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地域別将来人口推計結果（2013年 3月公表）に対する一考察　
──東日本大震災を踏まえて──
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I.　は じ め に

2013年 3月に，国立・社会保障人口問題研究所（社
人研）が「日本の地域別将来推計人口」を公表した1）。
社人研の将来推計はおおむね 5年ごとに行われ，今回
の推計は，2010年の国勢調査を基に，2015年から
2040年までの都道府県および市区町村人口の将来推計
が行われたものである。
ところで，今回の推計は，2つの点において注目さ

れる。
最初の注目点は，今回の推計が 2011年 3月 11日に

発生した東日本大震災以降，初めて公表された国立研
究機関の推計であり2），震災の影響が推計結果，とり
わけ被害の大きかった東北地方の太平洋沿岸部の将来
推計人口にどの程度影響を与えているかということで
ある。
もう 1つの注目点は，推計の順序が変わったことで
ある。従来の地域人口推計では，まず都道府県の将来
人口推計が行われ，それを踏まえて市区町村の将来人
口推計が行われた。しかし，今回は市区町村の将来人
口推計のみを行い3），都道府県の推計人口は，各都道
府県内の市区町村の推計人口を積み上げた数値とする
手法がとられた。
本稿では，東北地方を対象に，この 2つの観点から
社人研の「地域別将来推計人口」を考察することを目
的とする。具体的には，前者では，東日本大震災を踏
まえた，推計結果の短期的解釈と長期的解釈について
議論する。また，後者では，推計の順序の変更による，
結果の精度について議論する。

II.　推計結果の短期的解釈と長期的解釈

東日本大震災による東北地方の死者・行方不明者数
は，2013年 12月 10日時点で 18,461人に達する4）。こ
れは，2010年国勢調査の東北地方人口の 0.20%に相

当する。特に，地震に伴う津波の被害が甚大であった
岩手県では 0.44%，宮城県では 0.46%となっている。

1994年に発生した阪神・淡路大震災による兵庫県の
死者・行方不明者数が 6,402人5）で，これを 1990年国
勢調査の兵庫県人口で割ると 0.12%になることから，
東日本大震災による東北地方の人的被害がいかに大き
かったかが分かる。
さらに市町村レベルで見ると，宮城県女川町

（8.64%）6）や岩手県大槌町（8.41%）7）など，津波で甚
大な被害を受けた太平洋沿岸部では，人口の 1割弱が
失われた自治体もある。
　1.　2010年からの人口減少率
第 1図は，東日本大震災による短期的な人口動態と

長期的な人口動態を比較するため，福島県を除く東北
地方の市町村について，2015年推計値と 2040年推計
値の，2010年国勢調査からの人口減少率を示したもの
である。
これを見ると，2010年から 2015年では，東日本大
震災による人的被害，また，震災後の市町村外への避
難住民の存在を反映する形で，太平洋沿岸部を中心に
人口減少率が高い市町村が目立つ。
一方，2010年から 2040年では，人口減少率が著し

く高い市町村は，太平洋沿岸部だけでなく東北地方全
体に広く分布している。
つまり，短期的な将来人口推計では東日本大震災の

影響が色濃く表れているものの，長期的な将来人口推
計では東日本大震災の影響が薄れ，人口減少は東北地
方全体において深刻化していくものと考えられる8）。
　2.　被災自治体と他自治体の比較
前節についてもう少し具体的に議論するため，東日

本大震災で直接的な被害を受けた自治体と他の自治体
の，将来人口の推移を比較したものが第 2図である。
これを見ると，福島県を除く東北 5県の 168市町村

で，2015年推計人口の対 2010年人口比が下位 3位で
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ある宮城県女川町，山元町，岩手県大槌町は，いずれ
も東日本大震災による直接的被害が大きかった太平洋
沿岸部の自治体であり，3町とも，2015年には 2010

年から 20%以上人口が減少すると予測されている。

しかしながら，女川町と山元町では，2020年には一転
して人口が増加に転じており，大槌町も減少が鈍化し
ている。
この反動について，社人研では「2015年の推計人口

は，阪神・淡路大震災や奥尻沖地震など，過去に起き
た大規模地震による被災自治体の人口の動きを参考に
推計を行ったが，2020年以降は通常の手法による推計
を行った」という趣旨の説明をしている9）。また，そ
のような手法で推計を行った結果，反動が生じたこと
については，「現象として，町外に避難していた人が
ある程度戻ってくる傾向を示すものと解釈される」と
している10）。
一方，2040年人口の対 2010年比の落ち込みが下位

3位である青森県今別町，外ヶ浜町，深浦町は，いず
れも津軽半島もしくは日本海沿岸部にあり，東日本大
震災による直接的被害はほとんど受けていない。しか
しながら，社人研の推計では，2040年には 3町とも
2010年の半分以下に人口が減少すると予測されてい
る。
つまり，短期的には，東日本大震災の影響を直接的
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第 1図　2015年と 2040年の，2010年からの人口減少率
　　　　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」に基づく

