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　中央大学の阿部でございます。
　本日は、課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業で行ったプロジェクト「少子化対
策の政策検証をどう行ったか」について、お話をさせていただきます。
　本来であれば、研究内容をお話しするのかなということをご期待されている方もいらっしゃるか
もしれませんが、オーダーされているのは、実際、この研究のプロジェクトをどのように推進して
きたのかといったことでございますので、もしかしたら、一部、どのような研究を行ったかという
ことはお話ししますけれども、実際にどういうふうにこの研究プロジェクトを動かしてきたかと
いったことを、まずお話させていただきたいと思います。
　そもそも、この少子化対策というのは、今でも政府が取り組んでいる一億総活躍プログラムとい
うところでも大きな政策として取り上げられているわけですけれども、このプロジェクトを始める
今から３年前には、少子化対策そのものは大事なことだということではありましたけれども、少子
化対策がこのように前面に経済政策として取り上げられることはまだまだなかったかと思います。
そんな中で、今後の日本社会にとって、この少子化対策というのが非常に大事だということを政策
検証したらどうかという話がありまして、このプロジェクトを進めてきたわけです。
　【図１】は、昭和22年から現在までの出生数及び合計特殊出生率の推移です。棒グラフが出生数で、
折れ線グラフが合計特殊出生率になっています。平成26年は、１年間で約100万人出生したわけで

中央大学教授　阿部　正浩

※平成25年度実社会対応プログラム採択
　　研究テーマ「少子化対策に関わる政策の検証と実践的課題の提言」
　　（課題「人口動態を踏まえた日本の国と社会のかたち」）

　本プロジェクトにおける少子化対策の検証は、政府、企業、地方政府の少子化対策を見る３
つのグループとマクロ経済を分析するグループの合計４つのグループによって遂行された。マ
クロ経済を分析するグループによって、少子化対策がマクロ経済にどのような影響を及ぼして
いるかを検証したことは、本プロジェクトの特色のひとつであるといえる。具体的には、新たな
マクロモデルを開発し、シミュレーションがおこなわれた。また、各グループでは、学者や研究
者だけではなく、行政の担当者や一般企業の方などの実務者と協働して研究がおこなわれた。
　検証の結果、少子化の主な原因は出生率の低下であり、これまでおこなわれてきた各分野に
おける個別の少子化対策には一定の効果があることが認められた。
　しかし、依然、出生率の低下は続いており、今後は、政策資源投入の配分コーディネーショ
ンや適切な政策評価の改善が課題であると結論づけられた。
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「少子化対策の政策検証をどう行ったか」
～「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」の実施を振り返って～
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すが、戦後直後は270万人程度、第２次ベビーブームで一番多かったときは210万人ぐらい。相当出
生数が減った昭和41年の丙午（130万）のときよりも現在、出生数は少なくなっています。【図１】
のとおり、出生数、合計特殊出生率ともに、ずっと傾向的に低下・減少してきているといる。この
合計特殊出生率がなぜ低下してきているのか、また出生数、出生率をどうやって回復させていくか、
そのためにどういう政策を行ったらよいのかを、実務者と一緒に研究したものであります。
　プロジェクトは、これまでの少子化対策を、次の４つの観点から包括的に検証していくことを研
究目的にしておりました。少子化対策を積極的に行うことで問題解消するのか。つまり、出生率の
回復につながるのか。これまでの少子化対策が有効だったのか。少子化対策へ配分されてきた政策
資源が十分かつ適当な量であったか。これまで見過ごされてきた対策はないか。これまでの少子化
対策を振り返り、その政策評価を行いながら見ていきました。【図２】
　少子化対策は、大きく３つに分かれると考えています。第一に、少子化対策は、子育て支援や、
それに関連する家族政策が行われていますが、それら家族政策や、子育て支援はどのような効果が
あったかを見ていくこと。第二に、働き方も出生率に影響する可能性がありますので、この働き方
改革を少子化対策の一部と見て、その働き方改革が出生率の回復にどう影響しているかを見ていく
こと。第三に、子育て支援と家族政策は、内閣府や厚生労働省が中心ですが、実務は地方自治体で
行われることが多いので、各地域でどのような少子化対策が行われ、どういう効果をあげているか
も見ていくこと。【図２】の（イ）（ロ）（ハ）と３つありますが、研究目的を達成するため、３つ
のグループに分け、それぞれ少子化対策の効果を見ていったということです。
　さらに、子育て支援、家族政策、働き方改革、あるいは、地域での少子化対策の効果の評価にと
どまらず、少子化対策がマクロ経済にどのような影響があるか、財政や、労働力率、経済成長率に、
どのような影響があるかを総合的に見たことが、我々のプロジェクトの１つの特色と自負しており
ます。マクロ経済への影響を考える上で、具体的に新たにマクロモデルを開発して、シミュレーショ
ンを行いました。

