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年齢別推計人口の推計モデルの作成 
－平成１８年１０月１日現在の年齢別推計人口－ 

 

 
１ はじめに 

  情報統計課では，平成３年１１月に，初めて行

政区別年齢各歳別男女別人口（平成３年１０月１

日現在の年齢各歳別人口）を推計し，以後，国勢

調査の実施年を除き毎年，作成（平成８年１０月

からは１月，４月，７月，１０月の年４回作成）

してきました。 

  この年齢別推計人口の作成方法については，国

勢調査結果の年齢各歳別人口に年齢不詳の人口を

各歳の構成比に応じて按分して加算した人口を基

数とし，その後の異動は，当初は母親の５歳階級

別出生児数，各歳別死亡者数，住民基本台帳の５

歳階級別移動者数を参考にして，合計特殊出生率，

コーホートの死亡確率，各歳別移動率を算出して

推計しておりましたが，平成８年以降はこの方法

が複雑であること，平成７年国勢調査結果と比較

して４歳未満と２０歳前後に精度が高くない部分

があることを理由に住民基本台帳人口の異動から

推計する方法に変更しています。 

作成した当初は将来推計人口の作成も考慮した

方法でありましたが，平成８年以降は現在人口の

推計に重きを置くことになり，将来推計人口の推

計の研究は見られなくなりました。 

  平成１８年１０月に，総務省統計局から京都府

分の平成１７年国勢調査の第１次基本集計結果が

公表されたことを機に，情報統計課では，これま

での年齢別推計人口の作成方法を点検することに

しました。 

この資料は，その点検結果と年齢別推計人口の

推計モデルについてまとめたものであり，合わせ

てこの推計モデルに基づく平成１８年１０月１日

現在の年齢別推計人口（平成１６年までの遡及修

正を含む。）を作成しましたので，その内容につい

ても掲載しています。 

 

 

２ 推計方法 

 (1) 人口の基数 

   年齢別推計人口を作成する基礎となる国勢調

査結果の人口（基数）は，年齢不詳のないもの

を使用するため，国勢調査結果の年齢不詳人口

は，各歳の構成比に応じて按分しています。 

   按分は，小数点第１位を四捨五入により人単

位とし，総数と一致するように，小数点以下の

数値により調整しています。 

 

 

 (2) 推計方法 

   年齢別推計人口を作成するための国勢調査後

の異動については，住民基本台帳人口の変動を

利用し，年齢別推計人口の推計方法の考え方は

次の計算式のとおりです。 

 

１年後の

推計人口 ＝ 国勢調査結果人口 

 調査１年後の住民基本台帳人口

 
×

国勢調査年の住民基本台帳人口

２年後の

推計人口 ＝ １年後の推計人口 

 調査２年後の住民基本台帳人口

 
×

調査１年後の住民基本台帳人口

… … 

４年後の

推計人口 ＝ ３年後の推計人口 

 調査４年後の住民基本台帳人口

 
×

調査３年後の住民基本台帳人口

 

この式をまとめますと， 

 

推計人口 ＝ 国勢調査結果人口 

当該年の住民基本台帳人口 
 ×

国勢調査年の住民基本台帳人口

 

  となります。 

   また，この式を組み替えますと， 

 

推計人口 ＝ 当該年の住民基本台帳人口 

国勢調査結果人口 
 ×

国勢調査年の住民基本台帳人口

 

              乖離率 

 

