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             表 6 調査別にみた，結婚持続期間別，平均理想子ども数と平均予定子ども数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       出典：国立社会保障・人口問題研究所編 2012 年 『第 14 回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査 夫婦調査の結果概要』7頁。 

 



 12 

 

・ 図 3の年齢別出生率は，「分子」に「ある年齢の女性からうまれた子ども」 

           「分母」に「ある年齢の女性人口」 

                                       ↑ 

                   独身者と有配偶者を含む 

 

 わが国では，表 4で見るように「嫡出でない子の出生割合」は全出生の 2％と低い。 

 つまり，実質的な出生は，「結婚している女性が生んだ子」と「結婚している女性人口（有配偶女性）」からなりたっている。 

 

 

 

            生まれた子ども数               有配偶女性人口 

   出生率 ＝ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶   ×   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

             有配偶女性人口                  女性人口 

               ↓                       ↓ 

            「有配偶出生率」                 「有配偶率」 

            

 

 表 5ならびに図 4をみるとわが国の「有配偶出生率」に大きな変化は見られない。 

 表 6から，夫婦の「理想子ども数」と「予定子ども数」も変化していない。 

 

 上記の式の前項に変化がないとすると，「出生率」の低下は第 2項の「有配偶率」の変化が影響していることとなる。 
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       表 7 女性の年齢（５歳階級）別未婚者割合：1920～2010 年 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出典：国立社会保障・人口問題研究所編 2013 年『人口統計資料集 2013 年度版』。 
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       表 8 男性の年齢（５歳階級）別未婚者割合：1920～2010 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出典：国立社会保障・人口問題研究所編 2013 年『人口統計資料集 2013 年度版』。 
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         表 9  性別生涯未婚率および初婚年齢（ＳＭＡＭ）：1920～2010 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出典：国立社会保障・人口問題研究所編 2013 年『人口統計資料集 2013 年度版』。 

 

 「嫡出でない子の割合」が非常に少ない（表 4）わが国では，女性の未婚者割合の増加（表 7），つまり「未婚化」が「少子化」の主因

と考えられる。「未婚化」が更に進行していけば，「非婚化」（表 9）が進行し，「再生産」に係らない人達が多くなって行く。 

 また，初婚年齢に上昇つまり「晩婚化」に伴う出産年齢の上昇は，「第 3 子出生」を減少させ，ついで「第 2 子出生」へと影響してい

く。平均初婚年齢が「30 歳」に近づいてきており，同世代の約半数の女性は 30 歳以降に「再生産」を行うことになる。「晩産化」が更

に進行していけば，不妊治療が増加していく。 
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                           表 10 平均初婚年齢の推移：1899～2011 年 
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【再考】 

 

1 「少子化」 ← 合計出生率が「人口置換水準（TFR=2.06）」を下回り，継続的に低下すること。 

2 非嫡出児の出生割合は 2％と非常に低い。98％の子どもは両親が結婚してから生まれる。 

3 有配偶出生率は，「1965 年生まれコーホート以降に減少傾向」は見られるが，大きな減少はない。 

                         ↓ 

                     「晩婚化」・「晩産化」の影響 → 「不妊治療」の増加 

                                ↓ 

4 「理想子ども数」，「追加予定子ども数」に大きな変化はなし。「完結出生児数」に若干の低下が見られる。 

5 有配偶女性は「二子規範」を堅持の傾向。 

6 「少子化」の原因は，第一に再生産年齢の女性の「未婚化」，第二に「晩婚化」・「晩産化」といえる。 

7 「未婚化」・「晩婚化」・「非婚化」への変化は 1980 年代半ばからみられる。時代背景，家族の変化が影響か。 

8 「未婚化」・「晩婚化」・「非婚化」の背景には，男女の結婚後の生活に関する考え方，価値観の相違が存在する。 

9 経済的低迷，雇用状況の悪化，男性の収入の相対的悪化が，「結婚相手選択過程」を長期化。 

10 女性にとっては，結婚後や第 1子出産後の就業継続が困難な状況が改善されていない。 

11 男女とも，「結婚市場の変化」を認識 → 男女の初婚年齢の収斂，「片働き」から「共働き」夫婦に。 

                                      ↓ 

12 未婚者が「共働き」をしながら，「家族形成」がしていくことができると感じる環境の整備。 

             ↓ 

13 多様な労働時間，労働環境の整備・導入 → 「育休」，「育短」，「在宅勤務」，「テレワーク」等の導入，普及。 

14 「男女共同参画社会」の実現 → 男性の家事・育児参加，公的機関・地域社会による「育児支援」，「子育て」支援。 

                  企業の「労働慣行」に対する認識の変化。 
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求められる「少子化対策」は，すでに結婚し子どもをもっている人達に対する「次世代育成支援」（「育児支援」や「待機児童問題」，

「子ども手当の増額」など）に政策上の重心をおくことではなく， 

                          ↓ 

              未婚（独身）女性が結婚し家族形成しやすくなる環境の整備 

                           ↑ 

                  結婚後の経済的安定と家族形成環境の確保の両立 

 

      結婚後の経済的安定 → 結婚・出産後の正規雇用の確保と安定，男女の非正規雇用の減少 

 

           家族形成環境の確保 → 伝統的性別役割分業の再考，男性の自立，夫の家事・育児支援，地域社会と連動した育児支援，学

童保育の拡充，「親育て教育」の実施など → 男女共同参画社会の実現 

 

      リプロダクティブヘルスへのサポート → 男女両方の側に対してのリプロダクティブヘルスライツに係る知識・情報の提供

および教育 

                      → 出産年齢の高齢化に伴う不妊治療の支援 

             ↑ 

         国，自治体，企業，地域社会の連携 
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