【図１】
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　１つ苦労話をさせていただくとすれば、このマクロ経済へのインパクト、影響を調べるため、マ
クロモデルを新規に開発することをしましたが、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、マ
クロモデルはある意味枯れた技術で、新たに研究をしていこうという若い人たちがほとんどいない。
実際、このマクロモデルをつくったのは私と同い年かそれ以上の人たちばかりで、若い人たちの参
加がなかなか得られなかった。
　マクロモデルの開発は、政策評価する上で必要なツールですが、それを新たに開発するインセン
ティブが研究者側に、なかなかないこともあって、このマクロ経済をやろうと最初に研究計画に書
いたのはよかったものの、実際研究を遂行する段になって、幾つかの問題が起こってきたのは事実
でありました。
　２年半のプロジェクトによって、研究成果として幾つかわかってきたことがあります。それは、
また後で繰り返しますが、少子化対策それ自体は、少子化の抑制に一定の効果があるということは
認められました。しかしながら、【図１】のグラフのとおり、出生率はずっと低下を続けている。
一定の成果はあるが、なぜ少子化は止まらないのか。少子化対策全体としては、出生率には実はあ
まり影響していなかったということです。
　なぜ少子化対策の効果があるにせよ、出生率に影響しなかったのか。原因として幾つかあって、
政策資源投入の配分に問題があるのではないか。つまり、家族分野への政策支出は、依然として対
国内総生産比１％程度。先進国の中でかなり低い。これを仮に２％にすれば、出生率は回復すると
マクロモデルで推計されています。今現在１％のものを２％に増やすことが、実は少子化対策を有
効にする一つの政策資源の配分上の問題としてあることを結論として我々は提言したところであり
ます。
　もう一つは、政策資源の投入のコーディネーションに問題があるのではないか。特に、地方自治
体にこの問題の多くがあるのではないか。簡単に言うと、少子化対策を積極的に行った自治体では、