になりますから，年齢別推計人口の作成は，各

歳男女別に，国勢調査結果人口の国勢調査年の

住民基本台帳人口に対する割合（これを「乖離

率」といいます。）を算出し，これに当該年の住

民基本台帳人口を乗じて求める方法で行ってい

ます。 

   実際の推計作業においては，計算式だけでは

推計人口で公表されている人口総数と一致しな

いため調整を行っていますので，国勢調査年と

当該年の数値により計算することにより，誤差

を積み上げないようにしています。 



 (3) 遡及修正 

   平成１７年国勢調査結果が公表されたことに

伴い，平成１２年国勢調査以降の男女別人口の

総数を遡及修正していますので，年齢各歳別男

女別人口についても修正する必要があります。 

   年齢別推計人口の作成を開始した平成３年以

降に公表された平成７年国勢調査，平成１２年

国勢調査の結果により，それぞれ国勢調査の間

の年の年齢別推計人口を遡及修正しています。 

   遡及修正の方法は，過去の２回共，同様の方

法で，年齢別推計人口に使用していた乖離率（今

回でいえば平成１２年乖離率）と今回公表され

た国勢調査結果により作成する乖離率（今回で

いえば平成１７年乖離率）を計算し，表－１の

とおり各年の乖離率を計算します。 

   この計算した乖離率を，前記の計算式の乖離

率に置き換えて計算し，推計人口により算出さ

れている男女別に総数に一致するよう，各歳の

人口構成比に応じて按分調整を行っています。 

 

 

３ 推計値の検証 

  ５歳階級別の異動率（平成１７年の５～９歳は，

平成１２年の０～４歳と比較する）が，国勢調査

結果（按分後）と住民基本台帳人口とで，どの程

度の違いがあるのかについて見てみます。表－２

は，国勢調査結果で計算した異動率を住民基本台

帳人口で計算した異動率で除して得た数です。 

補外推計となる年齢別推計人口では，これまで

から，１５歳から２９歳までの年齢階級で推計値

と国勢調査結果（按分後）との差が大きくなると

いう現象が生じていますが，これは，表－２が示 

 

表－１  遡及修正の計算式 

 

平成１７年乖離率 1/5 
平成１３年乖離率 ＝ 平成１２年乖離率 × （

平成１２年乖離率 
） 

 

平成１７年乖離率 2/5 
平成１４年乖離率 ＝ 平成１２年乖離率 × （

平成１２年乖離率 
） 

 

平成１７年乖離率 3/5 
平成１５年乖離率 ＝ 平成１２年乖離率 × （

平成１２年乖離率 
） 

 

平成１７年乖離率 4/5 
平成１６年乖離率 ＝ 平成１２年乖離率 × （

平成１２年乖離率 
） 

 
※ 平成１２年の乖離率と平成１７年の乖離率の比率の５乗根を計算して，毎年の異動率（上昇率又は 

減少率）を平均化しています。 
 

 

表－２ 国勢調査（按分後）の異動率の住民基本台帳人口の異動率に対する割合（京都市） 

 

 平成７年／平成２年 平成１２年／平成７年 平成１７年／平成１２年 

 男 女 男 女 男 女 

5～ 9 歳 1.008763 1.007710 1.006763 1.005022 1.001059 1.000886 
10～14 歳 1.002900 1.004355 0.997133 0.995931 0.990893 0.992021 
15～19 歳 1.123025 1.125887 1.142649 1.168907 1.179372 1.213250 
20～24 歳 1.063644 1.043572 1.077956 1.056726 1.138593 1.098003 
25～29 歳 0.875199 0.928458 0.837749 0.894425 0.828597 0.849059 
30～34 歳 1.013519 1.008732 0.991338 0.997971 0.989445 0.988730 
35～39 歳 1.009918 1.008535 0.998338 1.002654 1.003137 0.998421 
40～44 歳 1.007598 1.010009 1.002750 1.002954 0.994679 0.998616 
45～49 歳 1.014499 1.010327 1.003656 1.001229 0.990450 0.993747 
50～54 歳 1.015858 1.009680 0.999616 1.003517 0.995882 0.996170 
55～59 歳 1.013010 1.013280 1.005993 1.001829 0.999479 1.001264 
60～64 歳 1.011336 1.007655 1.015068 1.007992 1.011395 1.007444 
65～69 歳 1.011068 1.006501 1.016753 1.012334 1.012462 1.004780 
70～74 歳 1.005941 1.006833 1.022360 1.007935 1.010035 1.006346 
75～79 歳 1.001343 1.008799 1.046345 1.019556 1.008434 1.007054 
80～84 歳 1.003021 1.012337 1.041810 1.012674 1.009118 0.999932 
85～89 歳 0.995113 1.019322 1.042298 1.008552 1.003314 1.006519 
90～94 歳 0.993884 1.020158 1.052479 1.027575 1.001996 1.027249 
95～99 歳 0.955695 1.014090 0.977751 1.003296 1.012797 1.035808 

