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学 位 論 文 内 容 の 要 約

共生基盤学専攻 博士(農学) 氏名 王 鄢

学 位 論 文 題 名

中国都市近郊農村における高齢者の自立度と在宅介護

―蘇南農村を対象に－

序 章 問題意識と課題

第 1節 研究の背景と問題意識

（１）中国の高齢化と農村高齢者

中国においては世界で類例を見ない高齢化が進行している。2020年の中国統計年鑑によ

ると、2019年までに 60歳以上の高齢人口は 2.5億人（総人口の 18.1％）となり、そのうち

65歳以上の高齢人口は 1.7億人、総人口の 12.6％を占めており、前年比で 945万人の増加

をみせている（表序.1）。このような規模とスピードにより高齢化社会を経験した国はほ

かにないため、中国独自の高齢化対策を策定しなければならない。

農村部の高齢化は都市部以上に深刻化している。核家族化、都市化の進展による若年層

の流出と少子化によって、家族の扶養機能は低下し、農村高齢者の日常生活における援助

や介護に対する社会的支援の必要性が増大している。

（２）問題意識

高齢者は自宅に住み、家族からの援助－「老親扶養」（子世代による老いた親に対する経済

面での生計支援、生活面での身の回りの世話、精神面での支えとなる）あるいは社会的支援－「在

宅介護サービス」（高齢者の家に訪問して家事援助、生活介助を中心とする訪問型在宅介護サービス

を指す）を受ける場合、「居宅養老」（日本の在宅介護に相当する。以下この用語を使用
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する）と呼ばれる。2000年に入ると、中国では「家庭を基盤とし、コミュニティをよりど

ころに施設を補充」する高齢者福祉サービスシステムの確立が提唱され、そこから、高齢

者は自宅で私的・社会的支援を受ける在宅介護が注目されるようになった。在宅介護を重

視する社会的背景としては、老親扶養の重視、福祉施設の不足、高齢者の精神的健康の維

持という側面が存在している。

高齢化が進む中で家族の扶養機能が大きく低下したが、子世代による老親扶養は、儒教

文化における家族倫理観の影響のもとで当然視され、高齢者の扶養は家族の責任であるこ

とは法律（「高齢者権益保障法」）にまで規定されている。また、中国は建国以来、経済

成長に重点を置いており、高齢者福祉を含めた社会保障制度の構築にはかなり遅れをとっ

ている。高齢者福祉分野では、2000年代に高齢者福祉の産業化が推進されはじめ、都市部

では在宅介護を基本とした高齢者福祉サービスシステムを構築してきたが（楊 2013）、農

村部では公営の施設サービスに留まっている（郭 2014）。農村部の福祉施設は、収入源や

労働能力および扶養者のない高齢者の収容を目的としているため、大多数の一般高齢者は

入所することができない。さらに、「老後の生活の保障のために子供を育てる」と考えて

いる農村高齢者は 80％以上を占めており（王 2017））、さらに積極的に子供の生活に参与

することで高齢者の精神的なやすらぎがもたらされている。家族からの精神的支えは高齢

者にとってかけがえのないものなのである（鐘ら 2014、鐘ら 2015）。

しかも、国連の「高齢問題国際行動計画」（1982年）と「国連高齢者原則」（1991年）

において、高齢者は自宅で家族とコミュニティからその社会の文化的で適切な介護と保護

を得るべきであると指摘されており、在宅介護の推進は国際的にも重要視されている。

以上の社会的背景によって、家族による老親扶養を基礎に、コミュニティによる在宅介

護サービスを補完とする在宅介護の形態は、現段階の農村高齢者にとって最善策であると

考えられる。

第２節 農村高齢者福祉に関する研究動向－既存研究の限界

これまで農村高齢者の在宅介護に関する既存研究では、私的介護の老親扶養と公的支援

の在宅介護サービスが別々に研究されており、高齢者の受け手側の視点から、同じ農村地

域での老親扶養と在宅介護サービスを総合的に分析した研究はほとんど見当たらない。

老親扶養に関する研究においては、老親扶養の重要性が強調されるものの、老親扶養の

機能が衰退している結果とその要因が提示され、タイプ分けによって地域性があることを

示唆しているが、高齢期の異なる段階における老親扶養の実態についての分析は欠けてい

る。

また、在宅介護サービスに関する研究では、都市部あるいは農村部のいずれかの事例研

究が行われていた。地方政府の財源、福祉市場の発展水準、高齢化の水準によって、サー

ビスの内容や水準には地域間の格差が存在しているが、地域間の格差、調査地域の位置づ

けに十分配慮がなされていない。

最後に、在宅介護に関する研究では、高齢者ニーズの側面から農村部向けのサービスの

理論化が試みられている。しかし、在宅介護サービスを農村部に普及する際のサービス内

容の適切性やサービスの実践上の課題については事例も少く、実証的な研究はあまり進ん
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でいないのが現状である。

第３節 課題設定と分析視角

このように、中国の農村部では、急速な高齢化、核家族化の進行によって老親扶養の機

能が衰退しており、施設サービスの充実が限定的である中で、在宅介護サービスが重要と

なっているが、十分普及を見せていない点が大きな問題となっている。

中国の高齢化問題を分析する際、経済発展の遅れた側面と制度的未整備の側面があるが、

高齢者福祉を構成する年金、医療、介護のうちの介護を対象として制度的側面に重点をお

いて分析を行う。介護は、老親扶養に属する私的介護と近年政策的に進められている公的

介護があるが、それが十分に機能しているかどうかを高齢者ニーズの充足度を指標として

とらえることにする。

そこで、本論では支援を受ける側の農村高齢者の生活実態と自立度により主要ニーズを

分析し、その上で支援をする側の老親扶養と在宅介護サービスの実態と課題を把握し、両

者の関係から農村部の在宅介護の課題を明らかにすることにする。

本論の対象地域である蘇南農村は、蘇州市の南部、上海市の西部という都市近郊に位置

しており、改革開放後、蘇南モデルといわれた典型的な郷鎮企業による工業化が発展した。

農村工業化の進展及び地域経済の優位性によって、若年層の大量流出が回避され、三世代

直系家族が維持されている。これを前提として高齢者扶養の主体は依然として家族である。

しかも、近年、該当地域では、訪問型在宅介護サービス事業を管内の都市部と農村部と同

時に実施されており、すべての対象高齢者が受益者となっているため、農村部での在宅介

護の課題を分析するうえで絶好の対象であると考えられる。

この課題に対して、3つの視点から接近を行う。

第一は、高齢者のライフステージによりニーズが変化することに対する注目である。高

齢期を前期、中期、後期の３つに区分し、高齢者の生活実態と自立度（ADL）をみると、

時期ごとに高齢者の主要ニーズは変化しており、支援側の介護への対応も変わってくる。

第二は、同一地域での老親扶養と在宅介護サービスを総合的に分析する。該当地域の高

齢者は高齢期の各段階により異なるニーズを有しており、老親扶養と在宅介護サービスの

対応と限界、支援に対する需要と実際の供給能力のギャップを明らかにする必要がある。

第三は、地域間、都市農村間の格差の存在の中で、蘇南農村の位置づけを行うことであ

る。そのことにより、農村地域全体における在宅介護のあり方を展望する。

高齢者の在宅介護に関する福祉事業は全国統一的ではなく地域別に展開されており、地

方政府の財政力、福祉市場の発展水準、老親扶養の持続力の相違によって地域間の格差は

大きく、その差により社会の不満が生じている。

この３つの要素により、大都市、一般俊、都市近郊農村、内陸農村の地域差を示したも

のが表序.2 である。都市近郊農村である蘇南農村の在宅介護は蘇州市政府の財政力を基礎

とし、上海市の福祉市場の影響を受けており、老親扶養の中間タイプの地域に位置づける

ことができる。
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第４節 論文の構成

論文の構成は、図序.1 に示している。本論文は分析枠組に沿って序章、終章を合わせ、

6章構成となっている。

研究方法としては、各事例について高齢者、ホームヘルパー及び関係者からの聞き取り
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調査を行い、聞き取り調査のできない高齢者に参与観察調査も行った。そして、入手した