【図２】
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出生率は上がります。それ自体は良いのですが、出生率が上がるのは少子化対策を積極的に行って
いる自治体の周辺の自治体から、新たに若い人たちが転入してくるということ。つまり、本来であれ
ば、周辺の自治体で出生していたであろうカップルが転出することで周辺の自治体の出生率が落ち、
その代わり転入した自治体の出生率が上がっている。結局は、ゼロサムなので、政策資源をどう投
入していくか。１つの自治体に投入しただけでは、その自治体の出生率は上がっても、周辺の自治
体の出生率は上がらない、むしろ下がる。政策資源をどう投入していくか、きちんとしたコーディネー
ションがないと、日本全体での出生率の上昇にはあまり影響しないのでと議論しております。
　一億総活躍プランでは、出生率を1.8にすると明確に政策として書かれました。実は、政府とし
て目標出生率を立てたのはこれがはじめてのことです。
　今迄は、目標がないにもかかわらず、PDCAサイクルを回さなきゃいけない。つまり、どこまで
やったら100点かわからないまま、少子化対策に資源を投じられてきた。　今回、1.8という出生率
が政策目標として明示されたことで、1.8に届かないとすれば何が問題なのか、これからは少子化
対策の評価が非常にやりやすくなる。
　そもそも、地方政府では、エビデンスに基づいて評価をすることが全く行われずに、少子化対策
をやっている、保育所立てた、保育園に通ってくる人たちが増えた、例えば、そのような評価が行
われていますが、そもそも出生率にどう影響したのか、保育園を、園児の数を増やしたことで、ど
れぐらい出生率に影響があったのかというところまで評価がなされていない問題があったというこ
とが明らかになった。これが、簡単に言えば、我々の研究成果ということになります。
　このプロジェクト実施のため、【図３】のとおり、家族政策など政府の少子化対策を評価するグルー
プ、働き方改革や企業の少子化対策を見るグループ、地方政府の少子化対策を見るグループ、マク
ロ経済分析するグループと、４つのグループに分かれて、研究プロジェクトを遂行してきました。
　今回、課題設定による先導的人文学・社会科学推進事業の、特にこの実社会対応プログラムは、

【図３】
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研究者だけでなく、実務者と協働しながら共同研究を遂行するところに特徴があります。私たちの
プロジェクトでは、厚生労働省や内閣府の少子化対策立案者。後ほどパネルディスカッションに登
壇される中井さんは、当時、厚生労働省の職業家庭両立課長として、本当に実際の政策を担当する
実務家として、協働して研究を遂行してまいりました。
　このほか、実務者との協働としては、新聞記者など、実社会で活躍されている方を招いて研究会
を行ったほか、医師や生物学者の方を招いて、この研究のシンポジウムを開くようなことも行いな
がら、人文学・社会科学だけではなく、少子化に関連する医学、生物学といった自然科学の研究者
とも対話をしながらプログラムを動かしてきました。
　もう少し具体的に、研究内容について、お話しさせていただきます。
　我々のプロジェクトは、そもそもなぜ少子化が起こっているのかというところから始めました。
少子化の背景として、結婚しないことと、結婚しても子どもを産まない・産めないことの大きく２
つに分かれます。日本では結婚と出産は、ほぼセットになっています。それは、出生数に占める「嫡
出でない子」（婚外子）の割合が、1980年で0.8％程度、2010年でも２％程度であることからも明ら
かです。【図４】
　結婚と出産がセットになった上で、なぜ出生率が下がっているのかを考えると、【図４】のグラ
フにもあるように、合計特殊出生率の変化を要因分解すると、薄い灰色部分は、有配偶出生率が下
がったことによる影響、濃い灰色の部分は、有配偶率が落ちたことによって出生率が下がったとい
うことを表わしています。近年になればなるほど、この濃い灰色部分が合計特殊出生率のマイナス
に大きな影響を与えていることがわかります。有配偶出生率は、合計特殊出生率にプラスに影響し
ている。つまり、何を言っているかというと、結婚すると子どもを産んでいらっしゃる方たちがい
て、その人たちが出生率の低下を食い止めている。しかし、そもそも有配偶になる人たちの割合が
どんどん減っている。つまり、少子化は未婚化の問題だということです。

