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香港・マカオにおける少子高齢化と福祉レジーム

羅 欣 寧

要 旨

本稿は，香港・マカオにおける少子高齢化および福祉モデルを考察した。
香港・マカオにおける少子高齢化社会の動向を確認し，高齢化対策の必要性
に迫られていることを強調したうえで，香港・マカオの福祉レジームについ
て論じた結果，アンデルセンの⽛福祉レジーム論⽜に対する再検討の必要性
を提示した。

はじめに

1970 年代末，中国共産党は平和的な交渉による中台統一を達成するために，⽛一つの国家，二

つの制度（以下は⽝一国二制度⽞）⽜の方針・政策を打ち出したが，海峡両岸の分裂が長引く中

で，台湾に先んじて香港およびマカオ問題の解決に適用され，その結果両地域は 1997 年および

1999 年に，それぞれ中国に返還され（金 2011：3），⽛一国二制度⽜の方針・政策が今まで実行

されてきた。

近年の香港・マカオの社会発展とともに，少子高齢化の加速も見込まれている。本稿は，少

子高齢化社会香港・マカオにおける社会保障の枠組みを明らかにしたうえで，東アジア発福祉

レジーム論の必要性を提示してみる。

⚑．香港・マカオの少子高齢化

1.1 香港・マカオの概況

1.1.1 香港
本論文でいう⽛香港⽜は，中華人民共和国の南部にある⽛中華人民共和国香港特別行政区⽜

という地域を指す。香港は 150 年以上にわたってイギリスの植民地であり，1997 年⚗月⚑日に

中華人民共和国に返還された。香港は中国本土の広東省深セン市と隣接し，1,104 平方キロ
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メートルの面積を有しており，人口総数は 739.47 万である（香港政府統計処 2021）。

1.1.2 マカオ
本論文でいう⽛マカオ⽜は，同じく中華人民共和国の南部にある⽛中華人民共和国澳門特別

行政区⽜という地域を指す。マカオは香港の南西に 70 キロメートル離れており，中国本土の広

東省珠海市に接している。400 年以上のポルトガル植民地の歴史をもち，1999 年に中華人民共

和国に返還された。マカオの土地面積は 32.9 平方キロメートルであり，2020 年時点での人口

総数は 68.31 万である（マカオ政府統計局 2021）。

1.2 人口転換モデルと人口動態

最初に，香港・マカオ社会における人口学的変化に注目してみよう。一般的にはこのような

変化は，出生率と死亡率から説明される。そのメカニズムを説明したものとして⽛人口転換モ

デル⽜が挙げられる（大泉 2011）。図 1.1 は，高出生率・高死亡率の社会から低出生率・低死

亡率の社会への不可逆の移行という第一次人口転換（元来の意味での人口転換）および人口置

換水準を割り込む水準への低下・離婚率の上昇が同時に始まった⽛極少産少死⽜，すなわち第二

次人口転換とする新しい局面（落合 2013：7-8）を示したモデルである。図 1.2 と 1.3 はこの

モデルと同じ考え方で，香港・マカオの人口動態を示す。

人口転換モデルほど明確なものではないが，香港・マカオ社会の高出生率・高死亡率から低

出生率・低死亡率への移行が示されている。注目すべき特徴の一つは，香港・マカオはそれぞ

れに特定の時期に著しい人口増減の現象が現れることである。それに対し，香港・マカオの粗

出生率・粗死亡率の激しい変化はないため，海外との流出入数，すなわち⽛社会増減⽜の影響

が大きいと考えられる。また，マカオにおいては 1970 年代の半ばから 1980 年代の後半まで出
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図 1.1 人口転換モデル
（資料）日本総合研究所作成



生率の回復が見られる。それは①中国の改革開放後の移民の解禁により生産年齢の女性が増加

しマカオ全体の出生率を向上させた，②⽛計画出産⽜，すなわち⽛一人っ子政策⽜の制限から解

放された中国移民の女性たちが⽛少なくとも一人の子を産む⽜という共通の考え方をもつ，③

1982 年以降，移民が大幅に減少したからであると指摘される。

1.3 出生率の低下と⽛圧縮された近代⽜

香港・マカオにおける出生率の低下は，図 1.4 が示した香港・マカオにおける合計特殊出生

率（TFR）の変化に注目し説明してみよう。

すでに述べたマカオにおける中国からの移民による影響のある 1970 年代の半ばから 1980 年
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図 1.2 香港の人口状況（1960-2019)
出典：世界銀行データベース（2020）。

図 1.3 マカオの人口状況（1960-2019)
出典：世界銀行データベース（2020）。



代の後半までの期間を除き，香港・マカオには連続している出生率の低下が起きている。人口

転換ののち，しばらく安定期が続き，出生率は人口置換水準程度に保たれた（落合 2013：7）

という現象がヨーロッパ・アメリカ・日本には見られたとはいえ，香港・マカオではこのよう

な時期がない。そのため，人口置換水準まで低下した時点を，香港・マカオでは第一次人口転

換・第二次人口転換のそれぞれの一部をなす第一の出生率低下・第二の出生率の低下の境目と

しよう。このように考えれば，第一の出生率の低下が香港では 1960 年代の初頭から起き，マカ

オにおいてもほぼ同じ時期に始まったのであると考えられる。

さらに，香港では出生率の低下が継続しているうちに 1980 年に第二の出生率低下が起きた。

それに対し，マカオは 1971 に初めて第二の出生率低下を経験したが，1977 年から 1985 年まで

の間，一時的に出生率の回復が見られ，その後は第二の出生率の低下が再び起こった。

まとめてみると，香港・マカオの第一の出生率の低下が 1950-1960 年代に起き，出生率が人

口置換水準に安定していた時期を経験したことはなく 1970-1980 年代から第二の出生率低下が

始まった。

第一次人口転換・第二次人口転換については，落合がベックの⽛第一の近代⽜⽛第二の近代⽜

に基づき，これら二つの近代を上記の二つの人口転換に関係づけて定義し，第一の人口転換に

よって形成される社会を⽛第一の近代⽜，第二の人口転換によって形成される社会を⽛第二の近

代⽜と呼ぶことを提唱している（Ochiai 2010）。それによれば，香港・マカオにおける出生率の

低下は，チャン・キョンスプが指摘した⽛近代の圧縮⽜（チャン 2013）に該当し，⽛圧縮された

近代⽜の事例であると考えられる。⽛圧縮された近代⽜という概念は前述のようなヨーロッパで

は長期間かかって進展した近代を短期間に⽛圧縮⽜して追体験したということを指し，以下の

ように定義されている。⽛圧縮された近代とは，政治的・社会的・文化的変化が，時間的にも空

間的にも非常に凝縮された状態で起こる社会状況を指す。そこでは，本来異質な歴史的，社会

的な要素が動態的に共存することから，極めて複合的で流動的な社会システムが形作られる⽜

（チャン 2013）。
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図 1.4 香港・マカオにおける出生率の低下
出典：世界銀行データベース（2020）。



