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訳文要約 日本の人口減少
日本の人口はついに頭打ちになって ２００５年に人口減少社会に入った
これは政府予想より２年早い これは出生率低下に加えて ０５年の死亡者数が出世医者より
１万人多かった 出生率は０３年に日本史上最も低い１．２９％以下を記録した
以降同じように見えるが小数点３桁目を４捨５入したもので 減少は止まっていない
出生率は１９９７年から１．３人を維持してたが１．２９％に落ちて国中に心理的ショックを与えまし
た 政府関係者は出生率を引き上げる対策が必要だと考えています
少子化が進めば景気が冷え込み 年金など社会保障の財源を悪化させることになる

注 出生率１．２９が続くと西暦３３００年には人口が０になる
今から２００年後には人口が１千万人を切り ７-８百年後には人口は１７００人以下になる
人口減少を食い止めるには男女２人で次世代の男女２人を残すことが必要です
「人口置換水準」 では出生率は２．１人です
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１ わが国の人口推移
平安時代 ５５０万 １６００年 １．２百万 １７００年 ３．１万
明治元年 ３４００万人 大正元年 ５１００万人 昭和元年 ６１００万人
平成元年 １２３０万人 現在 １２８０万人
人口は減少傾向へ突入 ２００９年 出生者 １０８７千人 死亡者 １１４６千人 自然減 ６万
昨年は自然減が２０万人
２ 世界の人口 ２０１０年
６９億人 先進国 １２億人 途上国 ５７億人
アフリカ １０億 アジア ４１億 ヨーロッパ ７億 ラテンアメリカ ６億 北アメリカ ３．５億
３ 人口の多い国
２０１０年
中国 １３億
インド １２億
アメリカ ３億
日本 １．２億
インドネシア２．１億

２０５０年
インド １６億
中国 １４億
アメリカ ４億
日本 １億
インドネシア ２億９千万

４ ６５歳以上人口の推移
２０１０年
日本 ２３．１
ドイツ ２０．５
アメリカ １３，０
スエーデン １８．３
デンマーク １６．７

２０５０年
日本 ３９．６
ドイツ ３２．５
アメリカ ２１．５
スエーデン ２４．５
デンマーク ２３，８

人口構成は１９５０年 三角型
５

２００５年 ひし形

２００５年以降人口減少始まる
２００５年 １．２８億
性比 ９５．３
２０１０年 １．２７億
９４．７
２０２０年 １．２２億
９３．３
２０３０年 １．１５億
９１．４
２０５０年 ９千５百万
９０．９

２０５０年

逆三角型へ変化する

（女性１００）

６ わが国の将来推計人口 年令構造 ２００５年ー２０５０年
０-１４歳
１５-６４歳 ６５歳以上 平均年齢
２００５年 １３．８
６６．１
２０．２
４３．３歳
２０１０年 １３．０
６３．９
２３．１
４５．１歳
２０５０年 ８．６
５１．８
３９．６
５４．３歳
７ 出生率 １０００人当たり年間出生数
アフリカ ４０人 南アジア ２５人 北米 １５人 西欧 １１人 日本 ７人
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かって 「武器の無い島」だった沖縄が、あのナポレオンを驚かせたという話がある
１９世紀初めに英軍艦が琉球諸島周辺を航海した 帰途セントヘレナ島へ寄港し 流刑の身の
元皇帝に艦長が会ったという 沖縄には武器が無いという話をナポレオンは理解できなかったそう
だ
「武器が無くてどうやって戦争をするのだ」 「いや戦争というものを知らないのです」
「太陽の下そんな民族があるはずが無い」 一月一話 岩波書店
だが その島は明治以降変貌する 日本の近代化に呑み込まれ ついには太平洋戦争末期の
沖縄戦にいたる 「あらゆる地獄を集めた」米軍報告書 ２０万人を超す命が消えた
今日「慰霊の日」を迎える 激戦地だった本島南端に「平和の礎」がある 民と軍の犠牲者名が
国籍にかかわらずその名が刻まれている 一日祈りに包まれる 首相も参列するが沖縄の方はな
んと思うだろうか 普天間移転問題はもはや頓挫です
意志も能力も歴史認識も民主党政権は無い
「世界一危険な基地」はおそらく密集の街に居座り続けるだろう
沖縄の苦難に寄りかかる日米安保に いま過疎地に原発を任せた繁栄が重なります
耳を澄ますべき声が あちこちから湧き出す

雑談 人口１３８２千人 人口は自然 社会増加傾向 ６５歳人口は１７．５％ 全国２２．７％
沖縄にはアメリカ文化を取り込んだチャンプルー文化がある
アイスワラー スパゲイリー トゥナー セブナップ トウエニーフォリー
１９４５年１１月収容所が解放 １９７２年本土復帰 唐 大和 アメリカ 大和
３つの世代を経験してきた ウチナー英語 ウチナーと大和 田舎のいとこ 等といわれた