資料および公表された統計データから分析を行う（表序.3）。

終 章 総括と総合的考察

第１節 本論文の要約

中国の農村部では、急速な高齢化、核家族化の進行によって老親扶養の機能が衰退して

おり、施設サービスを利用できない中で、在宅介護サービスも十分普及を見せておらず、

農村高齢者の扶養が問題となっている。老親扶養の重視、福祉施設の不足、高齢者の精神

的健康の維持という側面から在宅介護は現段階の農村高齢者の扶養問題の最善策であると

考えられる。

高齢者の在宅介護に関する福祉事業は全国統一的なものではなく、地域間の格差は大き

い。本論の対象地域である蘇南農村は、蘇州市の南部、上海市の西部という都市近郊に位

置しており、蘇州市政府の強力な財政力を基礎に、上海市の発達な福祉市場に影響される

地域優位性によって、全国に先立って農村部で在宅介護サービスが普及された。しかも、

老親扶養が維持されることによって、蘇南農村は在宅介護を検討する条件が揃えられた。

本論の課題は、中国における高齢化社会の出現の中で、高齢化がより進展を見せている

農村部を対象として高齢者福祉の一環として制度的に実施されている在宅介護サービスの

到達点を高齢者の自立度とそれにもとづく介護サービスに対する要求度に注目しながら明

らかにすることにある。

以下では、この課題に対して本論文の要約である。

○第一章「分断的な高齢者福祉事業の展開」では、社会的背景としての高齢者福祉事業の

展開を整理した。

計画経済期に重工業の発展を優先する国家戦略の下で作られた二元的社会構造が現在

まで続けられ、負の遺産として都市部と農村部にそれぞれ分立した社会保障制度を構築さ

れるようになった。しかも、「都市が先、農村が後」という一貫された方針によって、農

村部の経済や社会保障の発展がいつも遅れており、都市部と大きな格差が存在している。

そして、高齢化が進み、高齢者の扶養問題が注目される中で、高齢者福祉分野では、2000
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年に「社会福祉の社会化」の改革を経て政策が次々と出されているが、私的介護を優先し、