1.4 香港・マカオにおける第二次人口転換：脱家族化と婚姻・家族主義

東アジアに起こっている第二次人口転換はヨーロッパ・北アメリカのそれと類似していると

はいえ，落合恵美子（2013）は前者をもたらしているのは家族主義，後者を起こしているのは

個人主義であると主張する。具体的に言えば，第二次人口転換によりヨーロッパ・北アメリカ

では制度としての婚姻が動揺して，個人主義が台頭してきたが，東アジアでは制度としての婚

姻と家族主義が維持されているとされる（落合 2013：67-97）。このような第二の近代，あるい

は⽛圧縮された近代⽜の到来により，晩婚化や無子化，出生率低下，離婚などの⽛脱家族化の

兆候⽜とみなされる傾向が現れ，家族が支援の柱からリスクの源への移行により⽛個人主義な

き個人化・リスク回避的個人化⽜というパラドキシカルな過程が韓国にのみならず，東アジア

諸社会まで広がってきた。（チャン 2013；落合 2013）。

上記の落合の東アジア研究は香港における社会問題の一部を取り上げたが，そのような見解

は今の香港・マカオ社会の状況をどれほど説明できるのかという問いをめぐって，知見を踏ま

えて婚姻・家族主義に関連する指標を考察し，香港・マカオの社会状況を論じてみよう。

1.4.1 離婚・晩婚
図 1.5 に示すとおり，香港の普通離婚率（crude divorce rate）は落合（2013）が注目していた

2010 年代以降も高い水準を維持しており，2013 には史上最高の 3.1 に達した。マカオの普通

離婚率は全体的に香港より低いとはいえ，香港と同じように目立って上昇しつつあり，2018 年

に未曾有の 2.31 に達した。一方，香港・マカオの普通婚姻率（crude marriage rate）は低下する

途中で 21 世紀の初頭に一時的な回復が見られるとはいえ，2012-2013 年以降その低下が連続し

ている（図 1.6 参照）。図 1.7 に示したように婚姻率と離婚率の比を取ると，1980 年代以降，上
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図 1.5 香港・マカオの離婚率の趨勢
出典：香港：香港政府統計処統計表（HTML）表⚓-生命事件，2018 年香港統計月刊専

題⽛1991 至 2016 年香港的結婚及離婚趨勢⽜，香港政府統計処統計報告⽛香港的
女性及男性-主要数字（2021 年版）⽜，マカオ：マカオ政府統計暨普査局人口統計
時系列データベース-⽛人口推測，出生及死亡統計，結婚及離婚統計⽜。



昇の趨勢が見られており，2020 年にそれぞれに史上最高の値に達した（香港は 0.58，マカオは

0.48）。最後に，図 1.8 によれば，香港における男女の初婚年齢（中央値）は元々高い水準で徐々

に上昇しており，マカオのそれは比較的高い水準を維持している。この現象はそれぞれの結婚

率低下の一つの原因であると考えられる。

香港・マカオの婚姻率・離婚率・婚姻離婚比の水準は 2000 年代のヨーロッパのそれに達して

おり，落合が指摘した⽛東アジアにおける婚姻は変化しつつあるが，現在のところ，まだ比較

的多くの人々が結婚し，しかもいったん結婚すると，北西ヨーロッパや南北アメリカよりも離

婚する確率は低い⽜（落合 2013）という婚姻制度の維持は今でも存在するのか，香港・マカオ

は東アジアにおける例外的な存在なのか，という問いに検討の余地があると考えられる。
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図 1.6 香港・マカオの婚姻率の趨勢
出典：香港：香港政府統計処統計表（HTML）表⚓-生命事件，2018 年香港統計月刊専

題⽛1991 至 2016 年香港的結婚及離婚趨勢⽜，香港政府統計処統計報告⽛香港的
女性及男性-主要数字（2021 年版）⽜，マカオ：マカオ政府統計局人口統計時系列
データベース-⽛人口推測，出生及死亡統計，結婚及離婚統計⽜。

図 1.7 香港・マカオの婚姻離婚比
出典：香港：香港政府統計処統計表（HTML）表⚓-生命事件，2018 年香港統計月刊専

題⽛1991 至 2016 年香港的結婚及離婚趨勢⽜，香港政府統計処統計報告⽛香港的
女性及男性-主要数字（2021 年版）⽜，マカオ：マカオ政府統計局人口統計時系列
データベース-⽛人口推測，出生及死亡統計，結婚及離婚統計⽜。



1.4.2 同棲と婚姻外出生
アジアにおいては第二次人口転換の時期でも同棲・婚姻外の出生の増加が見られず，それは

ヨーロッパの第二次人口転換が起きたこととは対照的であるとされる。（落合 2013）。WVS調

査では，この十年で香港における同棲する人々の数は増加しており，（0.6％-0.9％-2.4％），マ

カオにおけるその割合（2.9％）は香港より高いということが示されている（WVS 1981-2020）

にもかかわらず，香港・マカオでは同棲は依然として少数派であることがわかる。

東アジアでは婚姻外の出生が極めて珍しいと指摘されているが（落合 2013），近年，香港・

マカオではそのデータがなかなか把握されていない。植民地時代の香港のデータによれば，

1985-1990 年の間，婚姻外出生の子どもの割合は⚔％前後という低い水準であった。

上記を踏まえ，香港・マカオの人々は，婚姻以外の親密関係とは無縁であり，いわゆる⽛親

密性の欠如⽜（落合 2013）が起こられていると考えられる。

1.4.3 越境結婚
もう一つの東アジアにおける⽛結婚⽜のポイントとしては，落合（2007，2013）は，自然な

恋愛結婚ではなく，家名を継ぐ息子の必要性，高齢者ケアの需要，農場における労働力のニー

ズなど，極めて伝統的な目的のため，東アジアにおいて国際結婚や越境結婚が盛んだという逆

説を指摘している。さらに，日本，韓国，台湾では 1990 年代からの国際結婚・越境結婚の増加

の背景は，農村地域と低所得者の男性に適当な配偶者がいないというのであるとされる（落合

2013）。

香港・マカオにおける国際結婚・越境結婚の共通の特徴は，中国人との結婚が多いことであ

ろう。1991 年当時，中港越境結婚が 22610 件あり，そのなかに 21220 件（93.9％）が香港人男
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図 1.8 初婚年齢の趨勢
出典：香港：香港政府統計処統計表（HTML）表⚓-生命事件，マカオ：マカオ政府社会工作局マカ