【図４】
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　それでは、なぜ未婚化が起こっているのかを、次の問題として取り上げました。その中で、未婚
化は、女性が「就業」を選択した結果であることがわかりました。結婚と出産が、今、二者択一の
問題になっている。働くことと結婚、あるいは、働くことと出産することが二者択一の問題になっ
ている。どっちかを取ったら、どっちかをやめなければならないと状況になっている。【図５】の
グラフを見ていただくと、1990年の未婚―非未婚。非未婚とは、有配偶の方と離死別の方を含んで
非未婚と呼んでいます。1990年は、未婚の労働力人口25％に対し。非未婚の非労働力人口は32％。
これが2010年には未婚の労働力人口が34％に上がり、非未婚の非労働力人口は22％に減少している。
結婚して働いている方も増えていますが、それ以上に、未婚で働く人たちが増えていることがわか
ると思います。
　昔は、家事手伝いという言葉がありました。未婚の就業していない方々を指したものですが、今
はそれも減って、未婚で働く人たちが増えている。そのことが、労働力人口も増やしていると同時
に、未婚の人たちを増やしている可能性があるということです。就業が未婚化にどう作用するか対
に考えないと、未婚化の問題はなかなか解決しないのではないか。未婚化の問題を解決しない限り、
出生率の回復はあり得ないということになります。
　未婚化が、本当に働き方と関係するかについては、【図５】のグラフをご覧ください。これは、
両立可能性。つまり、保育所の待機児童数や、育児休業利用など、2000年から2005年にかけてどう
変化してきたかを横軸に、縦軸に婚姻率の低下の変化を見ています。これによると、両立可能性が
低いところで婚姻率の低下が大きくなっている。つまり、仕事と家庭の両立可能性が低い地域で婚
姻率が下がり、両立可能性の高い地域で婚姻率の低下幅が小さかった。決して婚姻率が高くなって
いるわけでなく、低下幅が小さかったことで、こういう結果になっている。従って、両立可能性が
進んでも、婚姻率は低下しているという意味で、両立可能性以外の要因が未婚化を促している可能
性があるのですが、両立可能性が低いことで、さらにその変化を増幅している可能性があるという

【図５】
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ことがわかります。
　特に、丸の大きさは人口のボリュームを表わしていますので、大都市部でこの両立可能性が低く、
婚姻低下率が大きかった。人口ボリュームが大きいところで、未婚者の絶対数が増えているという
ことです。未婚化の話は、都市の問題も含めて考えていくことが本来必要だろうと思います。
　【図５】に、未婚化を選択する理由として、結婚よりも未婚の方が期待効用が高いからと書いて
あります。簡単に言えば、働き続けていた方が生涯所得は高くなるということです。もし結婚か仕
事の二者択一だとすると、結婚により仕事をやめると生涯所得を失う。男女の賃金格差が小さいほ
ど、女性にとって、辞めるコストが高くなる。それが未婚化を上昇させてきた大きな理由になって
いる。男女間の賃金格差がなくなることは良いことですが、それによって、未婚化が進んでいる可
能性は高い。それを立て直すには、二者択一にしなければいい。だから、両立可能性が高くなれば、
二者択一問題は小さくなるでしょう。
　既婚者の子どもを産んだときの満足度は、どうなっているのでしょうか。そこに問題ないのか。
子どもを産んだときの満足度、子どもの数が親の生活満足度にどう影響しているかを見ていきま
しょう【図６】。先ほど、出生率の低下は未婚化と、既婚者の出生率の低下に分けられるのではな
いか申し上げました。ここでは、既婚者の出生行動と満足度。これは、世界全体の出生率から調査
されているものがありまして、これを使って調べてみました。子育て費用の男女間の違いを分析。
つまり、男親と女親で生活満足度に与える影響はどう違ってくるか。さらに、伝統的な家族制度の
国、具体的に言えば、男は外で働き、女は家の中で家事をするというタイプの国と、そうでない非
伝統的な家族制度の国に分けて、満足度の違いというのを調べてみた。
　わかったことは、伝統的な家族制度の国。日本もこれにあたりますが、結婚して子育てする費用
が、女性にとって非常に高くついている。それはなぜかというと、子ども数が女親の満足度に与え
る影響は非常に少ない。だから、子どもを持つ満足度は下がっている。特に女性で。男性はフラッ

