまだ

5％未満で、この時はまだ途上国型の人口ピラミッドだっ

た。それがどんどん変化し、2000 年時点で 6.9％、2010

年の人口センサスでは 8.9％となっている。中国も 2000

年過ぎから高齢化社会に入ったということだ。2001 年の

65 歳以上は 7.1％、去年は 10.5％で、実数でいうと 65 歳

以上が 1 億 4 千万人以上いることになる。今日は 60 歳以
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上の統計も出したが、これは中国の定年年齢とも関係する。 

 

人口の高齢化に関して、“倍加年数”という概念が使わ

れる。高齢化率が 7％を超えてから、その倍の 14％に達す

るまでの所要年数、つまり高齢化社会から高齢社会になる

までの年数のことだ。“倍加年数”が一番長かったフラン

スは 115 年かけてゆっくりと高齢化した。フランスでは

19 世紀終わりごろから少子化が進んだが、１世紀以上か

けて高齢化率が 7％から 14％になった。スウェーデンでは

85 年、イギリスで 46 年、ドイツが 40 年。日本は一番早

く、1970 年から 24 年後の 1994 年に 14％になった。世界

に類を見ない早いスピードだ。中国は今後、日本を上回る

スピードで高齢化が進むと予想されており、今の趨勢で進

めば、中国の“倍加年数”は 23 年だと推測されている。

韓国はもっと早いスピードで高齢化が進むとも言われて

いる。出生率が日本より低いからだ。 

高齢化が短期間で急激に進むと、対策や制度を整える時

間も短くなることが問題だ。 

 

 中国の人口高齢化の特徴の一つはそのスピードだ、“倍

加年数”は 23 年とあったが、数十年にわたり行った人口

抑制政策で出生率が急激に低下した。今後、さらに急速に

高齢化が進むだろう。 

もう一つ、「未富先老」と言われる問題がある。社会が

まだ十分に豊かではなく、社会保障制度も完全に整備され

ていないのに先に老いていくということだ。 

「四・二・一家庭」とは家族構成のことだ。一人っ子政

策が奨励され、多くの都市家庭では一人っ子が増えた。一

人っ子同士が結婚すると、その親が健在な場合、親は 4

人になる。そして結婚した 2人が持つ子供は一人。若い夫

婦が子供一人を育てながら 4 人の親の面倒をみるという

ことだ。最近の中国社会も競争が激しく、コストがかかる

ので、家庭負担が非常に重い。特に介護負担は大きく、高

齢者の急激な増加に伴って、高齢者の年金、医療、介護に

関わる社会保障制度の整備が急務となる。介護問題は家族

にとっても社会全体にとっても大きな課題だ。中国では文

化的背景に家族の繋がり、あるいは子供が親の面倒を見る

という意識が未だ強い。今後、介護問題は大きな課題とな

るだろう。 

 

 少子化と高齢化の趨勢が鮮明になるにつれて、数年前か

ら人口抑制政策の見直しの必要性の議論が現れ始めた。近

年、人口高齢化の急激な進展への懸念と出生性比、出生性

比というのはここで初めて出てきた言葉だが、その出生性

比の不均衡問題への関心から、出産抑制政策の見直しと緩

和を主張する動きが活発になり、従来の人口政策を調整し

たり見直したりすることが必要になった。 

人口政策では出生性比－1 年間に生まれた男の子と女

の子の数の問題―へと繋がる。歴史的あるいは統計的には、

女の子が100人生まれると男の子は105人生まれると言わ

れるが、男の子は死亡率が高いので、5歳あたりで男女比

が同じくらいになるという。出生性比が 107 くらいまでは

正常とみなされるが、中国では近年、これが高くなってい

て、1981 年の第 3回人口センサスのときは 107～108 くら

いだったものが、今では 120 を超えている。女の子が 100

人生まれたところに男の子が 120 人生まれるということ

だ。いくら男の子の方の死亡率が高いといっても、20 年

後の結婚適齢期にお嫁さんが不足することは明らかだ。安

徽省、陝西省や江西省などでは 130 を超えている地域もあ

る。出生性比の問題は将来の結婚市場、あるいは人口構造

に問題をもたらすおそれがあり、中国では大分前からこの

問題が議論されていた。 

出生性比の高さは人口政策に関係する。農村では働き手

となる男の子が欲しい。そのために何らかの性別選択をす

る。その結果、出生性比が不自然に高くなるのだ。 

 