オ婦女データベース。



性と中国人女性との結婚であり，香港人女性と中国人男性との結婚がわずか 1390 件（6.1％）

である。また，同年の中港越境結婚件数が結婚総件数（42568 件）の⚕割を超えている。その後

も，図 1.9 に示したように，中港越境結婚件数の増加趨勢はみられないが，毎年⚒万件以上の

水準が維持されている。（香港政府統計処 2018）。マカオの場合，2010 年で見ると，越境結婚

が 960 件あり，マカオ人男性・中国人女性の結婚は 599 件，マカオ人女性・中国人男性のほう

は 238 件である（マカオ政府統計局 2010）。1980 年代末から流行ってきた越境結婚の主体は低

所得者のマカオ人男性である点は，日本，韓国，台湾と一致するが，21 世紀に入ってそのトレ

ンドが中産階級まで拡大されてきた。また，マカオ人女性は中国人男性と結婚する意欲がこれ

から強くなっていくと見込まれる（Nicole et.al. 2010）。

香港・マカオの返還後，中国との経済統合・社会連携の進展は中国人との越境結婚を促す重

要な原因のはずであるが，早期の段階で中国人女性との結婚の割合が高いというポイントから

一つの共通点が読み取れる。すなわち，香港・マカオ人女性は学歴・収入が高く，香港・マカ

オ社会の男女平等志向は香港・マカオ人同士の結婚の大きな支障となっている。その結果，香

港・マカオ人男性は晩婚・再婚のため中国で配偶者を探し，自分よりはるかに若い中国人女性

と結婚する傾向がある（Kan and Ma 2008；Nicole et.al. 2010；So 2010: 525；Leung 2015）。だが，

近年には香港・マカオにおいて上記のような⽛伝統的な⽜越境結婚が減少してきた。データに

よれば，2016 年に香港人女性・中国人男性の結婚件数は 7626 件（約 33.3％）であり，それに

対し，香港人男性・中国人女性の結婚件数は 15300 件（約 66.7％）である（香港政府統計処

2018）。香港人男性と中国人女性との結婚が多いという点は変わらないが，中国人男性・香港人

女性夫婦の割合が増加しつつあることがわかる。それは産業再配置により香港と中国との交流

が深まる機会が増え，それとともに香港人と中国人との恋愛または結婚が増加するからである

（Leung 2015）。マカオではそのようなデータはないが，中国の経済発展や中国人留学生増加の
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図 1.9



ため，学歴・収入の高いマカオ人女性の中国人との結婚も増加していくと予想される（Nicole

et.al. 2010）。

香港・マカオにおける越境結婚の状況から，伝統的な目的のための結婚の減少が容易に読み

取れる。このような変容を起こす理由は，香港・マカオの人々の家族観念の変容にあると考え

られる。今の段階では伝統家族と近代家族，さらに⽛第二の近代⽜の⽛親密性の変容⽜とジェ

ンダー平等の要素が混在するという状況はもう一つ⽛圧縮された近代⽜の特徴といえよう。

1.4.4 ⽛リスク回避的個人化⽜と家族主義から個人主義への移行
落合（2013）は東アジアにおける脱家族化と婚姻に関するパラドキシカルな事象を考察し，

東アジアにおける⽛結婚⽜はヨーロッパのものとは別の意味を持っていると推測する。韓国を

はじめとする東アジア諸社会における婚姻に対する理想と実際の脱家族化との間のギャップは

チャン・キョンスプによって⽛リスク回避的個人化⽜として説明された。彼によれば，リスク

社会に飛び込んだ時代にリスクに対して無防備な人々に対する唯一の保護を与えてくれる対象

は家族であるため，韓国人が⽛非常に家族志向的な社会的，個人的な生活⽜を送ってくる（い

わゆる⽛家族主義的な圧縮された近代⽜）にもかかわらず，⽛家族が社会の生産と再生産につい

ての様々な機能をますます果たせなくなり⽜，⽛家族が制度として弱まることは，家族の関係を，

社会的資源からリスクに変貌させる。⽜⽛互いがリスクの源になってしまうと，家族のひとりひ

とりは，互いからの身体的，物質的，あるいは感情的な分離が，はるかに実際的な人生選択で

あることに気づく。それゆえ，リスク回避的個人化の潮流が生じ，広がる。⽜（チャン 2013）。

では，香港・マカオでも同じだろうか。人口統計のデータだけみれば，出生率や結婚などに

関わる脱家族化や個人主義化の傾向が香港・マカオにも存在している。しかしながら，前に述

べたように，香港・マカオの人々は結婚・出産上の理想と現実との間にもギャップが見られて

いる。彼らは家族生活そのものを拒否しているというよりも，家族主義的な考え方を持ってい

ると同時に実際に個人化という選択肢を選んだのである。マカオではこのような議論は珍しい

が，⽛リスク社会⽜の概念が広く受け入れられた香港（澤田 2011）では，これはリスクが個人

化される過程の一環とも言えよう。

だが，チャンのいうとおり，⽛これは必ずしも，個人主義を伴った個人化が遠い将来に起こる

という可能性を，排除するわけではない。⽜日本や韓国より，香港・マカオの人々の個人主義の

傾向が明らかに強いといってもよい。今のところ，それを⽛個人主義の傾向を伴う家族主義的

個人化⽜としよう。それは持続的に維持されていくか，将来には強化されていくか，今後とも

注目する必要があるのだろう。

1.4.5 香港・マカオにおける⽛自由主義的家族主義⽜
エスピン-アンデルセンが提唱する⽛福祉レジーム論⽜（アンデルセン 1990，1999）は比較福
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祉国家論の近代的古典ともいえるが，東アジアの研究者により，その理論の機械的な適用によ

る東アジアの⽛座りの悪さ⽜が発見され，それを解明しようとする試みが多くなされてきた。

⽛武川－田多論争⽜をはじめとする⽛東アジア発の新しい理論構築⽜が行われている（武川 2010；

田多 2010a；金 2010）と同時に，アンデルセンも様々の批判を受けながら自分の理論の枠組み

を修正し⽛家族主義⽜に関わる議論をしてきた。彼は⽛所得の分配とケアの分担の双方におい

て，家族はその成員の福祉に対して最大限の責任を持つべきだ⽜という⽛家族主義⽜をほとん

どの国において前提としており，家族主義的な社会政策は低出生率と貧困家庭の頻出という状

況を帰結すると（Andersen 2009；落合 2013），批判的な態度を示した。ヨーロッパにおける一

つの改革の方向性として挙げられる 1970 年代以降脱家族化政策を実施してきた北欧諸国とは

対照的に，東アジアは⽛圧縮された近代⽜とそのもとでなされた政策決定によって，より強力

な家族主義を発展させ，また同時に家族主義の様々なあり方を創り出した（Ochiai 2010）。その

ため，前述のように，家族主義が東アジアでは今までも優勢である。

グローバル化による経済競争が背景にあるため，日本以外の東アジア社会は，競争力強化を

目指し，小さな政府志向は経済政策の中心課題となるという，経済政策は社会保障政策に優先

する姿勢が見られた。言い換えれば，これらの社会は福祉国家を建設すると同時にグローバル

化の脅威に対応せざるを得なく福祉の削減をせねばならないという状況に陥ってしまったので

ある（武川 2010；落合 2013；安里 2013）。さらに，東アジアでは高齢化の急速な進展をはじ

めとする社会問題の対策である社会保障政策は，⽛家族⽜という資源を活用することでケアの供

給源として位置づけがなされようとすると指摘され，政府の役割を小さいまま維持するため，

家族に福祉の供給役割を維持させることになるのである（安里 2013）。その証拠としては，シ

ンガポール，香港，台湾など，育児と介護の分担に市場部門の果たしている役割が大きいケー

スが発見された。これらの社会においては，外国人の家事労働者・介護労働者が家族の代わり

に介護サービスをする。その理由は，労働市場において介護サービスを買う家族は両親を家で

面倒を見るべきだという家族主義的な論理にあると主張され，そうした新しい方向は⽛自由主

義的家族主義⽜と呼ばれる（落合 2013）。しかし，香港・マカオにおいては，⽛家事労働者⽜と

は⽛家事労働に従事する人⽜のみ意味しているわけではないとはいえ，家庭内の介護労働も同

時に担う外国人労働者に関しては⽛介護労働者⽜という公式のカテゴリーもないため，現地の

外国人家事労働者の仕事の実態を確認しておく必要があるのだろう。

香港では昔，外国人家事労働者は単純な家事労働を分担してきたにもかかわらず，近年には

子育て・高齢者介護もするようになったことが確認された。2016 年時点で，香港では外国人家

事労働者の人数が 352000 人に達しており，香港就業人口の 9.3％を占めている。30％の核家族

世帯，44％の女性有職者のいる核家族世帯は外国人家事労働者を雇っており，1995 年のその割

合と比べるとそれぞれに 17％，21％増加する。⚙％の高齢者のいる世帯は外国人家事労働者を

雇っており，同居するより若い世代の人が介護してくれると予想されるため，2010 年より⚑％
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しか増えないにもかかわらず，将来の高齢化の進展により外国人家事労働者に対する需要が大