第 2図　将来推計人口の推移の比較（2010年＝ 100）
　　　　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域

別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」に基
づく
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に受けた自治体の人口が大きく減少するものの，長期
的には，東日本大震災の影響を直接的には受けていな
い自治体でも，震災の影響を直接的に受けた自治体以
上に人口が減少するところが出現するのである。この
ことからも，将来人口に与える東日本大震災の影響は
次第に薄まっていく様子を観察することができる。
　3.　従属人口指数の動向
次に，将来的な人口構造の変化として，従属人口指
数を取り上げる。従属人口指数は，生産年齢人口（15

～64歳）に対する，年少人口（14歳以下）と老年人
口（65歳以上）の合計で算出される。すなわち，生産
年齢人口に対する年少人口と老年人口の相対的な大き
さを比較し，生産年齢人口の扶養負担の程度をあらわ
すための指標として用いられる。
第 3図は，前節で取り上げた被災 3町（宮城県女川

町，山元町，岩手県大槌町）と，2040年の従属人口指
数が高位である青森県外ヶ浜町，今別町，岩手県西和
賀町の 3町の推移を比較したものである。なお，高位
3町は，いずれも東日本大震災の直接的被害はほとん
ど受けていない。
これを見ると，高位 3町は，すでに 2010年時点で
被災 3町の指数を上回っており，中でも今別町と西和
賀町は指数が 100を超えている。
将来推計においても，高位 3町と被災 3町の格差は
むしろ広がる傾向にあり，2040年の従属人口指数は，
最も高い外ヶ浜町で 185と，生産年齢人口が，その 2

倍近い非生産年齢人口（年少人口 +老年人口）を支

える状況となる。
一方，被災 3町の中でも，女川町と大槌町の 2015

年の従属人口指数は，福島県を除く東北 5県の 168市
町村の平均値を下回っており，女川町は 2040年にお
いても平均値を下回っている。
県単位で見ても，東北 6県で 2040年の従属人口指

数が最も高いのは，東日本大震災の直接的被害が比較
的小さかった秋田県（109）であり，同じく青森県（101）
がそれに続く。これに対し，東日本大震災で甚大な直
接的被害を受けた太平洋沿岸部の市町村を含む宮城県
は 85，同じく岩手県は 97である。
従属人口指数の高まりは，生産年齢人口の減少によ

る地域経済の停滞や，高齢化による社会保障・社会福
祉の負担増加といった人口オーナスを引き起こす。そ
して，短期的に見ても長期的に見ても，地域の人口オー
ナスに対する東日本大震災の影響は，さほど大きくな
いと指摘されうる。

III.　推計の精度

もう 1つのテーマとして，本推計における「順序の
変更」について検討したい。
　1.　順序の変更の意義
これまでの地域別将来人口推計は，まず日本人口の

将来推計をベースに都道府県人口の将来推計が行わ
れ，さらにそれをベースに市区町村人口の推計が行わ
れていた。各都道府県人口の推計値の合計は，日本人
口の推計値と合致しなければならないので，もし合致
しなければ，都道府県人口の推計値の補正が行われた。
同様に，各都道府県を構成する市区町村人口の推計値
の合計は，各都道府県人口の推計値と合致しなければ
ならないので，もし合致しなければ，市区町村人口の
推計値の補正が行われた。つまり，これまでの地域人
口の推計値は，都道府県においては 1段階，市区町村
人口においては 2段階の補正を経て得られた結果で
あった。
今回の推計では，日本人口の将来推計をベースに市

区町村人口の推計が行われ，各市区町村の推計値の合
計が日本人口の推計値と合致しなければ，市区町村人
口の推計値を補正する方法がとられた。都道府県人口
の推計値は，各都道府県を構成する市区町村人口の合
計であり，実質的に都道府県人口の将来推計そのもの
は行われていない。したがって，今回の地域人口の推
計値は，都道府県も市区町村も 1段階の補正を経て得

第 3図　従属人口指数の将来推計値の比較
　　　　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域

別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」に基
づく
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られた結果となっている。

　2.　推計の精度検証
市区町村別の将来人口推計が初めて行われたのは，

2000年国勢調査人口を基準とした「2003年 12月推計」
で，今回の推計は 3回目となる。そこで，福島県を除
く東北地方の市町村について，2003年 12月推計にお
ける 2010年の推計人口と，2010年国勢調査の人口を
比較して，両者の乖離率を検証した。対象としたのは，
東北 5県の 168市町村のうち，2000年から 2010年の
間に市町村合併が行われていない 113市町村である。
検証の結果，乖離率の絶対値が 1%未満である市町
村は 18で，全体の 15.9%であった。一方で，乖離率
の絶対値が 5%以上である市町村は 33と全体の 3割
弱を占め，10%以上乖離している町村も 5つあった。
また，113市町村のうち 100市町村の乖離率はマイナ
スであり，大半の市町村で推計値よりも下振れしてい
た。なお，乖離率の絶対値と，市町村の人口規模や人
口動態との相関はまったく見られなかった。
すなわち，東北地方に関して言えば，比較的推計精
度の高い市町村が存在する一方で，10年後の推計人口
がすでに 5%以上乖離している市町村も 3割に達する。
乖離率は，推計年次が遠くなるほど大きくなると推測
されるので，2段階の補正を経て得られたこれまでの
市区町村推計の精度には自ずと限界があったと考えら
れる。
その意味でも，今回の推計で市区町村人口の補正が

1段階減ったことから，精度の向上が期待されうる。
　3.　さらなる精度向上についての議論とその課題
社人研の推計結果は，行政の政策や企業のマーケ

ティング活動などに広く活用されるため，推計値と実
績値に乖離が生じることは必ずしも好ましい状況とは
いえないだろう。それゆえ，現在の推計手法であるコー
ホート要因法に加え，社会経済要因なども考慮した，
より精緻な推計を求める意見は根強い（小椋，1998 ;

鈴木ほか，2003など）。
しかし，社人研の推計は人口学のスタンダードな手
法を用いて行われており，恣意が入ることはない。ゆ
えに，推計結果は極めて高い客観性を持つ。そこに，
社会経済の関連指標を組み込んだ場合，指標を選定す
る段階ですでに恣意が入ることになり，推計結果の客
観性が著しく損なわれる恐れがある（金子・三田，
2008）。このこともまた，国の統計という性質上好ま

しい状況とはいえない。
そもそも，社人研の人口推計に対するスタンスは，
現在の社会経済の情勢が今後も変わらないとすれば，
将来的にこういう結果になるという道程を示すものと
考えられ，「当てる」ことが一義的ではない。むしろ，
推計値と実績値に乖離が生じた場合，それは，社会経
済の情勢の動きに地域が十分対処できなかった結果で
はないかとも考えられる。

IV.　お わ り に

本稿では，2013年 3月に社人研が公表した「日本の
地域別将来推計人口」について，2つの注目点から考
察を行った。
まず，本推計が，東日本大震災後に公表された初め
ての公的データであることから，震災の影響が東北地
方の推計人口にどの程度反映されているかを検証し
た。その結果，短期的には直接の被災地を中心に，東
日本大震災の影響が大きく表れるものの，長期的には
その影響は薄まり，人口減少やそれに伴う人口オーナ
スは，東北全体に共通する深刻な問題としてとらえる
必要があることが明らかになった。
次に，本推計は，市区町村の推計データの積み上げ

が都道府県人口の推計データになるという，従来とは
異なる順序で行われたことから，議論されてきた推計
の精度について検証した。そして，過去の推計では推
計値と実績値には無視できない乖離が見られるもの
の，本推計での順序の変更によって精度が向上する可
能性があること，また，精度を問題視するよりはむし
ろ，推計結果を踏まえて各地域がどのような人口政策
を行うかが重要であることを指摘した。
本稿の内容がややオムニバス的なものになった感は
否めないが，今後も東北地方の将来人口について多方
面から議論していく契機となれば幸いである。

付　　　記

本稿の骨子は，2013年度日本人口学会第 1回東日本
地域部会の一般公開シンポジウム「東北地方の将来人
口」（東北学院大学）において発表した。

注

 1）　2013年 3月 27日にインターネットで公表され，
同年 12月 25日に報告書『日本の地域別将来推計人口
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─平成 22（2010）～52（2040）年─（平成 25年 3月
推計）』が刊行された。

 2）　研究者による人口推計は，出口（2012），林・齋藤
（2011），などが行っている。

 3）　福島県については，原発事故の影響で全住民が自
治体の外へ避難しているところも存在することから，
福島県全体を 1つの自治体（市区町村）とみなして推
計を行っている。

 4）　警察庁緊急災害警備本部，平成 23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置，http://
www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf（2014 年
1月 8日閲覧）

 5）　兵庫県，2008，阪神・淡路大震災の被害確定につい
て，http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa20/pa20_000000015.html
（2014年 1月 8日閲覧）

 6）　宮城県，被害状況一覧表，http://www.pref.miyagi.
jp/uploaded/attachment/236710.pdf（2014年 1月 8日閲
覧）より算出。

 7）　岩手県，平成 25年 12月 31日現在の人的被害・建
物被害状況一覧，http://www.pref.iwate.jp/～bousai/（2014
年 1月 8日閲覧）より算出。

 8）　県レベルでも，福島県を含む東北 6県のうち，
2040年人口の対 2010年比の落ち込みが最も大きいの
は，震災による人的被害がほとんどなかった秋田県（対
2010年比 64）であり，次いで青森県（対 2010年比
68）となっている。

 9）　2013年度日本人口学会第 1回東日本地域部会の一
般公開シンポジウム「東北地方の将来人口」（東北学
院大学）での発表者の報告に基づく。

10）　社人研への筆者ヒアリングによる。
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