 1950 年代の建国以来、中国の人口政策はいろいろな変

化を経てきた。高い出生率、急激な人口増加が 1950 年代

に現れ、その時、既に人口抑制思想が唱えられていた。そ

の中心的な人物は北京大学の学長だった馬 寅初（ば いん

しょ）氏で、1957 年に人民日報で論文を発表し、中国の

人口増加が早すぎる、抑制する必要があるという考えを示

した。その時は馬 寅初氏だけでなく、社会学者や経済学

者などといった有識者による人口抑制の機運が高まって

いた。ところが、毛沢東は、人手は多い方がいい、手があ

る分だけ物が作れる、価値が作れる、生産できると考え、

人口が増える分、消費も増えることは考慮しなかった。人

口抑制を主張した人は迫害され、その後、1970 年代に人

口抑制政策が実施されるまで、人口抑制はタブーとなった。 

 

“計画生育”とは出産を抑制するために晩婚が望ましい

として、優生・少産を勧めるものだ。政策の目的は、数を

抑えて質を高めることにある。量は数なので比較的簡単だ

が、質を高めるとなると、人的資源にも繋がる教育水準を

高める必要がある。“計画生育”においては、出産の計画

化と管理化を行う。これは他国ではなかなか見られない政

策だ。インドでも 1950 年代初めに出産抑制をしたが、中

国ほど徹底的かつ強力に推進している国は他にない。 “計

画生育”という言葉は改革開放以前の“計画経済”時代に

生まれた言葉だ。物を作る“経済”だけでなく、人を作る

“生育”も計画的に行うというものだ。 

 

人口政策の推移を表にまとめた。先ほども話したように、

1950 年代の主張は否定されたが、1960 年代前半に自然災

害による死亡率が高くなったことで一時、人口が減少し、

翌年から人口増加の勢いが加速的になった。1962～1963

年頃、出生率は 7.5 まで上がり、人口の急激な増加をみて、

中国政府も抑制する必要があると気が付いた。当時、特に

人口密度が高い地域に対しては抑制する必要があるとい

うことで、中央に計画生育部門という専門役所を置いたの

だが、文革が始まり、対応できなくなった。1970 年代初

めになって“晩・稀・少”という政策を打ち出し、実際に
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はここから人口抑制政策を始めることになる。 

“晩・稀・少”の“晩”とは晩婚、つまり結婚年齢を遅

らせることだ。“稀”は 2 人の子供の出産間隔を 4 年前後

に延ばすということ。“少”は少産で、2 人以上の子ども

を生まないようにするということだ。周恩来主導の下、こ

の政策を始めたと言われている。社会的背景として考えら

れるのは、文化大革命のときに多くの青年が都市から農村

へ出て行ったことがある。知識青年という言い方をするが、

都市で高校を卒業した学生が農村に行く。文革の影響で、

都市では工場も稼働できず、労働力を吸収できなくなった。

そこで、毛沢東は、若い人は農村へ行って学んだ知識を活

かし、農村開発に貢献するようにとした。これは 1968 年

から始まり、多くの若い人が都市から農村へと移動し、農

村に若い人がどんどん増えていった。 

1978 年に改革開放政策が導入され、一組の夫婦には 1

人の子供が望ましい、多くて 2人という具体的な計画生育

方針が出される。そして、1980 年に明確な一人っ子政策

が提唱された。日本では一人っ子政策は言葉のままに理解

されがちだが、実際には一人っ子政策ではなく、一人っ子

“奨励”政策である。1982 年、計画生育は中国の基本国

策として憲法にも書き込まれ、義務となった。“奨励”で

はあるが、都市の場合にはほとんど一人っ子しか認められ

ない。しかし、農村では子どもが一人だけとなるといろい

ろな問題が起こる。そこで、1984 年頃、出産政策の調整

が行われた。農村で女の子を出産した場合、第 2子を認め

るというものだ。山東省から始めたといわれている。農村

での社会保障制度は十分ではなく、特に老後は子供に頼ら

ざるを得ない。農村の場合、仕事に体力を使うことが多い

から男の子が欲しい。伝統的な考え方もある。男の子が欲

しいが一人しか生めず、それが女の子だと困るという社会

的背景もあり、農村では女の子が生まれた場合に、4年く

らい間隔を置いてもう一人生んでいいと調整された。これ

が段々と他の地域に広まり、最近までずっと続いていた。 

 

