


１ 世界の人口分布

（１）人口密度の高い居住地域（ ）は偏在エクメーネ

・ …伝統的稲作地域、部分的に工業発達
・ ヨーロッパ、北アメリカ 部…産業革命後、著しい経済発展
・ …古代に都市文明

モンスーンアジア

西 北東
地中海地域



(２)人口密度の低い非居住地域（ ）

乾燥地域・高山地域・極地など乾燥 高山 極地

アネクメーネ



２ 地域別人口の推移の特徴

（1）アジア・・・・多くの人口が している集中

（2）アフリカ・・・ が最も大きい人口増加率

(3) ヨーロッパ・・人口は していて、将来的は し
ていくことが予測される

停滞 減少

(4) オセアニア・・人口が最も少ない

近年

現在

近年

現在



３ 人口上位国（2014）

1  中国 約１３億７千万  インド  15.9億
2  インド 約１２億６千万   中国  13.9億
3  アメリカ合衆国 約　３億２千万   アメリカ合衆国   3.9億
4  インドネシア 約　２億５千万   パキスタン   3.0億
5  ブラジル 約　２億０千万   インドネシア   2.8億
6  パキスタン 約　１億９千万   ナイジェリア   2.5億
7  ナイジェリア 約　１億７千万   バングラディシュ   2.5億
8  ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 約　１億６千万   ブラジル   2.3億
9  ロシア連邦 約　１億４千万   エチオピア   1.7億
10  日本 約　１億３千万   コンゴ民主共和国   1.5億

2014年人口 2050年人口推計

中居と相武はパロディじゃナイでしゅろび!



４ 人口密度に特徴のある国

(１)人口密度の大きい国（2010年）
【 】１０１９人／㌔平方㍍
韓 国 ４８６人
オランダ ４４５人
インド ３６９人
ベルギー ３５０人
日 本 ３３６人

バングラデシュ

(２)人口密度の小さい国（２～３人）

カナダ・モンゴル・オーストラリア・ナミビアなど

乾燥地域寒冷地域



高密度

バングラデシュ



５ 人口問題とは
（１）人口問題とは

（２）第二次世界大戦後、 での急激な人口増加

（ ）

発展途上国

人口爆発 ３０‰以上

飢餓、栄養不良、貧困に苦しむ人々の増加

とくにサブサハラで深刻

（３）戦後，先進国での少子高齢化

・・・急激に人口増減のバランスがくずれることで起こる様々な問題



６ 人口増減とは，統計的にどのようなものか

(１)人口増減率の求め方

自然増加率（ － ）

＋

社会増加率（ － ）

出生率 死亡率

移入率 移出率

ただし国家単位では のみで
増減をみることが多い

自然増加率

※千分率（1000人中の何人かの割合）で示す

‰（パーミル）

人の生き死に

人の移動



(２)人口増減の傾向（ ）はどのようにみるか人口動態

２つのグラフから読み取る方法がメジャー

死亡率

出生率
①



②



(２)出生率と死亡率の時系列変化のグラフ

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

多産多死
多産少死

死亡率

出生率 Ⅲ期

少産少死 少産少死



※Ⅰ期→Ⅱ期などに人口動態がかわることを

（人口革命）という。人口転換



（３）それぞれの人口動態の社会・地域の性格

・Ⅰ期 【 産 死】型…発展途上国型、人口漸増多多

・Ⅳ期 【 産 死】型…先進国型（人口減社会）、
少子高齢化

少少

・Ⅱ期 【 産 死】型…医療・衛生状態の改善で

乳幼児死亡率低下

多 少

・Ⅲ期 【 産 死】型…先進国型、人口停滞
（家族計画の普及で出生率低下）

少少



８ 人口ピラミッド（年齢階層別人口構成図）の見方

(１)15歳，65歳の所に作業線を入れて，３つの年齢階層

に分けて，特徴を読み取る。

老年人口

壮年人口
（生産年齢人口）

幼年人口

被扶養人口



（２）人口ピラミッドの形だけで地域，国の特色
を推察することもできる。

①アフガニスタン2010年（ ）ピラミッド型

→多産多死の人口動態の が多い発展途上国



②フランス 2010年（ ）つりがね型

→少産少死の人口動態の が多い先進国

人口回復
人口停滞



③ロシア 2010年（ ）つぼ型

→少産少死の人口動態の が多い先進国

減少傾向



①多摩ニュータウン（ ）

（３）人口ピラミッドの形によって地域社会の特色
（人口移動が顕著）を推察することもできる。

ひょうたん型

→壮年人口（とくに中堅）が流出している 過疎地域



②八丈島町 （ ）

→壮年人口が流出している 過疎地域

キノコ型



③クウェート（ ）

→外国人労働者が流入している 工業国

星型，ひとで型



④八王子市（ ）

→学生が多い 文教地区

星型，ひとで型



１次産業 ２次産業

３次産業

3.8%

25.0%

71.2%

日本（2012）
■１次産業・・・3.8％
■2次産業・・・ 25％
■3次産業・・・71.2％

９ （復習）三角図表（産業別人口構成図）は，国ごとの経済
発展の度合いをみるときにつかわれる

（１）復習（グラフの見方）



20%

30％

50％

１次産業 ２次産業

３次産業

１次産業の割合は?