【図６】
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トです。ところが、非伝統的な家族制度の国では、女性の子育て費用は低く、満足度が高い。先ほ
どの未婚化のところで、両立可能性が高ければ、未婚化にあまり影響されないだろうという話をし
ました。しかし、既婚者についても両立可能性が、女性の子育て費用を低くし、より子どもを持つ
方向へと影響を与えている可能性が高いことがわかりました。今の日本は、伝統的な家族制度の国
ですので、子ども数が満足度にはマイナス、子どもを持てば持つほど生活満足度は下がることがわ
かりました。この連鎖を絶ち切らないと出生率は上がっていかない。
　その鍵として、１つは、仕事と家庭の両立可能性にあるのではないか。そこで、【図７】のとおり、
企業の両立支援が有効だったかを見てみました。そうすると、我々は「子育てをする企業」と呼び
ましたが、そうした企業では、子どもを産んだ後も就業を継続している女性が多い。子供を出産し
た後も就業を継続する女性が多い企業の比率は、2006年は47.6％だったものが、2014年は72.9％へ
と上昇している。つまり、未婚の女性も沢山いますが、出産した後も子育てしながら就業を継続し
ている女性も大きく増えている。
　出産後も女性が就業を継続するのは、企業が行った両立支援の効果がかなり影響していた。ただ
これは、企業が新しく制度を導入した影響ではなく、制度を上手に運用する企業が増えた。両立支
援制度を使う企業が増えた。あるいは、従業員が使えるような制度にしてきた。そうしたことが、
この就業を継続する女性を増やしてきたということです。
　出産・育児に関わる支援制度は、かなり充実してきている。このことからも、企業の両立支援は
有効といえる。ただ問題は、多くの企業でうまくできているかは、まだまだわからない。今回使っ
たデータではこのような結果が得られましたすが、全体としてどうかは、まだまだわからないとこ
ろもあります。

【図７】
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　次は、地方政府の話です。【図８】のとおり、都道府県別の合計特殊出生率を日本地図上に書くと、
1990年には、1.7以上の赤いところ、あるいは、1.6～1.7の薄いピンクのところがかなり散見されて
いました。ところが、2010年になりますと、赤いのは九州の一部ぐらいで、ほぼ大部分は1.4以下
や1.4未満にまで出生率は下がっています。つまり、出生率の低下は、全国的に見られる。しかし、
この間も地方政府はずっと少子化対策をやってきている。そこで、地方政府、自治体の少子化対策

【図８】

【図９】
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は効果があったかについて、ヒアリング調査を実施しました。調査対象は、【図９】にある機関です。
　ヒアリング調査をしたところ、出生率が比較的高い自治体の一つの特徴として、企業が立地又は、
そのベッドタウンなど、地域経済に活力があり、雇用状況が良好であることがありました。子育て
対策というより、もともと活力がある地域だった。さらに、もう一つは、比較的手ごろな価格の住
宅供給が多い場所。若い人たちが住みやすく、経済的にもそこそこ豊かな地域で出生率が高かった。
そうした自治体に子育て支援はどう影響したのかヒアリングしても、「いや、一所懸命、色々なこ
とをやってます」と言います。では、それはどう効果があったかを聞いても、「それはわからない」
となる。効果の検証がなされている自治体は、実はなかったんですね。
　これを踏まえ、【図10】のとおり、市区町村の少子化対策の効果をはかるため、2005年当時に結婚・
出産・子育て支援を幅広く実施してきたか、アンケート調査を実施しました。その結果が現在、ど
う影響しているかを見ると、昔から一所懸命やってきた市区町村では、TFR（合計特殊出生率）
の変化率が有意にプラスだった。つまり、結婚・出産・子育て支援を以前からやってきた市区町村
では、TFRの変化率にプラスの影響を与えていた。ただし、この効果は人口５万人以上の市区町
村に限られ、５万人未満の市区町村では、こういった効果は見られなかった。
　もう一つは、保育園を作った、出産のお祝い金を出した、あるいは、見合いパーティーとか、個々
の政策のみで有意な効果はあまりみられなかったということ。つまり、個別政策よりも政策パッケー
ジで少子化対策や、幅広い若者・子育て世代に対する支援が大事だということです。
　更にもう一つわかったことは、転出者率が有意に減少し、総人口変化率が有意にプラスである。
つまり、転入者が増えているということです。特に若い転入者が増えていた。地方創生の効果とは、
企業誘致が、特に人口規模が大きい自治体において増加傾向にあって、企業誘致によって創出され
た雇用者数が大きいほどTFRの変化率が有意にプラスで、同じように、転出者率を有意に抑制す
る効果もあったということです。