100 歳以上 0.596991 0.765792 0.564841 0.716210 0.781992 0.928747 



 すとおり，この年齢階級では国勢調査結果と当該

年の住民基本台帳人口のそれぞれ５年間のコーホ

ートの異動率に大きな差があることが要因です。 

 

 

４ 推計モデルの作成 

 (1) 作成に当たっての考え方 

   年齢別推計人口を作成するに当たってのこれ

までの課題をできる限り改善する方向で検討し

ました。基本的な考え方は，次のとおりです。 

  ① 人口の基数は，これまでどおり国勢調査結

果の年齢不詳を各歳の年齢構成に応じて按分

する方法で作成します。 

  ② 異動の把握は，住民基本台帳人口の異動率

と国勢調査年における国勢調査結果と住民基

本台帳人口との割合でとらえます。ただし，

国勢調査結果が公表された場合は，遡及修正

を行います。 

  ③ 計算結果の調整は，これまで行政区の数値

の調整をして，それを足し上げて京都市計を

作成していたものを，まず，京都市の年齢別

推計人口を作成し，行政区の計がおおむねそ

の京都市のものと一致するように調整を行う

方法に変更します。 

  ④ 国勢調査結果と住民基本台帳人口の割合を

比較することができるのは，１０月１日現在

のみであることから，推計をする時期は毎年

１０月１日のみとします。 

 

(2) 人口の基数 

   人口の基数は，国勢調査結果を用い，行政区

別男女別に年齢不詳を各歳の構成比により按分

したものとし，100 歳以上は１つにまとめます。 

   按分するに当たっては，まず，国勢調査結果

が０となっている箇所は１となるように，その

ほかは小数点第１位を四捨五入して求めます。

計算結果が総数と一致しない場合は，小数点以

下の数値により調整します。 

   なお，住民基本台帳人口が国勢調査結果を上

回っていることについての調整は行わないこと

とします。これは，国勢調査と住民基本台帳の

人口の把握の定義が異なるためで，国勢調査結

果が住民基本台帳人口を下回っていたとしても，

実態として，医療施設への入院，単身赴任，海

外留学など住民基本台帳の届出をしないで移動

していることがあるからです。 

 

 (3) 異動の把握 

異動の把握は，住民基本台帳人口の異動率と

国勢調査年における国勢調査結果と住民基本台

帳人口との割合でとらえることとします。 

   推計人口を求める計算式としては，遡及修正

で用いた計算式を採用し，次の国勢調査結果で

得られる乖離率に将来を予測した数値を設定す

ることも可能になるようにします。 

   なお，今回の平成２２年乖離率には，今後５

年間に大きな変動はないと考え，平成１７年乖

離率を入れて，当該部分の分数は１となるよう

にしておきます。また，平成１６年までの遡及

修正に当たっての平成１７年の数値は，京北町

を含まないもので推計します。 

 

 (4) 推計方法 

   年齢別推計人口の推計は，次のとおり行いま

す。 

  ① 京都市と各行政区のそれぞれで，前記「異

動の把握」で示した計算式により推計値を計

算します。この場合，国勢調査年の住民基本

台帳人口が０で当該年の住民基本台帳人口が

０でないときは，当該年の住民基本台帳人口

を推計値とします。 

  ② 各歳別に，京都市と行政区計とに差がある

場合の差を行政区の構成比により按分します。 

  ③ 行政区別に，推計人口で計算されている男

女別人口と①の計算結果の計との差を，②で

計算された数に応じて配分します。ただし，

②で計算された按分の計の絶対値が小さい場

合は，②で計算した数が配分することにより

過大になる可能性がありますので，今回は絶

対値が１０未満の場合は②の数値とします。 

  ④ 行政区，各歳男女別に，①で計算した結果

に③で計算した数を加えます。 

  ⑤ 行政区別に，推計人口で計算されている男

女別人口と④の計算結果の計との差を，それ

ぞれの小数点以下の数値に応じて配分し，各

歳の合計が推計人口と一致するようにします。 

   上記の④までは，計算シートにより自動的に

行うことができます。 

 