幅に増加すると見込まれる（香港立法会 2017）。

マカオ政府は外国人家事労働者を⽛家庭内の乳幼児の世話，高齢者ケア，食事の準備，清掃

などを協力してくれる人々である（家庭工作外地僱員是協助僱主打理日常家務，例如料理小孩，

照顧長者，煮食及清潔家居等。）⽜と定義している（マカオ政府労工事務局 2019）。2016 年に，

マカオにおいて就業人口 391464 人のうち 6.7％（約 26000 人）が家事労働者・介護労働者であ

る。それに対し，外国人労働者の中の家事労働者・の割合が 23.8％，合計 24821 人である。す

なわち，外国人の人数は家事労働者・介護労働者全体の⚙割以上占めている（マカオ政府統計

局 2016）。

家事労働者の増大は香港・マカオ社会における子育て・高齢者介護の負担を緩和する一方，

現地の福祉政策の充実を促進するというよりも，家族内部における福祉供給機能を強化する可

能性があるとみなされる（安里 2013）。それに加えて，こうした⽛自由主義的家族主義⽜の場

合でも，家族自身が介護サービスを購入する費用を負担せねばならないため，このような家族

主義のあり方も⽛リスク⽜となっており，現地の出生率低下に影響を与えているとされる（落

合 2013）。

1.4.6 まとめ
まとめてみれば，チャン（2013）と落合（2013）が議論したような，家族主義の色濃い⽛東

アジア型の第二次人口転換⽜は，香港・マカオも経験してきた。チャンと落合が取り上げた日

本・韓国と比べれば，香港・マカオ社会においては個人主義の傾向はやや強いにもかかわらず，

家族主義は依然として主導的地位を占めているからこそ，家族を大切にすると同時に，資源か

らリスクへと変貌する家族という負担から逃れる個々の人々の選択から，人口統計学的に脱家

族化の傾向が現れている。それは文化的な要素によるものではなく，⽛圧縮された近代⽜という

東アジア社会の共通の条件によるものである（落合 2013）という論理に，筆者は賛成している。

しかし，香港・マカオにおける⽛個人主義の傾向を伴う家族主義的個人化⽜という共通の特徴

は共通の文化的な要素によるものなのか。日韓より高度に⽛圧縮された⽜近代から生じる家族

主義の多様性の表現なのか。そこには検討の余地があると考えられる。

もう一つ強調しておきたいのは，香港・マカオにおける⽛自由主義的家族主義⽜は，少子化

のみならず，人口高齢化の進展という深刻な社会問題にも関連している。香港・マカオ社会は，

前節に議論した⽛自由主義的家族主義⽜のように外国人家事労働者を導入するのみならず，い

ろいろな社会分野で外国人労働者を受け入れることを通じて就業人口不足問題を緩和してきた

が，平均寿命の伸張・少子化により人口の高齢化が急速に進展しているため，介護労働に対す

る需要がいっそう高まっていくことが予想される。しかし，家事労働者に期待される役割が高

齢者ケアに及ぶことがもたらしてきた介護労働の家族化・家族機能の外部化は現地の女性の労
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働力化に寄与したが（安里 2013），持続可能な社会システムの建設に成功したわけではない。

それは先に述べたように，貧乏な人々は家族という負担に直面し，社会から排除されるように

なったからである（落合 2013）。香港・マカオ社会にとって，社会福祉の充実と社会福祉政策

の革新は大きな課題であろう。

1.5 加速する高齢化

平均寿命の伸張は出生率が低水準にとどまり続けてきたこととあいまって，社会の高齢化を

加速させる要因となる（大泉 2011）。近年，香港人の平均寿命は世界一という高水準を示して

いる1と同時に，2019 年香港の高齢化率は 17.6％で，東アジアにおいても日本に次いで高齢化

が進んでいる地域と言える（香港政府統計処 2020）。それに対し，マカオ人の平均寿命は香港

よりやや低めでありながらも世界トップ水準を保っているが2，2020 年の高齢化率は 12.9％で，

⽛高齢化社会⽜の段階に留まっている。2021 年に⽛高齢社会⽜となると予想されるマカオは，高

齢化率が⚗％に達した時点は 1981 年で，香港の 1983 年とはほぼ同じ時期であるとはいえ，香

港は 2013 年時点で⽛高齢社会⽜となった。この二つの地域の高齢化率が⚗％から 14％へ上昇

する期間，すなわち⽛倍化年数⽜の間に約 10 年の差がある（マカオ政府 2014）。

このような高齢化率のギャップを形成させる要因の一つとしてあげられるのはマカオの特殊

な人口構成であろう。2016 年マカオ総人口 650834 人のうち，常住外来人口3の割合は 17.5％

である。当時のマカオ全体の 9.1％の高齢化率とは対照的に，マカオ永住者全体の高齢化率が

11％である（マカオ政府統計局 2016）。ほぼ同時期の香港においては，常住外来人口4の割合

が 10％未満である（香港入国事務処 2015）。当時のマカオ永住者年齢中央値は 39 歳であり，

総人口年齢中央値の 37.5 歳を上回っている。また，2016 年マカオ人口ピラミッドを参照すれ

ば（図 1.10），性別を問わず，外来人口はマカオの 15-54 歳の生産年齢人口を大いに補足するこ

とが分かる。上記のことからみれば，マカオの人口高齢化問題の緩和に対する外来人口の受け

入れの影響が明白である。

以上を踏まえ，マカオにおける外来人口の重要性は自明のことであるが，ここには看過でき

ない問題を二つ提示しておきたい。まず，マカオの実質 GDPは⚒年連続でマイナス成長とな

り（前年比で 2019 年－4.7％，2020 年－45.9％），2021 年第⚒四半期までの実質 GDPは 10 四

半期ぶりのプラス成長（前年同期比 69.5％増）で，2021 年上半期の外国人労働者も前年同期比

7.6％減少する（マカオ政府統計局 2019；2020；2021），というのである。⽛東洋のレスベガス⽜
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1 男性 82.2 歳，女性 88.1 歳。香港 2020 年統計年鑑。
2 男性 81.1 歳，女性 86.9 歳。2020 年度マカオ資料。
3 マカオに居住している外国人労働者・留学生を指す。
4 ⽛永住資格を持っていない香港在住の者⽜を指す。