2001 年、“人口と計画生育法”が制定される。ここでは、

国家は一人っ子を奨励するが、2人目を生む場合は各地域

で決めるという基本的原則が謳われており、その先の具体

的なところは各地域の計画生育条例で決めることになっ

ている。どういうときに 2人目が生めるかという制約につ

いて一番多いのは先ほど説明した例で、農村戸籍に限り、

最初が女の子の場合は 4 年あけてからもう一人生めると

いうものだ。あるいはまだ出産していない状態で再婚した

場合、あるいは親が一人っ子同士で結婚した場合、あるい

は職業が炭鉱などきつい仕事の場合、他にも海外から帰っ

てきた華僑の場合などがある。少数民族については大体に

おいて 2人生むことができるが、それも地域で決められて

いる。中国には 56 の少数民族がいるが、人口 1,000 万人

を超えるものは 4つだけだ。1,000 万を超える少数民族に

は一人っ子を奨励しているが、同じ少数民族でも地域や都

市によって違う場合もある。いずれにせよ、具体的な条件

は地方の条例に定められている。それが最近になって、「単

独両孩」、「全面両孩」政策が打ち出された。これは大きな

変化だ。 

 

 1970 年代頃に “晩・稀・少”政策、1980 年に一人っ子

政策が提唱された。当時、「30 年後、現在の厳しい人口増

加問題が緩和されると、異なる人口政策が可能になる」と

いう考えがあり、それが現実になっている。そして 1980

年代、「2000 年までに 12 億人」を目標に、強い人口政策

を実施し続け、著しい効果を得た。それは中国の経済発展

にも寄与し、一人当たり所得も上がったが、一方では少子

高齢化が進んだ。急激な少子高齢化を憂慮した人口政策の

見直し論においては、出生性比問題も重要視され、数量を

抑制する政策から構造を調整する政策に転換する方針が

打ち出された。 

先ずは 2013 年に「単独両孩」という政策が始まる。一

人っ子同士が結婚した場合は 2人目が許されていたが、夫

婦のどちらかが一人っ子であれば子供を 2 人生めるとい

うことになった。「単独両孩」政策を打ち出した翌年（2014

年）、出生人口は少し増えたが、去年（2015 年）は前年よ

り 32 万人減ってしまった。この現象について、国家衛生・

計画生育委員会の責任者は「去年は未年だから」だと答え

ている。中国でも地方によっていろいろな考え方がある。

羊年の子供は弱いからあまり好まれないというものだ。日

本の丙午のようなものだろう。 

そして去年 11 月の共産党大会において、「全面両孩」政

策が決定された。全ての夫婦が 2人の子供を生もうという、

それまでと 180 度転換した政策だ。12 月末、直ちに「人

口と計画生育法」が修正され、今度は 2人生むことを奨励

している。各地域でも条例が変えられ、今年一月から全国

で実施されるようになった。全く新しい政策をもって一人

っ子政策が終了したことになる。 

 

 
  

今の中国政府の見解では、「人口問題は中国社会が直面

している全局的、長期的、戦略的問題であり、将来相当長

い期間において中国で人口が多いという基本事情に根本

的な変化はなく、ずっとこの状況が続く。また、経済社会

発展への圧力に根本的な変化もなく、人口と資源環境との

緊張関係においても根本的な変化はない」としている。 

“計画生育”という基本国策は今後も続けるべきだと考え

られており、どれくらい続けるかというと、計画生育委員

会の見方としては、少なくともまだ 20～30 年は続けるだ
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ろうと言っている。今は「全面両孩」で 2人生んでいいと

されているが、全面自由化するのはいつになるかというこ

とに関心が向けられており、それについては、政策当局は、

そのタイムスケジュールはまだないとしている。 

今までの人口政策はいわばハードランディングで非常

に強い手段を講じてきたが、それがソフトになりつつある。

特に最近はそうだ。ソフトランディングになるべきだと思

うが、案外これは早く訪れるかもしれない。この例えは適

切ではないかもしれないが、中国で 1980 年代前半まで続

いていた食の配給制度が有形無実的になくなっている。そ

れに似たような感じで人口抑制も弱まるのではないだろ

うか。今は計画生育部門でも人口抑制より健康や少子高齢

化、福祉に関心が向いている。そう遠くない時期に政策は

ソフトランディング的に変わっていくのではないだろう

か。 

政府の見通しでは、今後、毎年、新生児は 250 万人増え、

2050 年までに労働年齢人口が 3,000 万人増加する。人口

のピークは 2030 年頃で 14.5 億人に達し、その後は減少し

て 2050 年には 13.8 億人になるという。しかし、社会の変

化や意識の変化もあり、厳しいところがあるかもしれない。 

 

国連の予測では、人口規模は 2030 年頃にピークに達し

て14億を超え、その後はだんだん減少し、2065年には12.4

億くらいになるとしている。一方で高齢化率は上昇し、

2065 年には 33％まで上がる。3 分の１が高齢者というよ

うな状態に進むということだ。 

これも国連のデータで、60歳以上と 80 歳以上の高齢者

人口が出ている。現時点でも 60 歳以上は 2 億人を超えて

いるが、2055 年には 5 億人になる。介護問題や社会保障

などは大きな課題になるだろう。また、平均寿命が延びる

ため、80 歳以上人口は 2055 年で 1億 4千万になると推測

されている。建国当初、中国の平均寿命は 50 歳未満と言

われていたが、今では全く違う。一般的に、発展途上国は

経済水準も平均寿命も低く、乳児死亡率は高い。しかし、

中国は他の途上国とは異なる。平均所得は低くても平均寿

命は短くなかったとする研究もあるが、いずれにせよ、今

後、さらに平均寿命は延びていくだろう。2025 年から 2030

年頃には女性の平均寿命は 80 歳を超え、2040 年頃には男

性も 80 歳を超えるものと思われる。今まで数量的問題だ

った人口問題は、少子化が進むことで構造問題へと変わっ

ていくのだ。 

 

 今後、中国は超高齢化社会と人口減少社会に向かってい

く。今までも人口大国ではあったが、膨大な規模の高齢人

口大国になることは明らかだ。急速な人口高齢化と人口減

少は、経済社会の持続的発展に多大な影響を及ぼすと思わ

れる。年金、医療、介護を含むセーフティネットを構築す

ることが喫緊の課題である。 

今後の課題は、 

（１）年金、医療、介護を含む社会保障制度の整備。実

際、中国では社会保障制度が整備され始めた。年金制度や

都市と農村の統合、高額医療費制度もある。特に、農村で

は貧困層のための医療普及の強化が必要だとみられてい

る。介護問題も重要だ。 

（２）年金双軌制問題の解消。中国には、公務員用と企

業用の 2つの年金制度があり、それを双軌制と呼ぶ。ここ

で何が問題かというと、公務員の場合、企業年金の 3倍か

ら 5倍の額をもらうため、格差が開きすぎるというところ

にある。同じ大学を出た同い年の人でも公務員か民間企業

かで、もらえる年金額がまるっきり違うのだ。加えて、公

務員の場合、保険料を払う必要がない。そこで、この 2

つの年金を統合し、公務員にも保険料を負担させる。 

（３）定年年齢の延長と年金支給年齢の延長。これまで

中国では、男性 60 歳、女性 50 歳が定年年齢だった。ただ

し、公務員であれば、女性でも課長職以上は 55 歳とされ

ている。それを延長しようということで、今年中に案を出

すということだ。時間をかけてゆっくり延長させるため、

1年に数か月ずつ延長しようとしている。日本を含めて多

くの先進国が定年年齢を延長している。定年を延長すると

いうことは、年金の支給年齢も先に延びるということだ。 

少子高齢化に伴う課題に対して、財政負担への懸念はあ

るが、今後、このような方向で進められていく。 

 

【質疑･応答】 

（ＪＳＴ 石川フェロー） 

 これより質疑応答としたい。ご質問のある方は挙手を。 

 

（フロア） 

 3 点伺いたい。一つは、高齢化率を全体的に見ると、都

市の高齢化が高いようだが、現況はどうなっているか。二

つ目は、近年の激しい環境汚染－犠牲者の大半は高齢者や

子ども達だが、環境汚染が高齢化率にどのような影響を及

ぼしているのかということ。三点目に、少子高齢化問題の

影響のところで社会経済の発展に圧力があったというこ

とだったが、子どもが少なくなり、大切に贅沢に育てられ

ると、人の教育や倫理観、道徳観など、今後の文化にかな

り影響するのではないだろうか。それは、今後、社会を立

て直すときの産業創出力や都市デザインにも大きく関わ

ってくるようにも思う。それについてはどのようにお考え

か。 

 

（尹） 

 都市の高齢化の状況だが、データでは確かに都市の方が

高齢化率は高い。上海は前から高かった。一方、十数年前、

学生を連れて農村調査に行ったが、農村の人々も高齢化し

ていた。若い人は戸籍を農村に残したまま都市に出てしま

っている。そういった流動人口や農民工は統計に反映され

ない場合もある。農村の高齢化も厳しい。 

 環境汚染については専門ではないので、この問題が直接、

高齢化や高齢者に具体的に関係しているかどうかは分か

らない。 

 最後の件については難しく、私も今後の様子をみていき
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たい。最近はあまり聞かなくなったが、1 人の子どもを 4

人の祖父母と両親が大事にし過ぎたことで、わがままに育

ち、小さな皇帝と呼ばれるようになった。倫理的、文化的

に違うところも出てくるかもしれないが、その辺はなかな

か分かりにくい。私も勉強させてもらう。 

 

（フロア） 

 政策と人口との関係を説明してもらったが、国が一人っ

子政策をやめるといっても、なかなかそう都合よくはなら

ないのではないだろうか。子どもを生むより仕事をしたい

という女性も多くなっているだろう。日本では短時間労働

や在宅勤務、保育園といった育児との両立問題がいろいろ

とあるが、中国では子どもを生むことに対して、どこまで

国が応援しているのだろう。具体例があれば教えてほしい。 

 

（尹） 

残念ながら具体例はない。確かに、政策は変わったが、

おっしゃる通り、実際はそう簡単に生まなくなっている。

若い人の意識も変わったし、中国社会もコストがかかるよ

うになり、2人の子どもが大学に通うのは経済的にとても

大変だ。政策効果が出なければ、早い段階で自由化するか

もしれないが、出生率を下げるのはある意味簡単でも、逆

にそれを上げるのは難しい。ヨーロッパ、フランスで上が

ったといってもほんの僅かだ。今後の成り行きをみていき

たい。 

 

（フロア） 

 一人っ子という環境で育った人が親になって子どもを

持つとき、兄弟/姉妹がいる環境を経験していないので、

一人っ子以外の家族の成り立ちに挑戦しづらいのではな

いかという気がする。そういうことは中国で話題になるか。 

 

（尹） 

一人っ子は協調性が低いということがあるかもしれな

いが、実際には、一人っ子政策に対応するのは 3、4 割程

度というデータがある。ということは、6割以上の人には

兄弟/姉妹がいるということだ。都市部では一人っ子が多

いが、農村では兄弟/姉妹がいる。大分、前の話だが、日

本と中国の小学生が一緒にサマーキャンプに行った時、日

本の子ども達は自分でできることが中国の子どもはでき

なかったと聞いたことがある。中国では小学校の送り迎え

から何から全部、親がやるからだということだった。 

 

（フロア） 

 一人っ子の子どもを亡くした親の問題など、一人っ子政

策の負の部分について政府はどう対応しているのか教え

てほしい。 

 

（尹） 

 農村では、親に対して計画生育扶養手当という、年金の

ような形で経済的に保障するという制度が大分前からで

きている。政策通りに子どもを生んだ親の老後のためにと

いうものだ。 

 

（フロア） 

 4 月に深センに行ったが、地方のお金持ちの親たちが子

どものために土地を買っていた。子どもを留学させたが、

留学先で職が見つからず、経済発展の可能性が高く、環境

も良い深センなどに親がお金を出して新築マンションを

買う。相続税も贈与税もないので、100 平米で 2億くらい

の物件がどんどん売れる。初任給が 10 万に満たない新入

社員がいきなり億ションを持つ。若い人のモチベーション

が失われていきそうで怖い。そういうことが社会問題化し

ないか心配だ。 

 

（尹） 

 一人の子どもにお金をつぎ込むことは先ほどの教育問

題にも関係する。高いマンションがどんどん買われている

のは不思議な現象だ。普通の給料では買えないようなマン

ションなのに買われている。車を買えるような給料ではな

いのに車を買う、そういう現象が起きている。それでも、

一人っ子が成長して競争社会に入れば、生存のために頑張

るかもしれない。 

 

（フロア） 

 労働力の確保という面では、人口政策や戸籍政策はどの

ように考えられているのだろうか。 

 

（尹） 

 政府の見通しでは、3,000 万人の労働人口が増えるとし

ている。労働力人口が減っていく懸念もあるが、戸籍制度

との関係では、戸籍制度の改革をかなり実質的にやってい

る。人口政策は戸籍制度とも関係するので、農村と都市を

分ける二重社会問題をなくそうとしている。農村戸籍と都

市戸籍を区別しないようにと進めている地域もある。未だ

都市戸籍には社会保障という目に見えない価値があると

されているが、今、流動もかなり自由になっているし、戸

籍制度の改革はもっと早く進んでいくと思う。中国では“3

億”というスローガンを出している。その内の１億は農村

人口 1億を都市戸籍に変える、つまり都市化を進めるとい

うことだ。 

 

（フロア） 

 2040 年からは人口が減るという国連の“将来の人口規

模と高齢化率”の表において、ベースとなる出生率は何パ

ーセントか。また、今年から始まった、子どもを 2人生む

政策では、出生率が 2.0 になるように思うが、それでも

2040 年から人口が減るのか。 

 

（尹） 

 人口予測は、低位、中位、高位という 3通りの予測をす

る。低位は出生率が低い場合、高位は高い場合だ。将来の
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ことなので仮定で予測する。国連のデータは中位予測だ。

あくまで予測として、出生率と死亡率を仮定している。将

来、どうなるかは「神のみぞ知る」だが、人口推移は大き

な戦争や流行病などが無い限り、トレンドが分かりやすい。

出生率、死亡率、移動率を考えればよいからだ。ここでの

合計出生率も仮定の数字になる。 

2 番目の質問についても仮定の話だ。政策が浸透すれば、

出生率は勿論、上がるだろうが、現時点では出生率は 2.0

にはならないだろうと考えられている。国連の推計でも

1.8 位だったと思う。今の政策が緩和されて効果があった

としても 1.8 程度だ。高位水域だともう少し高く、ピーク

は少し後になるかもしれない。それでも、今の状況からす

ると 2.0 となるのは難しいと思う。これらはあくまでも仮

定の下の推計だ。 

 

（フロア） 

 現在でも中国は格差社会で、特に農村や都市での格差は

大きい。高齢者に対する年金・医療・介護といったセーフ

ティネットの充実があまり進まなければ、今度は年代別格

差が出てくるのではないだろうか。国内でも子どものため

の移住が増え、その延長線として、富裕層の国外移住が進

んでいる。人口の流出という内圧が高まることが予想され

るが、それについてはどうお考えか。 

 

（尹） 

格差社会は大きな社会問題であり経済問題でもある。中

国の格差は大きすぎる。年金など制度的問題が原因で、公

務員と企業の待遇差が 5 倍もあるというのはたいへんな

格差を生む。それが今、大きな問題になっている。中国は

広くていろいろな民族がいるため、日本では見られないよ

うな不思議な現象が起こっている。 

 

【閉会】 

（ＪＳＴ 石川フェロー） 

 丁度時間となった。これにて本日の研究会を終了する。                
 

（了） 
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2．講演資料 
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