 

５ 推計モデルによる推計結果 

 (1) はじめに 

   今回作成した推計モデルにより作成しました

年齢別推計人口は，統計表－１のとおりです。 

平成２年，７年，１２年及び１７年は国勢調

査結果により年齢不詳を按分した結果であり，

その他の平成１６年までは国勢調査結果に基

づき補間推計したものであり，平成１８年は平

成１７年国勢調査結果に基づく補外推計です。 

   統計表－１に基づき，各歳別の異動率を算出

することができ，その結果が統計表－２です。

この異動率と死亡率を組み合わせると，純移動

率を求めることができます。国勢調査は５年ご

との実施であるため，５歳階級での把握にとど

まることに比べますと，年齢別推計人口は毎年

各歳で推計しているため，よりきめ細かく把握

することができます。 

 

 

 



 (2) 平成１８年１０月１日現在の年齢別推計人口 

   平成１８年１０月１日現在の人口（1,472,511
人）を年齢３区分別にみますと，１５歳未満の

年少人口は 178,352 人（人口総数に占める割合

は 12.1 パーセント），１５歳から６４歳までの

生産年齢人口は 988,335 人（同 67.1 パーセン

ト），６５歳以上の老年人口は 305,824 人（同

20.8 パーセント）となり，初めて３０万人を超

えました。 

   また，人口総数に占める割合を前年と比べま

すと，老年人口が 0.7 ポイント上昇し，生産年

齢人口が 0.7 ポイント低下しています。 

   年齢３区分別人口を行政区別にみますと，年

少人口では上京区，中京区，東山区，下京区の

都心４区で増加し，うち下京区を除く３区で構

成比が 0.1 ポイント上昇しました。生産年齢人

口は下京区を除く行政区で減少し，構成比はす

べての行政区で低下しています。一方，老年人

口は，すべての行政区で増加し，人口総数に占

める割合も上昇しています（表－３参照）。 

   老年人口の人口総数に占める割合が も上昇

したのは，山科区（1.1 ポイント増）で，次い

で西京区と伏見区の 0.9 ポイント増，右京区の

0.8 ポイント増となっており，周辺区での上昇

が目立っています。 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口ピラミッド 

 人口の構造を視覚的に表した

もので，左上の図は平成１７年

国勢調査結果の年齢不詳を按分

したもの，右下の図は平成１８

年年齢別推計人口によるもので

す。共に，各年１０月１日現在

の京都市の人口です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) 各歳別異動率 

   各年１０月１日現在で推計をしま

した年齢別人口により計算しました

各歳男女別の異動率は統計表－２の

とおりで，本市では男女共，１８歳と

１９歳の転入率が高くなっており，転

入率は男子よりも女子のほうが高く

なっています。 

   また，男子では２２歳から２８歳ま

で，女子では２１歳から２６歳までの

転出率が高く，男女共，２３歳がその

ピークになっています。 

   １８歳と１９歳の異動率を行政区

別にみますと，男女共に京都市計を上

回っているのは，北区，上京区，左京

区の３区で，男子が上回っているのは

中京区，下京区（１９歳）で，女子が

上回っているのは中京区（１８歳），

東山区，下京区，右京区（１８歳）と

なっています。 

   一方，山科区（男），西京区（男女

共）では異動率が小さくなっています。 

   １８歳と１９歳の異動率が高く行

政区では，２３歳の異動率が低くなる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傾向があり，大学の入学と卒業が大き   注）上記の異動率には，死亡率が含まれています。 

くかかわっているものと思われます。 

 

 