市場のサービスを補足し、公的支援を最小限にするという原則で貫かれている。

上述の背景により、公的支援の一つとして公営施設の増加が見られず、入居できる高齢

者も限定的である。具体的に、公営施設はインフラの整備が良く、料金が比較的安いが、

身寄りのない高齢者の入居を優先し、大多数の一般高齢者は入居できない状況にある。そ

の一方で、民間施設では施設間で施設環境や職員の育成にバラツキが多く、しかも料金は

高齢者の年金より高く、自立できない者に対する専門的サービスも提供できないことから、

多くの民営施設に空ベッド問題が存在し、経営に苦しんでいる。このように、一般高齢者、

特に農村高齢者は公営施設に入所することができず、経済的理由やサービスの質の問題な

どにより民営施設にも入居できないことが明らかとなった。

中国の地区間の格差は都市部と農村部の間だけではなく、東部沿岸地域と内陸部の間で

も生じており、特に東部都市部と内陸農村部の高齢者扶養の公的年金や公的サービスなど

の側面に大きな差が存在している。このような格差のなかで、蘇南農村の高齢者が経済発

展の恩恵が受けられ、在宅介護サービスの普及や若年層の地元就職による老親扶養の維持

によって安定的に生活するように見える。そこの公的支援は都市部ほど豊富ではないが、

老親扶養の機能衰退も中西部農村ほど深刻ではないため、両者の中間に蘇南農村が位置し

ている。蘇南農村の在宅介護の研究を通じて、地区間の格差の縮小、内陸農村まで在宅介

護政策の着陸に示唆することを期待している。

○第二章「Ａ村における高齢者の生活と老親扶養の性格」では、蘇南農村 A村を対象とし

た実態調査をもとに高齢者の高齢期の段階に対応した老親扶養の性格を明らかにしている。

少子高齢化が進んでいる A村では、家族の大半は 3世代同居の直系家族であり、多くの

高齢者は子供と同居し、年金で生活費を賄いながらできるだけ自立して暮らしている。し

かも、高齢者が積極的に子供の生活に参与しており、子世代への支援期間の長期化が見ら

れた。高齢期を前期、中期、後期に分けると、前期では余裕があり、子世代をサポートし

ている時期である。中期では高齢者はサポートの余裕は持たないが自立している時期であ

り、後期では自立ができなくなる時期である。そこで、まず老親扶養の性格を子世代から

の経済的援助、身の回りの世話、精神的支援の側面から考察し、次に異なる高齢期におけ

る老親扶養の対応を把握する。

まず、高齢者は年金があるため子供からの経済的支援を受けないケースが多いが、入院

など年金で対応できない場合には、子供からの多面的な援助を求めている。そして、身の

回りの世話については、「近親者優先」と「男女回避」という原則がみられた。配偶者が

いない高齢者は健康状態の悪化に伴い、家事の手伝い、病院への同伴、全面的介護のよう

に徐々に子供に依存する傾向にある。最後に、精神的支援については、持続的に子世代の

サポートをし、自立を維持しながら、子世代の幸福に貢献するのが「支援」の内容であっ

た。そして、最期の生活が子供によって保障されることは高齢者の精神的な安らぎにつな

がる。

このように、高齢前期は子世代からの援助が必要とされず、子世代を持続的サポートす

る時期となっている。そして、年金による自立能力の向上に伴い、高齢中期に子世代への

経済面の依存度が低くなり、老親扶養は生活面と精神面でのサポートが中心となる。本格
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的な老親扶養は自立能力を失ってから亡くなるまでの相対的に短期間（高齢後期）に集中