【図10】
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　つまり、この２つを見ると、少子化対策と企業誘致の出生率に与える効果、あるいは、人口の増
加に与える効果に類似点があったということです。ただ、企業誘致により総人口が増加したわけで
はないので、総人口の増加には、結婚・出産・子育て支援の効果の方が大きかったということにな
ります。これは、先ほど申し上げたように、Ａという市町村が少子化対策を一所懸命やった。その
ことで、Ａの周辺市町村のＢ、ＣからＡへ転入したということ。転入したＡで人口や出生率は上昇
しても、Ｂ、Ｃでは人口も出生率もマイナスになるといったことが起こっていたということです。
　マクロモデルは、簡単に言うと、人口推計モデルをつくって、ここと労働市場のマクロモデルと
のやりとりをしてやりました。ファイナルテストと言っていますが、これは出生率に関して、実際
モデルを動かす前に、内挿テストと言いますが、1980年から2014年のデータを使ってこのモデルを
推定しています。推定している期間の間で実際にシミュレートしたTFRと、実際の青いTFRの動
きは、どのくらい近似しているか、誤差が少ないかを見たものが【図11】です。すると、あまり誤
差は大きくない。特に、今回、我々のモデルでは通常、この青い線が下がって、2005年で反転して
上昇するのですが、この反転するところを追いかけるのが難しい。しかし今回、我々がつくったモ
デルでは、この反転をうまく追従でき、比較的いいマクロモデルができたと考えています。
　【図12】では、ベースラインの経済成長率が、少し高めとのご指摘もあるかもしれませんが、内
閣府の「中長期の経済財政に関する試算」のベースラインケースを使って、児童家庭給付費を1.2％
から２％に上げたケースを見てみました。これは経済成長もかなりよい状態の前提ですが、出生率
は2.1まで回復することがわかります。また、シミュレーション２の経済再生ケースの場合（児童
家庭給付費は1.2％のまま）で、1.95になります。シミュレーション１のベースラインケース（児童
家庭給付費は1.2％のまま）で、1.77になります。
　これは経済成長そのもの。2005年に内閣府が出された「中長期の経済財政に関する試算」が、そ
もそも高いので、このような結果になっている可能性はありますが、一番重要なのは、児童家庭給

【図11】
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付費を1.2％から２％にしたときのギャップ。出生率を上げるうえで、児童家庭給付費を上げるこ
とが大事ということであります。
　これまで、ご説明してきた幾つかの研究成果をもとに、【図13】のように、政策的なインプリケー
ションとして、個々の少子化対策は一定の効果があるものの、出生率は下がったままなのは、政策
資源投入の配分や、コーディネーション、そもそも政策評価が不十分であったことが問題としてあ

【図12】

【図13】
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るのではないか。逆に言えば、このようなことが、うまく展開されれは、出生率は回復していくの
ではないかと提言しております。
　研究者が真摯に研究をやっても、一般の皆様が研究論文を読むことは、殆どないと思います。し
かし、今回は実社会に対して提言していくことが望まれていましたので、この３月末に本として纏
めました。２年半の研究期間で本までつくることは大変でしたが、そもそもこのようなことをしな
い限り、実際、少子化対策がどのように行われ、効果があるかないかを世間の人々に知らしめると
いうことはなかなか難しいとも思っていました。
 論文を１カ所に集めて、わかりやすくなったかわかりませんが、ぜひ、お手に取ってごらんいた
だければ思います【図14】。
　ご清聴いただき、ありがとうございました。

【図14】
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