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北海道大学大学院文学研究科 

学位論文題名 

 

日中の少子高齢化と福祉レジーム 

―育児と高齢者扶養・介護― 

 

郭 莉莉 

 

要 約 

「圧縮された近代」を経験した東アジアでは、少子高齢化が急速に進展し、それに伴って家族の扶

養能力・福祉機能が著しく低下したため、育児と高齢者扶養・介護を家族の内外でどのように支えて

いくのかが重要な課題となっている。本論文の目的は、少子高齢化が急速に進行する日中両国の育児

と高齢者扶養・介護をめぐる福祉資源の供給構造の実態と課題について、「福祉レジーム」や「福祉多

元主義」の観点から明らかにすることにある。 

東アジアの「福祉レジーム」に関して、これまで多くの研究が蓄積されてきた。しかし、先行研究

の多くは年金や医療、失業などの社会保障制度を中心に論じており、育児や介護などケアという生活

の側面についての視点が不足している。このような先行研究の不足点を補完するために、本論文では、

既存研究のレビュー、福祉施設の運営者・利用者（子育て中の親や高齢者など）に対する聞き取り調

査や参与観察、在宅高齢者への聞き取り調査などを通じて、日本と中国の福祉制度を比較しながら育

児と高齢者扶養・介護の 2 つの福祉領域に焦点をしぼって両国の福祉レジームを検討することを目指

した。 

本論文は、序章、第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部、第Ⅳ部、終章から構成されている。序章では、本論文

全体の問題設定や理論的枠組み、先行研究の不足点、本論文の研究方法などを提示した。第Ⅰ部「日

中の人口変動と福祉レジーム」では、先行研究を通じて日中の少子高齢化と福祉レジームの特徴を概

観した。日本と中国の福祉の全体像をみた上で、第Ⅱ部～第Ⅳ部では育児と高齢者扶養・介護に関す

る事例分析を行った。第Ⅱ部「日中の育児支援」では、子育て支援施設の利用者に対する聞き取り調

査より、両国の育児支援の現状と特徴を検討した。第Ⅲ部「日本の高齢者福祉」では、日本における

家族扶養の変容と介護の担い手の多様化を概観し、3 つの「福祉系 NPO」の事例調査より地域福祉と

高齢者福祉における「協セクター」の役割・機能を検討した。第Ⅳ部「中国の高齢者福祉」では、中

国における老親扶養の変化や「福祉の社会化」政策を概観し、2 つの「社区」と 3 つの村における事

例調査を通じて、中国都市高齢者と農村高齢者の扶養・介護の問題についてそれぞれ検討を行った。

終章では、各章の知見と本論文の結論を示した。以下は各章の要約である。 

第Ⅰ部（第 1 章、第 2 章）では、日中をはじめとする東アジアの人口変動と福祉レジームを概観し

た。 

第 1 章「東アジアの少子高齢化と福祉レジーム」では、まず、欧米諸国と比較し、東アジアの少子

高齢化はどのような特徴を有しているかについて検討した。現在、東アジアは世界で合計特殊出生率

が最も低い地域となっており、高齢化も欧米諸国を上回るスピードで急速に進行している。「圧縮され

た人口変化」がその特徴である。近年、少子高齢化の進行、政府や国民の社会保障・福祉への関心の

高まりを背景に、東アジアの比較福祉研究が活発に行われてきた。先行研究をレビューした結果、東

アジア型福祉モデルは、エスピン・アンデルセンの福祉レジーム論では説明しきれず、「後発福祉国
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家」、「儒教主義福祉国家」、「生産主義福祉資本主義」、「ハイブリッド・レジーム」などの名称でその