している。このことはいわゆる高齢者の最期においては、現在の中国農村部では年金や養

老施設などの社会的扶養に依存できないことを示している。世代間の持続的な交換による

円滑な親子関係が保持されることで、現行の社会保障制度が届かない所で、特に高齢者の

重病に対する集中的なケアーなどがその子供によって担われているのである。

蘇南地域に代表される東部沿海地域は最も経済的に発達している地域であり、教育の高

度化がもたらされた。教育の高度化は教育の長期化であり、子育て期の延長と若者の晩婚

化が見られる。一般の直系三世代家族を想定すると、第三世代は大学を卒業し、結婚し、

そして一人前の労働力になるのが 30歳となることもめずらしくはない。この時、第二世代

は 50歳代に至っており、すでに子供の教育・結婚に精一杯の努力をしている。さらに、第

四世代が生まれると、また様々な援助を与えなければなれない。70歳代の第一世代は労働

能力の喪失によって年金で基本的な生活を維持することになるが、重病などで介護が必要

される時には、第二世代の責任が発生する。このため、子供に援助することと老親扶養と

いう二重の義務を負わざるを得ない中年の第二世代が限界にぶつかると、老親扶養の実行

が困難になる事態が発生する。このことから、外部からの支援体制を早急に確立すること

が求められているのである。

○第三章「高齢者の自立度低下による主要ニーズの変化」では、後期高齢者（80歳以上）

の属性と自立度による分類を行っている。FIMと BIの ADL（日常生活動作）評価方法を

参考に、高齢者の自立度を評価した。

蘇南農村 Q鎮の 122名の対象高齢者のうち、「完全自立」者と補助具の利用による「修

正自立」者は 7割強で、「要支援」者と「要介護」者は 3割ほど占めている。自立度の分

類を行うことによって、高齢者の健康状況とそれを反映した主要ニーズを知ることで、異

なる段階にある高齢者が日常生活を送るためにどのような支援が必要であるかを把握する

ことができるのである。

蘇南農村の高齢者の健康状況については、高血圧症が最も罹患率の高い病気であり、高

血圧症による脳卒中で倒れる者が要支援要介護者の多数を占めている。その次は関節機能

の衰弱である。こういった血管、膝、耳など臓器機能の衰弱は自立度の低下をもたらして

おり、特に入浴、下半身の着換え、階段のぼりは最も早い段階にできなくなる項目である。

自立度の低下に伴い、金銭管理や買い物、料理や家事ができなくなり、これらの生活維持

に必須である項目において高齢者のニーズの変化があらわれる。自立できる者の主要ニー

ズは保健・健康管理にあり、自立度の低下によって、家事や個人衛生などの日常生活の援

助、そして全面的な介護が必要されているのである。

こういった自立度の低下による主要ニーズの変化は前掲第 2章の高齢者のライフステー

ジにも関係している。特に、子供に負担をかけず、自立生活を維持したいという高齢者の

一般化された考え方はそれらの保健・健康管理ニーズと日常生活の援助ニーズと相応して

いる。つまり、積極的に健康を維持し、補助具の使用や配偶者とお互いに世話すること、

無料の公的支援を利用することによって、自立生活をできるだけ延長することは、高齢者

の保健・健康管理ニーズと日常生活の援助ニーズの根底にある。
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○第四章「蘇南農村における訪問型在宅介護サービスの実態と課題」では、蘇南農村にお

ける訪問型在宅介護サービス（訪問サービス）の到達点を分析した。

上海近郊に位置する蘇州市呉江区は地区内の高齢者がよりよく生活できるように、都市

農村を問わず訪問型在宅介護サービスを実施している。民間企業 A社及びそのホームヘル

パーがサービスの実際の提供者であり、呉江区政府はそのサービスを発注し、対象高齢者

に無料で利用させている。しかし、家事援助と生活介助を中心とした訪問サービスによっ

て、高齢者の生活水準は一定の向上を見せたが、自立度の違いによって、訪問サービスに

対する高齢者の利用には相違が見られた。健康な高齢者と要介護高齢者の利用度が低いと

いう現象が起きており、その要因は、高齢者の生活面で必要な世話に対して適確なサービ

スがないという、需要と供給のアンバランスにあると考える。訪問型医療サービスと専門

的な介護サービスが求められる段階となっている。

しかし、こうしたサービスの内容の拡大と質の向上には困難があり、特にサービスの購

入者（区政府）と利用者（高齢者）が一致しておらず、高齢者の多様なニーズに素速く対

応できる仕組み作りがなく、企業 A社も自ら改革していく意欲は薄い。その上、農村部は

都市部より領域が広大であり、地縁的な性格も強く、地方の方言や習慣等の制限により、

都市部からホームヘルパーを派遣することが難しい。そのため、地元の人を活用すること

が最適であるが、職業差別によってホームヘルパーは不足しており、労働環境の改善や専

門知識の訓練は今後の課題となっている。

第２節 総合的考察

本論では、支援を受ける側の農村高齢者と支援をする側の老親扶養と在宅介護サービス

を整理したうえで、図終.1 の通りで在宅介護の課題を検討した。

蘇南農村の高齢者のライフステージは定年後の前期、中期、後期に分けられる。前期に

は今後の高齢生活の準備をすることより、日常的に子世代をサポートすることを優先的に

考えている。中期には子世代へのサポートの余裕がなくなるが、子供に負担をかけずに自

立生活を維持することに心がけている。そして要支援・要介護の高齢後期には、自立度の

低下にともない、高齢者は家事の手伝い、病院への同伴、全面的介護のように徐々に他人

に依存するようになっている。このようなライフステージは単純に高齢者の年齢によって

区分することはできず、それぞれの高齢者やその家族の状況によって変わってくる。しか

し、できるだけ子供をサポートしようとする点、子供に負担をかけたくないという思いが

蘇南農村の共通認識であると考えられ、要支援・要介護の高齢後期にまで影響をおよぼし

ている。

高齢者の自立度の相違と主な病気を分析した結果、完全自立できる者を含め、高血圧症

と関節機能の衰弱は最も罹患率の高い病気であり、自立度低下の要因となる。特に、高血

圧症による脳卒中、足の不自由による転倒の発生は健康の高齢者であっても、すぐに要支

援・要介護の状態に陥り、完全回復は期待できない。そして、徐々に自立度が低下する場

合、高齢者は金銭管理や買い物、料理・家事が不能になり、これら生活維持に必須の事項

への支援が必要となる。自立できる者の主要ニーズは保健・健康管理にあり、要支援高齢

者では家事や日常生活の援助に関するニーズが高く、要介護の高齢者は専門的介護の援助
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が必要とされる。

このような高齢者の異なるニーズに対して、蘇南農村の私的介護と社会的支援では次の

ように対応している。

まず、老親扶養の実態をみると、高齢前期では精神面の支えが中心であり、中期では徐々

に生活面と経済面の支援が加えられ、後期に至ると全面的介護が行われるようになる。高

齢者は前中期には円滑な親子関係を保持することを重要視し、そのことによって後期にな

ると現行の社会保障・福祉が届かないなかで、子世代によって介護される。しかし、少子

化、核家族化による親子の別居状況、扶養意識の変化に影響を受け、老親扶養の機能は弱

体化しつつあり、特に高齢後期での全面的介護期間が長くなると、老親扶養のみでは限界

があらわれ、社会的支援が必須となるケースが多い。

私的介護を優先する高齢者福祉の基本理念のもとで、蘇南農村の一般高齢者は救済的な

公営施設から排除され、私営施設についても金銭的負担から入居が困難であり、社会的支

援では訪問型在宅介護サービスしか利用できない。現段階の家事援助と生活介助を中心と

した訪問型在宅介護サービスは要支援の高齢者において最も利用度が高く、高齢前中期の

健康な高齢者の生活状況にも一定の向上効果を持ち、これら高齢者の自立生活期間を延長

する役割を果たしている。しかし、健康な高齢者と要介護高齢者において必要とされる保

健・健康管理サービスや専門的な介護サービスに対しては対応ができないことは明白であ

る。特に、要介護高齢者に対して家事援助を行うことは高齢者を支援するというより、そ

図終−1 蘇南農村における在宅介護の課題

資料：著者作成。
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の家族を支援していると言える。

このように、中国では高齢者対策として在宅介護の方式を重点としてきたが、在宅介護

サービスが先進的に展開した蘇南農村では、老親扶養のみで対応しきれいない要介護高齢

者は在宅介護サービスでも十分に支援されておらず、支援から漏れている存在となってい

る。このため、社会的資源が限られた農村地域において最も支援が必要される要介護高齢

者への対応は大きな課題となっているのである。

本論では中国の高齢化問題を高齢者の介護に関する制度の未整備に着目し、東部都市部

と内陸農村部の中間に位置している蘇南農村の在宅介護を対象に検討した。その結果は、

健康な高齢者と要介護高齢者のニーズが充足されていないということであった。そして、

単に物質面のみではとらえきれない「社会資源の豊かさ」の格差を考えると、鄔ら（2007）
が指摘した地域間、都市・農村間、階層間、世代間のほかに、本論が分析した自立度の区

分を付け加えることができる。この格差の中で最大の社会的弱者は、中国内陸の農村部に

見られる子世代が出稼ぎに行って見捨てられた要介護高齢者であり、これら高齢者への「社

会資源」の充実が喫緊の課題と言える。

しかし、「家庭を基盤とし、コミュニティをよりどころに施設を補充」する高齢者福祉

サービスシステムの構築を志向している中国の高齢者福祉政策の下で、要介護高齢者の世

話はやはりその家族の責任であり、社会的支援は、介護家族を金銭的・サービス的支援に

よってサポートする方向となる。もう一つは、要介護高齢者、特に内陸農村部の要介護高

齢者を福祉施設に集中し、専門的介護サービスを提供するという方向が考えられる。この

ため、在宅介護と福祉施設の選択においては、要介護高齢者の発見及び評価に関するシス

テムの構築が必須である。年齢条件だけではなく、自立度に対する適切な評価がこれから

高齢者福祉のあり方に重要なポイントになるが、高齢者福祉にかかわる法整備、資金調達、

介護人材の育成・確保という制度面の整備と改善も必要となろう。