発展途上国

新興国先進国

ガーナ

インド

インドネシア

中国

モンゴル

エジプト

ロシアｱﾒﾘｶ

イギリス 日本

韓国

・経済発展とともに左上から左下へ点が移動



10 （補足）性別の労働力人口率のグラフは，国ごとの
社会の性格をみるときにつかわれる

子育て期間

子育て期間

М字カーブ

М字カーブ

社会主義国

イスラムの影響

イスラムの影響

激しい受験戦争

女性の社会進出

男性中心社会の性格

女性就業少ない

女性就業少ない

男女とも働く

女性就業途中から減少



EUでは全般に女性の社会進出すすむ

例外

一次産業中心のため
子ども期の就業人口多い

男女の賃金格差大 例外



10 先進国の人口問題

(1)先進国の人口問題・・・ 少子高齢化問題

→とくに日本の高齢者人口率の伸びは 顕著



•高齢化社会 高齢化率7 - 14%
•高齢社会 高齢化率14 - 21%
•超高齢社会 高齢化率21% -

25 超高齢社会

(２)高齢化の程度による社会の区分け

日本は高齢化率 ％の



(３)主な国の合計特殊出生率の推移

※合計特殊出生率・・・

人口再生産には が必要とされる。2.07
(人口置換水準)

女性が一生のうちに産むと
される子供の数の平均値



①日本と欧米諸国との比較

(人口置換水準)



■出生率が回復傾向（ ）

■出生率が減少傾向（ ）

■数値が高めに推移(アメリカ)

日本・ドイツ・イタリア

特に は合計特殊出生率が低い
1.42(2015年現在)

フランス・スウェーデン・イギリス

出産・子育てと就労に関して
がとられているため

流入した移民( )の出生率が高い

両立支援策

ヒスパニック

日本



②日本とアジア諸国(経済発展している国)との比較

1970年の時点では、いずれの国も日本の水準を上
回っていたが、現在では

を除いてすべて日本よりも出生率が 低い
人口置換水準を下回り

中国も1.77

タイ

(人口置換水準)

アジアNIEs



1991年12月
ソ連崩壊

③旧社会主義国の特殊性

■背景・・・社会主義崩壊( )のストレスから
( )が増え,死亡率が上昇

体制転換

アルコール飲酒

・・社会主義諸国や東ヨーロッパ諸国の一部で20世紀
末から人口減少



中国

日本

1979年～
一人っ子政策

徐々に
規制緩和

③中国の特殊性

2014年～
さらに緩和

・・1979年からの により出生率が急減一人っ子政策

※近年,様々な問題が出てきている



(４)少子高齢化にともなう具体的な諸問題

①高齢者福祉を支えるための の増大社会保障費

生産年齢人口の負担,国家財政への負担が増大

②生産年齢人口の減少による 労働力不足

外国人労働者を受け入れざるをえなくなっている

③人口減少による の縮小経済規模

が失われていく心配社会の活力



(５)少子高齢化対策としての 策両立支援

①男女への出産育児休業の保障

②保育施設,保育サービスの充実

③医療・教育の負担軽減

④ワークシェアリングによる労働時間の短縮や,
残業をなくすことなど



12 発展途上国の人口問題・・・ 食料問題

（１）原因・・・戦後の爆発的な人口増加

もともと出生率が高かった発展途上国で，戦
後， の向上により

が下がったこと

医療衛生水準

乳幼児死亡率
(２)具体的な問題

① ・マラリア・結核の感染者増加HIV

に影響平均寿命

② が供給されず不健康な環境に置
かれるものが増加

安全な水

③栄養失調，飢餓に苦しむ の増加栄養不足人口







①一次産品の生産・輸出に頼る で
もともと生活水準が低い

モノカルチャ経済

(３)背景

② をかかえた国が多い政治的混乱

③干ばつや洪水など に対して脆弱性が高い自然災害



(４)対策や支援

①農業技術支援など

・・・アフリカの 普及事業などネリカ米

②緊急食料援助・・・・・ （ＷＦＰ）世界食料計画

③医療施設の建設

④家族計画の普及



12 日本の人口問題

（１）少子高齢化の進行

①戦争による人口減少

②戦後1946年～の 以降,人口増加第一次ベビーブーム

家族計画の普及、生活水準の向上、女性
の社会進出

③ 年人口のピーク(１億2779万人)以降,
人口は急速に減少

2004

■合計特殊出生率が低下し,2005年に過去最低
( ）、2014年は1.42）1.26



③将来予測

■2050年には人口が 人を切る１億

■2040年高齢化率が30％を超え,2050年には
%前後になると言われている。40





(２)現在の人口ピラミッド・・・・少産少死の つぼ型

団塊の世代

団塊の子供の世代



14 国際的な人口移動

(１)20世紀前半までの人口移動・・・・開拓地へ

①イギリスの清教徒

アメリカの【 】地方へ宗教的
自由をもとめての移動

ニューイングランド

②イギリスの罪人

③アフリカのギニア湾岸

南北アメリカ大陸への【 】の流れ奴隷貿易

オーストラリア【 】へ流刑地としての移動



東南アジア,アフリカへの労働力の流れ

⑤ヨーロッパロシア

④ ・ .華僑 印僑

【 】への開拓者の流れシベリア





ニューイングランド地方へ向かうピルグリム=ファーザーズ

1620年、信仰の自由を求めて絶対王制下のイギリスから
メーフラワー号で北アメリカに移住した、総勢102人の
ピューリタンたち。



１６万人が罪人がオーストラリアへ



奴隷貿易



(２)現代の人口移動・・・・先進国へ向かうながれ

①労働力の国際移動
・・・ 国から 国への雇用機会を
もとめての移動

発展途上 先進

■アフリカ・東ヨーロッパ→ へEU諸国

■ラテンアメリカ（メキシコなど）
→ アメリカ（【 】）ヒスパニック

■東南アジア・中国 → へ日本





②難民の国際移動・・・政治的自由をもとめての移動

■スーダン難民、 難民、 難民などシリア パレスチナ

→国連難民高等弁務官事務所（【 】）など
による支援

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR


