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• 超高齢社会の現実

－世界の中の日本ー
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■各国の平均寿命の推移
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歳

出典：University of California, Berkeley and Max Planck Institute for Demographic Research,
Human Mortality Database, 

日本:厚生労働省「簡易生命表」



■高齢化率が７％および１４％に到達
した年次とその倍加年数

高齢化率７％ 高齢化率14％ 倍加年数

韓国 1999年 2017年 18年

シンガポール 1999年 2019年 20年

日本 1970年 1994年 24年

イギリス 1929年 1975年 46年

オランダ 1940年 2005年 65年

アメリカ 1942年 2014年 72年

スウェーデン 1887年 1972年 85年

フランス 1864年 1990年 126年
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」2013



■世界全体の高齢化率
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出典：UN World Population Prospects, 2012 revision



■途上国の問題

年 世界全体（千人） 途上国（千人） 割合（％）

２０１０ ５３０,５０７ ３３１,０７０ ６２．４

２０３０ ９７３,０９３ ６８２,４１８ ７０．１

２０５０ １,４８９，５７０ １,１５３,３８４ ７７．４
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出典：UN World Population Prospects, 2012 revision



■BRICS諸国の課題

• R（ロシア）の課題

＊共産主義国家崩壊による社会的混乱

により特に男性の平均寿命短縮

＊長年の社会主義体制下で身についた

「お上にお任せするという意識からの

変革」が最大の課題
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■BRICS諸国の課題

• C（中国）の課題

＊一人っ子政策推進による少子高齢化が

最大の課題
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■アジア諸国の課題
• ベトナムなど、高齢化のスピードが日本より早い

国が誕生する

• 高度経済成長と高齢化がほぼ同時、あるいは経
済成長が一歩先を行く状況だった日本とは逆の
現象

• 経済成長に伴う伝統的家族や地域の扶養シス
テムの崩壊と社会保障制度の確立がどのような
タイムラグで生じてくるのか。
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■先進国の課題

• 75歳以上高齢者の激増にどう対応するか

• 75歳以上の特徴

＊多様性

＊女性の課題

貧困と自立を支えるサポート体制
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■国連の取り組み

• 1982年「第1回高齢化に関する世界会議」

（ウィーン）

⇒高齢化がもたらす経済・社会・文化的

影響への考慮

• 1999年 「国際高齢者年」

⇒人口高齢化が、すべての世代にとっての

恩恵となりうることを
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■国連の取り組み

• 2002年「第2回高齢化に関する世界会議」

（マドリッド）

⇒高齢者を社会の資産・資源と認識すること

21世紀の高齢者は、社会から庇護され労われ
る存在ではない。

高齢者こそが社会の担い手になるべき
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• 日本の高齢者を

取り巻く状況
－少子高齢社会の将来像－
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■平均寿命と健康寿命

男女計 男性 女性
平均寿命
(2011)

83歳（1位） 79歳（12位） 86歳（1位）

健康寿命
(2007)

76歳（1位） 73歳（2位） 78歳（1位）
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WHO World Health Statistics 2013
WHO World Health Statistics 2010



■百寿者の数の推移
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住民基本台帳による都道府県からの報告（～2012）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2012）（2013～）

1963年
153人



■平均寿命の推移と将来推計
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■平均寿命が延びた要素
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■高齢化の推移と将来推計
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1997年



■日本の平均年齢
年 平均年齢

1955年 23.6歳

1975年 30.4歳

1995年 39.6歳

2015年 46.5歳

2035年 52.5歳

2055年 53.4歳
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出典：UN World Population Prospects, 2012 revision



■高齢社会対策大綱（2012年9月）

＜５つのポイント＞
◆全員参加による社会の構築

◆「人生90年時代」に対応できる社会の構築

◆世代循環型社会の構築

◆住民により支え合う地域社会の構築

◆高齢者向け市場の活性化により安心で
快適に生活できる社会の構築
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■社会の担い手としての高齢者
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％

OECD, Stat Extracts, 2011

65歳以上高齢者の労働力率



■地域包括ケアシステム
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■一人暮らし高齢者

• 日本 ：23％

• アメリカ ：45％

• イギリス ：54％

• フランス ：53％
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日本：厚生労働省「国民生活基礎調査」2009, アメリカ：U.S. Census Bureau, Current Population Survey Report 2009, イギリ
ス：Office for National Statistics, general lifestyle survey 2008, フランス：Insee, exploitaions principales 2008
＊フランスは65~79歳、日本、アメリカ、イギリスは65～74歳



■65歳以上の者のいる世帯

• 2011年
単独世帯 ２４．２％

夫婦のみ世帯 ３０．０％

三世代世帯 １５．４％

親と未婚の子のみ世帯 １９．３％

その他 １１．２％

平成22年 厚生労働省「国民生活基礎調査」
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５４．２％



■65歳以上の者のいる世帯

• 1986年
単独世帯 １３．１％

夫婦のみ世帯 １８．２％

三世代世帯 ４４．８％

親と未婚の子のみ世帯 １１．１％

その他 １２．７％

平成22年 厚生労働省「国民生活基礎調査」
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３１．３％



• 納得できる旅立ち

のために
－正確な情報による自己決定－

• 納得できる旅立ち

のために
－正確な情報による自己決定－
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■終末期の医療と看取り
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死亡の場所別にみた死亡割合



■死亡場所の推移
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厚生労働省「人口動態調査」２０１１



■人生の最終段階に関するアンケート調査

◆対象：20歳以上の男女
◆回収数：800
◆回答者の属性：

◇性別 男性 34.5% 女性65.5%
◇年齢 50代以下 26.7％

60代 38.9％
70代 30.0％
80代以上 4.4％
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■人生の最終段階に関するアンケート調査

◇家族構成
一人暮らし 12.6％
夫婦2人暮らし 40.1％
息子と同居 11.5％
娘と同居 10.0％
2人以上の子どもと同居 2.8％
親と同居 6.2％
三世代同居 14.3％
その他 2.4％
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■人生の最終段階に関するアンケート調査
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Q1 自分の人生の最終段階について考えている（％）



■人生の最終段階に関するアンケート調査
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Q3 人生の最終段階について考えていること（％）



■人生の最終段階に関するアンケート調査

33

Q4 考えていることを書式にしている（％）



■人生の最終段階に関するアンケート調査
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Q8 最期を迎えたい場所（％）



• 残された課題は何か• 残された課題は何か
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■ヨーロッパ
• 自分たちで作り上げた民主主義の国

⇒良き市民社会への当事者としての努力

• 時間をかけて高齢化が進行
＊高齢者の自立と自助、互助、共助などの

価値観やシステムが自然に根付いている
ケース多い

＊政策的な取り組みなしに小さな単位での
ネットワークがうまく機能している
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■日本
• 当事者として市民意識が希薄

• 急速な勢いで高齢化と核家族化が進行
＊高齢者の新しい暮らし方について、個人や
社会の認識が追いついていない

＊現実の急激な変化と個人の意識や価値観と
の間に大きなギャップがある
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■エイジズム

• 『差別』には２つある。

① 年寄りは役に立たずの惨めな存在である

② 高齢者を一見大事にして労わっているよう

で、実はその能力や可能性を全く認めない

「老いては子に従え」
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■Productive Aging

• 誰かに自分の人生をゆだねてしまう
のではなく、

自身の意思でその人生を全うし、

納得できる生涯をおくるように努力す

ること
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■Productive Aging

• バトラー博士の定義

長生きの価値はその長さにあるの
ではなく、それがどのように活用
されるかにある。
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• ロバート・バトラー博士
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