特徴が表現されていることが確認された。 

東アジア型福祉の特徴をみた上で、第 2 章「日中の福祉レジーム」では、日本と中国の社会保障・

福祉政策の概要を時系列に整理し、両国の福祉レジームの特徴を検討した。知見は下記のとおりであ

る。日本の社会保障・福祉政策は、第二次世界大戦後、高度経済成長期、オイルショック後、バブル

崩壊後の 4 つの時期を経て現在に至っている。日本の福祉レジームは、欧米の 3 つのレジーム（保守

主義、自由主義、社会民主主義）のいずれにも属しておらず、3 つのレジームの各要素を組み合わせ

ているといわれる。一方、中国の社会保障・福祉政策は、毛沢東時代・改革開放以降の 2 つの時期を

経て今日に至っている。いずれの時期においても、都市-農村二元構造のもとで、都市住民と農民に対

してそれぞれ異なる制度・政策が制定されてきた。地域間・階層間格差の大きい中国の福祉レジーム

を、一元的に論じることは難しい。 

第Ⅱ部（第 3 章、第 4 章）では、日中の少子化と育児支援構造の特徴を検討した。 

第 3 章「日本の少子化と育児構造―札幌市の子育て中の親に対するインタビュー調査を通して―」

では、日本の少子化現象と育児支援構造の現状と特徴を検討した。インタビュー調査の結果より、核

家族化や男性の長時間労働・育児休暇の取得の難しさなどにより、家族・親族による自助が常に協力

的であるとは限らず、育児負担が母親に集中しがちであること、市町村や NPO による地域の子育て

サロンが、子育て中の親子に遊び・交流の場を提供し、母親への育児支援の一助となっていることが

明らかになった。育児休暇・短時間勤務制度の整備や「認定子ども園」制度の導入・普及など両立支

援のより一層の推進、共助・互助による地域ぐるみの子育て支援の充実が必要であると提言した。  

第 4 章「中国の『一人っ子化』と育児構造―北京市の子育て中の親に対するインタビュー調査を通

して―」では、中国都市部の「一人っ子化」現象と育児支援構造の現状と特徴を検討した。インタビ

ュー調査の結果より、育児は、家族・親族間での相互援助、託児施設の充実、中高所得層でのベビー

シッター・家政婦の利用などによって支えられており、中国ではまだ政策的課題として浮かび上がっ

ていないことが明らかになった。しかし、産業化と都市化の進展に伴い、家族力の低下は避けられな

い。将来の見通しとして、政府による子育て支援策、「社区」という地域社会における育児支援活動な

ど、より幅広いセクターによる子育て支援ネットワークの構築が必要であることを提示した。 

第Ⅲ部（第 5 章、第 6 章、第 7 章）では、日本の高齢者扶養・介護をめぐる福祉資源の供給構造を

検討した。 

第 5 章「日本の高齢者を支える福祉資源」では、日本における老親扶養の変容と介護の担い手の多

様化を概観した。戦前・戦中までの日本は、旧民法という法制度、修身という道徳のもとで、高齢者

は子どもと同居し、老後の問題はほとんどすべて家の中で解決された。戦後になると、新民法という

法制度、核家族規範という文化に変わり、高齢者と子どもの同居慣行も次第に変容した。年金制度の

確立と充実により、高齢者に対する経済的扶養は私的扶養から社会的扶養へと転換してきた。そして、

介護保険制度などの導入により、高齢者に対する身体的扶養（介護）の社会化も進み、介護の担い手

が多様化している。従来の家族（私セクター）、国家（官セクター）、市場（民セクター）に加え、近

年、NPO などの民間団体（協セクター）も高齢者介護の一翼を担うようになり、高齢者福祉・地域福

祉の分野で活躍している。 

第 6 章と第 7 章では、協セクターのうち、「福祉系 NPO」によって運営されている地域密着型の小

規模多機能施設に着目して分析した。第 6 章「小規模多機能施設による高齢者への共助的支援―札幌

市・富山市の NPO法人の事例調査より―」では、2 つの NPO法人の事例を分析した結果、小規模多

機能施設における高齢者ケアには、（1）家庭的な雰囲気とゆとりある生活リズム、（2）職員と利用者
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間、利用者同士の「なじみの関係」や「家族」のような関係の形成、（3）利用者の生活の主体者とし