と呼ばれるマカオはカジノ産業の成功を収めてきたが，カジノビジネスへの過度の依存やそれ

による経済転換の必要性が指摘されており（小塚 2017），新型コロナウイルス感染症の影響や

危機対応能力の不足のため経済不況が継続し，外国人が流出する動向も見られている。それに

対し，新型コロナウイルス感染症の影響に加えて反⽛逃亡犯条例⽜運動に関連する一連の事件

や⽛香港国家安全維持法⽜の実施を経験してきた香港社会の経済面だけみれば，実質 GDPも⚒

年連続でマイナス成長となった（前年比で 2019 年－1.7％，2020 年－6.1％）が，2021 年第⚒

四半期実質 GDP成長率は前年同期比で 7.6％になり，⚒期連続でのプラス成長となっており，

本年度の成長率は約 5.5％-6.5％の見通しである（香港政府統計局 2021）。マカオと比較すれ

ば，香港のリスク対応能力が顕著に高いといえよう。

また，マカオの高齢化の進展がやや遅いが，香港と同じように 10 年で⽛高齢社会⽜から⽛超

高齢社会⽜へ移行すると見込まれ，欧米諸国のそれより遥かに速いスピードである。すなわち，

香港・マカオの人口高齢化のプロセスも⽛圧縮された⽜のである。日本並みの高齢化水準に達

するのはあと 20-30 年のこととなり，高齢者福祉・医療サービスに対する需要の急増が予想さ

れる。

人口高齢化に加えて，香港・マカオにおいて起きている家族構造の変化にも注目したい。と

りわけ一人暮らしの高齢者世帯・配偶者との高齢者二人世帯が長期にわたって増加し続ける傾

向は，⽛圧縮された近代⽜の典型的な特徴でもあり，それに伴い様々な問題が生起するのだろう。

ここで一つの例として挙げられるのは家族扶養機能の弱体化という問題点である。

表⚑に示しているように，1996 年以来，香港高齢者の子女との同居率が低下し続けていると

同時に，一人暮らしの人の割合が増加している。また，配偶者との二人世帯が 1996 年の 16.2％
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図 1.10 2016 年マカオ人口ピラミッド（総人口－永住者)
出典：マカオ政府 2016 年中期人口統計のグラフをもとに作成。



から 25.2％まで上昇した。マカオ政府は詳しいデータを公表していないが，⽛2016 年，65 歳以

上の一人暮らしの高齢者世帯数は 6,977 であり，2011 年より 37.6％増加した⽜ということを明

らかにしている（マカオ政府統計局 2016：19）。上記の傾向からみれば，香港・マカオにおい

ては伝統的な家族介護が期待できなくなり，より多様な高齢者支援が必要となることがわかる。

上記のような社会保障・高齢者福祉分野の課題を実際に扱う前に，香港・マカオの福祉モデ

ルを明らかにする必要があるのだろう。そこで，次の節にエスピン－アンデルセンが提示する

⽛福祉レジーム論⽜（アンデルセン 1990，1999）という社会福祉の比較研究に絶大な影響力を発

揮してきた理論（金 2010：1）に基づいて議論を展開したい。

⚒．⽛福祉レジーム論⽜からみた香港・澳門の社会保障と高齢者福祉

2.1 エスピン・アンデルセンの⽛福祉国家論⽜：福祉レジームの三類型

エスピン・アンデルセン自身は，マーシャルの⽛市民権⽜の概念を用いて，資本主義の発展

過程において，政治的階級闘争の結果として国家が国民の社会権を保障するようになった国を

⽛福祉国家⽜と規定している（鄭 2010：422）。彼は福祉国家を社会政策のみから捉える従来的

な福祉国家論を批判し，福祉国家の質的差異を捉えるために，福祉生産・供給における国家・

市場・家族の役割のあり方に注目する。そして，福祉国家の質的差異は，労働市場から自由に

離脱できる程度を示す⽛脱商品化⽜と社会政策がもたらす階層化の程度を示す⽛社会的階層化⽜

という二つの指標から捉えられるとするが，福祉国家における女性の果たしている役割を軽視

している批判を受け止め，家族が福祉生産・供給から解放されている程度を示す⽛脱家族化⽜

という指標も導入する。これらの指標をもとに，アンデルセンは福祉生産・供給における国家

の役割が強く，寛大で普遍主義的な社会政策が展開される⽛社会民主主義レジーム（脱商品化：

高，社会的階層化：低，脱家族化：高）⽜，補完性原理に基づき家族の役割が強く，職域分断的
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表 1 香港における 65 歳以上の高齢者の居住状況
（単位：％)

同居者 1996 2001 2006 2011 2016

在宅

一人暮らし 11.5 11.3 11.6 12.7 13.1
配偶者と子女 32.1 32.1 30.4 29.7 29.0
配偶者のみ 16.2 18.4 21.2 23.6 25.2
子女のみ 28.2 24.7 23.1 21.4 19.5
その他 6.5 4.4 3.7 4.0 5.1
在宅小計 94.5 90.9 90.0 91.4 91.9

施設ほか自宅以外 5.5 9.1 10.0 8.6 8.1
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

出典：澤田（2014），香港政府統計処（2018）をもとに作成



な社会保険制度が充実する⽛保守主義レジーム（脱商品化：高，社会的階層化：高，脱家族化：

低）⽜，市場の役割が強く，残余的な社会政策が展開される⽛自由主義レジーム（脱商品化：低，

社会的階層化：高，脱家族化：中）⽜という三類型論を提示する（加藤 2019）。それに基づき，

日本国内においても，日本および日本を含む東アジア諸国を主な分析対象とする比較福祉国家

研究が 1990 年代以降本格的にはじまった（金 2010：1）。

2.2 東アジア発の福祉国家論

1990 年代後半以降，日本の福祉国家を対象とする欧米諸国との国際比較が盛んになるほか，

日本との比較対象として，近隣の東アジア諸国についても関心が高まった。その背景としては，

①1990 年代末のアジア経済危機のさいに急激な政策変化（特に⽛福祉政策の拡大⽜）を遂げてい

た近隣の国々の経験が日本の研究者の関心を引き起こした，②上記の⽛福祉政策の拡大⽜の背

後にある様々な社会問題が日本にも東アジア諸国にもみられ，東アジアの国々が参照群として

取り上げられた，③欧米中心の研究傾向に対する反省という問題関心があった，④欧米におけ

る福祉国家研究を補完・克服しようとする問題関心があった，というのが挙げられている（金

2010：3-5）。

国際比較の視点から日本を分析する議論であれ，東アジア諸国・地域を分析する議論であれ，

それらの議論においてアンデルセンの福祉レジーム論が大きな影響を及ぼしたことはいうまで

もない（金 2010：6）が，数多くの学術的論争も引き起こしてきた（加藤 2019）。たとえば，

東アジア型福祉モデルは⽛福祉レジーム論⽜では説明しきれないため，比較福祉国家分析に東

アジア社会を位置付ける試みが多岐にわたることは指摘される（Ng 2016，郭 2017）。アンデル

セン自身は脱家族化を用いた分析を行っても家族主義福祉レジームを⚔つ目のレジームとせ

ず，もともとある⚓つのレジームの中で南欧や東アジアを説明しているが（大木 2019），アン

デルセンの知見を継承し，⽛家族レジーム⽜を提唱し東アジア諸国を福祉国家類型論に位置づけ

ることが試みられる（新川 2005）。ほかにも⽛儒教主義福祉国家⽜というタイプ，すなわち東

アジアにおいては父権制，親孝行，権威主義などといった儒教的価値観が共有され，それに基

づいて東アジア型福祉国家が形成されたと指摘される（Jones ed. 1993）。また，アンデルセンが

提示した⽛社会的階層化⽜⽛脱商品化⽜という⚒つの基準に加え，⽛社会政策と経済政策との関

係⽜という指標が提唱され，東アジアにおける⽛生産主義福祉国家⽜の存在が主張される（Holliday

2000）。さらに，東アジア福祉国家論に関する因果分析にあたって時間的要素の重要性が指摘

され，韓国を中心に東アジアにおける福祉国家の質的多様性とその因果関係に対する歴史的・

構造的分析が行われ，⽛後発福祉国家⽜という概念が提起される（金 2008：59）。

上記のように，東アジア発の諸理論をレビューしたが，香港・マカオを視野に入れた先行研

究はまだ多くなされていなかった。また，植民地であったため，昔の宗主国から福祉国家の形

成に影響が与えられたことが予想され，むしろ欧米発の福祉レジーム論に依拠して，香港・マ
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カオにおける社会福祉の姿が見えやすくなる可能性があると思われる。そのため，本論文では

福祉レジーム論の視点から香港・マカオの福祉モデルについて検討したい。

2.3 ⽛福祉国家⽜から⽛福祉レジーム⽜へ

ここでは問題となる一つのポイントを提示しておきたい。西欧における比較福祉国家研究の

場合，暗黙のうちにそのすべての対象国が⽛福祉国家である⽜という前提がある。しかし，東

アジア研究のさいには，⽛福祉国家とは何か⽜という問題が問われるのだろう。それは，福祉レ

ジーム論に新しい視点を導入するためには，福祉国家の概念規定から出発しなければならない

からである（金 2008：11）。より具体的に言えば，比較福祉国家研究の視座から香港・マカオ

を論じる前に，⽛香港・マカオは福祉国家か否か⽜⽛成熟した福祉国家か未成熟の福祉国家か⽜

といった問題を答えるべきであろう。

しかし，前に述べたように，福祉国家の概念は非常に曖昧である。様々な学問分野において

福祉国家についての多様な概念定義がありうると同時に，それぞれにおける強調点も異なる。

アンデルセン自身もその概念の曖昧さを認識しつつ，国家中心の⽛福祉国家レジーム（welfare

state regime）⽜から，より包括的国家-市場-家族という⚓つの制度領域の相互関係に焦点を置く

⽛福祉レジーム（welfare regime）⽜という用語を使うようになった。以上のことをふまえ，一般

的な比較の単位として，⽛福祉国家⽜という概念より⽛福祉レジーム⽜の方がより有用であると

されている（鄭 2010：424）。それゆえ，本研究では⽛福祉レジーム⽜という用語を用いる。

もう一つ明確しておきたいのは，香港・マカオの比較では何が具体的に比較・検討されるか。

従来の福祉国家論では，⽛社会福祉⽜⽛社会保障⽜などの用語が使われてきており，要するに⽛社

会保障制度⽜であるとされる（田多 2010b：476）。⽛社会保障制度⽜の定義に関わる議論は多岐

に渡っているが，本論文では田多（2010b）の概念規定を借用する。すなわち，社会保障制度が

救貧制度でもなく社会保険制度でもない制度とし，①普遍性が備わっている，②受給すること

が恩恵ではなく権利として国民に与えられている，③公的扶助制度と社会保険制度とが有機的

に結び付けられて一つの制度となるという意味での体系性・統合性を備えている，④失業者の

生存権を保障し社会の安定を確保するという機能を有する，という特徴をもっている。

以上をふまえ，本論文では香港・マカオの⽛福祉国家化⽜について詳しく議論しない代わり

に，香港・マカオにおける福祉レジームの成長と変化を観察しながら，それぞれの社会保障制

度の歴史的な発展経路における共通点と相違点を探ることを試みる。

2.4 香港の福祉レジーム

以上でみたような全体的な社会保障制度は，今の香港を中心にみれば，社会保険制度と公的

扶助制度および社会福祉制度によって構成される。社会保険制度は唯一の社会保険として実行

されている民間養老保険への加入を義務づけた⽛強制積立養老年金制度（強制性公積金計画）⽜
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が該当する。公的扶助制度は⽛総合社会保障援助制度（総合社会保障援助計画）⽜として整備さ

れ，総合社会保障援助制度から独立して制度化され身体障がい者および高齢者を対象とする⽛公

共福祉手当制度（公共福利金計画）⽜は社会福祉制度の重要な構成として創られる。これに⽛暴

力および法執行による傷害・死亡に対する賠償制度（暴力及執法傷亡賠償計画）⽜⽛交通事故に

よる傷害・死亡に対する援助制度（交通意外傷亡援助計画）⽜を追加してもよいのだろう。本論

文では香港の社会保障・福祉政策の歴史を概観し，その福祉レジームの特徴をまとめてみる。

2.4.1 民間団体による福祉事業（1841-1945）
上記の約 100 年間，香港の福祉事業の主役は常に民間団体であった。その背景にはイギリス

統治の二重構造と香港社会の人口構成による影響があった。香港政庁は外来政権であり，現地

の華人社会との関係は当初より希薄であった。香港を極東の貿易拠点として領有したと同時

に，華人社会に対する統治は清王朝の制度を継承していた。警察に相当する者は華人住民に選

出されたのみならず，司法の面でも華人社会は独自のシステムを確立していた（沢田 1997：

232-233）。華人はある程度の⽛自治⽜を実現していたといってもよいのだろう。

福祉についても同様に，華人による⽛自治⽜が見られた。華人社会の初期の福祉事業は，葬

儀・医療そして人身保護に集中していた。当時の香港華人人口の急速な拡大，とりわけ中国本

土出身の単身出稼ぎ労働者男性の急増がその背景にある。こうした華人単身者を中心とする人

口構成は，葬儀・医療と人身保護の面でサービスを恒常的に提供する民間団体を生んだ。当時

の疫病の流行に備えて，商人は同郷会や宗親会を形成し相互扶助を通じて華人単身者の葬儀・

医療問題の解決を図ったが，そのような福祉活動のサービスは，各団体の会員の多寡や団結力

の強弱によって格差があった一方で，短期または一過性の救済を目的としており，長期的な扶

助でもなく，全体の救済にもなっていなかった（沢田 1997：233-235）。

同郷会や宗親会とは異なり，華人住民全体を対象とする福祉サービスを提供する団体の代表

例としてあげられるのは⽛東華三院⽜と⽛保良局⽜である。東華三院は最初に華人系向けに医

療サービスを提供する機関として成立したが，その活動内容は医療だけでなく，貧民や年少者

の救済を含む幅広い慈善事業へと転換した。東華三院と並んでいた保良局は婦人や児童の保護

機関として，人身売買が合法とされ歓楽街が形成された香港における人身売買の犠牲者，特に

売春が強要された婦女や誘拐された児童を守っていた。（沢田 1997：236-237）

このような華人民間団体以外に，キリスト教会も医療サービスと人身保護を提供していた。

孤児院や養老院の設置を通じて，キリスト系宗教団体は児童と高齢者に対する福祉の貢献を見

せていた。（沢田 1997：237）

上記のように，華人系住民は華人系団体・キリスト教会による福祉サービスを享受していた

が，貧困層に対する実物支給がその内容の中心であり，現金支給や普遍主義的な扶助はほとん

ど見られていなかった（沢田 1997：237；陳・郭 2011）。
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2.4.2 政庁の福祉政策の開始（1945-1960 年代）
第二次世界大戦の終戦および中国内戦を背景に，戦争で離れた元住民が帰還して，中国本土

からの難民の流入も見られた。そのとき，国際 NGOが急増し，政府を凌駕する程度の救済活

動を行っていた。日本軍の占領（1941-1945）から香港を取り戻した政庁は，戦前と同様に，救

済活動を民間団体に任せた。この時期に展開した各種の福祉活動について，民間団体が先行し

ていたとされる（沢田 1997：238-240）。

⽛社会福祉署⽜という政府機関が民間団体の連絡協議機関よりも⚘年間遅く設置された。そ

の後も，家族と民間団体を主な福祉事業の担い手とされ続けたが，社会の核家族化による家族

機能の衰退・総人口過半数の香港生まれの第二世代人口の存在とともに，難民流入の減少や定

住者の増加により，NGOの救済活動が減少して，同郷会や宗親会による相互扶助の意義も失わ

れ，大家族制度の後退と高齢化の趨勢が見られた（沢田 1997：240-242）。

こうした事態に対して，香港政庁は社会保険計画を検討したものの，財政上の理由でその計

画が実行に移されることはなかった。それは，福祉の拡大により財政赤字が発生する可能性を

懸念した政庁は，このような長期的な公的支出を実施する意思をもっていなかったためである

とされる（沢田 1997：242）。

2.4.3 福祉の⽛ビッグバン⽜（1970 年代）
イギリスの植民地であった香港では，財政黒字を維持することが最優先されていたため，植

民政府の社会保障政策は最低限の貧困救済を理念としていた。1970 年代まで政府に対して社

会政策を要求するチャンネルがほとんど制度化されておらず，前述のように，華人系住民は自

助努力と相互扶助そしてキリスト系の慈善団体や伝統的な華人組織といった私的な福祉主体に

依存せざるをえなかったが（沢田 2003），1970 年代になると，香港政庁の福祉政策は急速に進

展した。こうした方針転換の背景としては，①1966 年大衆暴動・1967 年香港騒動といった⚒件

の暴動による社会不満，②香港キリスト教系宗教団体や国際 NGOに対する海外からの義捐金

の縮小による民間団体の資金不足，③好況に支えられ財政収入が拡大してきたため福祉支出が

増加しても維持可能な財政黒字，④当時イギリス本国が福祉国家の道を歩んでいたことは香港

政庁の方針転換を容易にした，などの要因が挙げられている（沢田 1997：242-243）。

この時期に香港政庁が社会福祉の財政上の責任を引き受け，民間団体を支援し間接的な福祉

サービスを提供していた。また，社会支援のかたちが従来の物資支給から現金支給へと転換し

た。こうして香港の今までの公的扶助制度・福祉制度が確立されたといえる（沢田 1997：247；

沢田 2003）。具体的に言えば，1971 年に低所得者と高齢者を対象とするミーンズテスト付き公

的扶助計画や，1973 年にそのミーンズテストが撤廃され，身体障がい者を支援する公的扶助計

画がそれぞれに導入され，民間団体との提携で福祉が拡大していたにもかかわらず，香港の財

政黒字が依然として維持されていた（沢田 1997：244-247）。しかし，このような福祉拡張は低
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所得者，高齢者，身障者に最低限のセーフティーネットを供給していたと同時に，一般労働者

を生活保護から排除していた（沢田 1997：247）。前述の田多の視点からみれば，一般労働者向

けの措置として単独の制度ではなく公的扶助制度・社会福祉制度と有機に結び付けられる社会

保険制度が導入されず，この時期の⽛普遍性なき社会保障・福祉政策⽜は，香港の⽛社会保障

制度⽜はまだ成立していなかったことを意味すると考えられる。香港政庁の一般労働者への無

関心は，この時期の福祉政策を形成させただけではなく，1980 年代以降検討されるようになっ

た社会保険の導入の見送りにも関連するとされる（沢田 1997：247）。

2.4.4 過渡期の福祉政策（1980-2000）
前述の社会保険の導入の背景には，民主化と高齢化が存在していたとされる（沢田 1997：

249）。

1984 年⚑月，中英共同声明への調印によって 1997 年香港の帰還が決定された前に，香港の

議員は総督の指名で選出され，財界偏重の構成になっていたが，その後，議会に選挙制度を導

入する法案が提起され，1985 年に香港初の民選議員が誕生した（沢田 1997：249）。政治改革に

応じて政治団体・政党が形成され，その中に⽛民主派⽜の勢力が急速に拡大し，1995 年に議会

の第一党となった。また⽛親中派⽜も得票率を伸ばすことに成功した。会員の多くがソーシャ

ル・ワーカーである民主派も，支持母体が労働者の福利厚生の改善を訴えてきた親中派も議会

で福祉政策を重視し，年金導入の議論に大きな影響を与えたことは，財界に妥協点を模索させ

たにもかかわらず，1995 年以前，合意が形成されなかった（沢田 1997：251-252）。

さらに，1995 年⚔月に，高齢化社会の到来や，返還に際して中英両国が福祉拡大による香港

財政赤字への懸念を表明したことで，香港政庁は年金加入の強制という方針を打ち出した（沢

田 1997：254）。それは前に述べた⽛強制積立年金制度⽜である。

この制度によれば，香港在住の被雇用者は，中小企業用のマスター信託プラン，大企業向け

の雇用者スポンサープラン，労働力の流動性の高い業界向けの業種別プランという，⚓種類の

基金プランのうち，いずれかに参加しなければならない。保険料率は月収の⚕％という低水準

で，誰でも参加できるはずだが，低収入者にとって，この年金に依存して生活設計することが

できないため，この制度は老後生活の保障になりえないと指摘される（沢田 2003：156-157）。

2.4.5 さらなる高齢化対策を打ち出す時がきた（2000-現在）
香港返還後，上記のような年金加入の強制が実施されてきたが，その脆弱さと即効性のなさ

を補うために，香港政府は社会的弱者に対する最低限の保障の拡張を余儀なくされた（沢田

2003：157）。とはいえ，第二節に言及したように，ワークフェアや⽛自立支援⽜の方針によっ

て，香港低所得層の高齢者たちに対する保障が充実されたのではなく，実際に⽛貧困の高齢化⽜

という社会問題が起きてしまった（澤田 2007：200-205）。
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2.5 マカオの福祉レジーム