ての暮らしの 3 つの特徴があること、また、小規模多機能施設は高齢者ケアの支援だけでなく、「地域

住民に来てもらう」と「地域に出ていく」ための工夫をし、地域福祉の向上に寄与していることが明

らかになった。そして、こうした小規模多機能施設は、（1）代表者の高い志と献身的な努力、（2）小

規模ケアに対する職員の理解と意欲、（3）小規模多機能施設に対する地域の理解と協力、の 3 つの条

件のもとで成立し、運営を継続していることも明らかになった。 

第 7 章「高齢者介護と子育てをつなぐ地域密着『幼老共生ケア』―東京都小金井市の NPO 法人の

事例調査を通して―」では、「介護」と「保育」を融合した「幼老共生ケア」を行う小規模施設の特徴

と役割を検討した。デイサービスと保育所、地域の交流スペースを同一施設内で運営する小金井市の

NPO 法人の事例を分析した結果、小規模な幼老共生型施設における高齢者ケアには、（1）家庭的な雰

囲気とゆとりある介護、（2）利用者の主体性の尊重とノンプログラム型デイサービス、（3）ドアを施

錠せず高齢者の「徘徊」に付き添うなど利用者本位の介護、（4）高齢者を人生の先輩として敬意を払

いながら行う介護、の 4 つの特徴があることが確認された。そして、「幼」と「老」をつなぐ「幼老共

生ケア」は、高齢者と子どもの両方に良い影響をもたらすことも確認された。世代間交流の高齢者に

対する意義と効果に関しては、（1）子どもの存在は、要介護高齢者に刺激を与え、高齢者の主体的な

行動を引き出す、（2）子どもとの関わりの中で、高齢者は子どもの遊び相手・ケアラーとなり、自分

なりの「役割」を見出せることがうかがえた。世代間交流の子どもに対する意義と効果について、（1）

子どもは高齢者と触れ合う中で、高齢者から直接的に身体的・情緒的ケアを受ける、（2）高齢者を尊

重し思いやる心が育まれることがうかがえた。 

第Ⅳ部（第 8 章、第 9 章、第 10 章）では、中国の高齢者扶養・介護をめぐる福祉資源の供給構造

を検討した。 

第 8 章「中国の高齢者を支える福祉資源」では、統計データや先行研究などを通じて、中国におけ

る老親扶養の変化、「福祉の社会化」政策の動きを概観した。30 年以上にわたる「一人っ子政策」の

実施によって「421 家族」が急速に増加し、2013 年に平均世帯人員数が 2.98 人にまで縮小してきた。

小家族化の進行は、伝統的な「親への恩返し型扶養」を弱体化させている。深刻な高齢化問題に対応

するために、中国政府は「福祉の社会化」政策を打ち出し、施設サービスと在宅サービスの両方を進

めてきた。しかし、「福祉の社会化」の二本柱である民間の養老施設と「社区福祉」の現状を検討した

結果、以下のような問題点が明らかになった。民間の養老施設に関しては、（1）一般企業との区分が

非常に曖昧であり、基本的に市場メカニズムによって運営されている、（2）入居費用が高く、中低所

得層の高齢者が入居するのは難しい、ことが確認された。また、「社区福祉」については、（1）公的責

任がきちんと果たされておらず、市場性と福祉性の矛盾を抱えている、（2）政府の資金投入が少ない

ため、「社区」は自力で財源を確保せざるをえない、（3）先進国の地域福祉と異なり、住民主体で進め

られてきたものではないことが確認された。 

続いて、第 9 章と第 10 章では、事例分析を行った。第 9 章 「『社区』在住都市高齢者の生活実態

と福祉課題―北京市の 2 つの「社区」における事例調査を通して―」では、都市部の「社区福祉」の

整備状況や「社区」在住都市高齢者をめぐる福祉資源の現状と問題点を検討した。知見は下記のとお

りである。（1）経済的扶養の面においては、都市高齢者は比較的手厚い都市部年金を享受しており、

子どもに頼って老後生活をするという意識はなく、自立志向が高い、（2）しかし、身体的介護の面に

おいては、子どもに頼りたいと思う一方で、一人っ子家庭の高齢者は家族内で介護資源の調達が困難

であるため、養老施設や家政婦といった市場セクターに支援を求める、（3）社区は高齢者の社会関係・

精神的サポートになっているものの、介護サービスの供給主体にはまだなりえていない、ことが明ら
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かになった。  

第 10 章「農村失地高齢者の生活実態と福祉課題―北京市郊外の 3 つの村における事例調査を通し

て―」では、中国農村部の失地農民の出現経緯や、失地農民に対する社会保障政策、農村失地高齢者

をめぐる福祉資源の現状と問題点を検討した。急速な産業化と都市化の進行に伴って、中国では毎年

約 300 万人の失地農民が発生しており、彼らは伝統的な意味での農民ではなく、市民でもない「第三

の階層」である。3 村における高齢者の事例を分析した結果、（1）失地農民の多くは、学歴が低く、

特殊な技術もないため、再就職の問題に直面している、（2）政府の土地収用補償は、一時的な「金銭

補償」から長期的な「社会保険補償」へと転換しつつあるが、実態として 3 村の失地高齢者の多くは、

公的社会保険に加入しておらず、少額の土地収用補償金・村の年金しか受けていない、（3）3 村は生

活様式が都市部に接近してきているものの、社区福祉といえるようなサービスはほとんど存在しない、

（4）こうした社会保障・福祉の不備を補っているのは、高齢者本人とその家族による自助努力である、

ことが確認された。 

以上の各章の分析から、終章では次のような結論を導いた。日本の福祉レジームの特徴は、「弱い福

祉国家に補完された『家族主義』」と表現できる。財源の制約で「弱い福祉国家」にとどまっている日

本では、育児や介護などの福祉課題に対処するために、個人とその家族、ボランティア・NPO団体な

ど多様なアクターが地方行政と連携しながら福祉サービスを提供していく必要がある。同時に、福祉

多元主義的なシステムにおける国家セクターの役割とその重要性も忘れてはいけない。本論文では、

日本における育児・介護をサポートするアクターとして、子育てサロンや福祉系 NPO（特に小規模多

機能施設）など、地域コミュニティに存在する多様な子育て・介護支援施設の機能と意義を検討した。

本論文で取り上げたいくつかの事例で見てきたように、福祉系 NPO などの協セクターは、行政には

ない柔軟性と先進性を持っている。一方で、NPOなどによる取り組みが子どもや高齢者へのケア供給

量に占める割合はまだ高くなく、すべての利用者のニーズを包摂しているわけではないことも事実で

ある。たとえば、小規模な福祉事業に対する制度的・財政的支援や、待機老人を解消するための入所

型高齢者福祉施設の整備など、国家の責任による社会保障と社会福祉の充実は、依然として重要な課

題である。 

一方、中国の福祉供給システムは、計画経済期に形成された国家丸抱えの社会主義型から、改革開

放期に家族主義と自由主義の「混合型」（一部では社会主義型が維持されている）へと転換してきてい

る。1980 年代半ば以降、家族扶養を補完する「福祉の社会化」政策が進められたが、本論文で明らか

にしたように、介護・福祉サービス体系の鍵とされる社区は、高齢者の社会関係の拡大と生きがいづ

くりに役立つものの、介護サービスの供給主体にはなりえていない。社会主義的な「単位」福祉を享

受し続けた一部の政府機関退職者を除き、多くの都市高齢者は介護を家族と市場に頼っているのが現

状である。今後、介護保険のような官民連携による介護支援システムの確立や、中国ではほとんど例

のない日本のような地域社会で育児・介護の一端を担っている NPO・ボランティア団体など協セクタ

ーの活性化が求められる。 

上記はあくまで都市部の状況であり、巨大な人口規模、格差が埋まらない都市-農村二元構造を抱え

ている中国においては全体の福祉システムを一元的に論じることは難しい。農村部に目を転じると、

農村高齢者の福祉の社会化を議論する前に、「経済的扶養」の問題が横たわっている。本論文で取り上

げた近郊農村部の失地高齢者は、社会保障制度からこぼれ落ちており、十分な土地収用補償もなく、

経済的扶養と身体的介護の両面において家族に依存するしかない。中国の社会保障・福祉における最

大の課題である地域間・階層間の格差を是正するためには、国民生活の隅々にまで影響を及ぼす戸籍

制度と、農民の生存に関わる農地制度の、格差の要因となる 2 つの制度を改革しなければならない。 