マカオにおける社会保障制度の柱である⽛社会保障制度⽜と名付けられたものは，⽛22 歳以上

のマカオ永住者全員が加入できる社会保険制度⽜（陳・郭 2011）である。香港と同じように，

日本のような国民皆保険制度がないとはいえ，給付条件に満たす高齢者・障がい者に養老年金・

障がい年金が支給されるほか，失業手当，疾病手当，生育手当，結婚手当，喪葬手当など，生

活の困難をもたらすことに遭遇した人々に対する支援も行われている。田多（2010b）の視点か

らみれば，公務法人マカオ政府社会保障基金によって運営されているこの社会保険制度を補足

する役割を担っているのは，マカオ政府社会事業局であろう。社会事業局は生活に困窮する

人々に対して最低限の生活保障をして，自立活動を支援する⽛経済援助⽜や⽛就職支援⽜など

をやっているのみならず，⽛敬老金⽜や⽛障がい者手当⽜などの援助金も支給している。それぞ

れに⽛公的支援⽜と⽛社会福祉⽜に当てはまられるのだろうが，上記の二つの社会保障主体の

サービスが重複しており，役割分担の境界線も曖昧であると指摘される（鄧 2003：26）。さら

に，2018 年から正式に実施される⽛第二層の社会保障制度⽜，すなわち⽛非強制中央積立年金制

度⽜によって，高齢化問題を意識しながら，⽛社会保障制度⽜に対する補足ないし高齢者福祉の

更なる充実化を図るというマカオ政府の決意が示されていると考えられる。

2.5.1 慈善救済から社会福祉へ（植民地時代の開始-）
マカオの植民地時代が 16 世紀から始まった。マカオにおける社会福祉の発端とされるのは，

1930 年に実施された難民・孤児・貧困層に対する支援を図る⽛慈善印紙税⽜の発行にかかわる

第 140 號法令であるが，それまでの数百年間の社会福祉事業の最も大切な主体はカトリック教

会に他ならない。19 世紀の末から，華人による慈善事業も展開され，教会の福祉事業とほぼ同

様に，様々な病院や福祉 NPOが創立されてきたと指摘される（鄧 2003：12）。このような宗教

団体・華人が早期慈善救済・社会福祉という点は香港と共通すると考えられる。

1930 年以降，マカオ政庁による福祉事業が開始した。1938 年には，上記の印紙税及び貧困層

への寄付金を管理する政府機関⽛慈善救済委員会⽜が創立された（1947 年に⽛公共救済総会⽜）。

公共救済会の上位部署である政府公共救済中央委員会は⽛社会事業局⽜の前身であり，二回の

制度改革を経て，1979 年に⽛社会事業司⽜へ改称され，それと同時に⽛社会事業委員会⽜も創

立された（鄧 2003：12；マカオ政府社会事業局公式サイト 2021）。

その後，民間団体にせよ，政府機関にせよ，みんなが貧困層に対する金銭的・物質的な支援

を行なっていた。民間団体による短期または一過性の救済が多いというのは香港の早期社会救

済と似ているものの，当時マカオの福祉事業の主役は，ミーンズテスト付きの公的援助をして

いたマカオ政庁である（鄧 2003：12-13）。

1990 年代以降，従来の経済的・物質的援助に加えて，社会事業司は家庭内・青少年問題に対

するカウンセリングを提供してきたと同時に，民間団体を支援し託児所，老人センター，コミュ
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ニティセンターなどを増設させることを通じて，間接的で多様な福祉サービスを提供してきた。

1999 年の 24/99/M號法令で，社会事業司が再び組織改正を行い，行政効率の改善のほか，家族

問題支援と社会互助の促進という従来の機能の強化もしてきたのである（マカオ政府社会事業

局公式サイト 2021）。

1999 年返還後，社会事業司は今の⽛社会事業局⽜へ改称され，引き続き民間団体との協力で

マカオ市民に対する公的扶助や社会福祉サービスを行なってきている。さらに，28/2015 法令

に基づき，社会事業局は 2016 年にもう一度組織改正を行った。今回の組織改正にあたって，⽛社

会復帰の促進⽜という支援事業が追加され，社会事業局による社会救済および福祉事業がより

幅広く展開されるようになったのである（マカオ政府社会事業局公式サイト 2021）。

2.5.2 旧⽛社会保障制度⽜の展開（1989-2011）
1989 年 12 月 18 日，⽛社会保障基金⽜という機関がマカオ政府によって創立され，⽛社会保障

制度⽜が導入された（マカオ政府社会保障基金 2021）。最初の保障対象は雇用労働者のみであっ

たが，その後 20 年ほどの間に対象職種が増えてきた。植民地時代から展開されてきたこの制

度は，社会保障にかかわるポルトガル式普遍主義的な立場を反映しているとされる（鄧 2003：

14；魏・馬 2014）。また，この制度の展開につれ，社会事業局による公的援助および年金加入

の強制という社会保険が両立していると，鄧（2003：14）は指摘している。新⽛社会保障制度⽜

が実施されるまで，自営業者を含むマカオ永住資格を有する労働者の大多数が加入可能である

にもかかわらず，アルバイトに従事する者，主婦，非永住者，障がい者などの人々が排除され

ることになった（陳・郭 2011）。それに対する改革として，2011 年⚑月⚑日から新⽛社会保障

制度⽜が実施されるようになった。

2.5.3 新⽛社会保障制度⽜の実施（2011 年以降）
上記の新⽛社会保障制度⽜の実施により，永住者・非永住者を問わず，マカオ労働人口全体

の加入が強制されるようになったのみならず，18 歳以上の永住者であれば誰でも任意できるよ

うになった。それは新制度の⽛強制拠出⽜および⽛任意拠出⽜という二つのプランである。こ

れで本当の意味での⽛普遍主義的社会保障⽜，言い換えれば，日本のような⽛国民皆年金⽜が実

現されると言えるのではないだろうか。

また，高齢化に対する検討は新⽛社会保障制度⽜の実施前にすでになされてきた。2007 年，

マカオ政府は新⽛社会保障制度⽜を社会保障の第一層，⽛非強制中央積立年金制度⽜を社会保障

の第二層とする⽛二層化社会保障制度⽜の構想を打ち出した（陳・郭 2011）。新⽛社会保障制

度⽜実施後，2014 年に⽛非強制中央積立年金制度⽜の意見聴取会が行われ（魏・馬 2014），最

後に⚗/2017 號法律および 33/2017 號法令に基づき，社会保障の第二層とされるこの制度は

2018 年⚑月⚑日に実施されるようになり，⽛社会保障制度⽜と同じように，社会保障基金によっ
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て管理・運営される（マカオ政府社会保障基金 2021）。

2.5.4 非強制中央積立年金制度による強化・補足（2018 年以降）
すでに述べたように，⽛社会保障の第二層⽜としての⽛非強制中央積立年金制度⽜の意義は，

マカオ住民の老後生活の保障の強化や第一層の⽛社会保障制度⽜に対する補足にある。マカオ

に居住している 18 歳以上の者ないし 18 歳未満だが⽛社会保障制度⽜の登録者である者は，こ

の積立金制度の個人口座をつくることができる（マカオ政府社会保障基金 2021）。2020 年時点

では，個人口座の所有者数は合計 603,050 人である（マカオ政府社会保障基金 2020 年度報告：

47）。

この制度は任意加入のプランである⽛拠出制度⽜と民衆に奨励金・福祉金を配る⽛配分制度⽜

から構成される。前者は余力のある労働者の退職後の生活設計に対する支援の拡大化となって

おり，後者によって条件に満たす永住者の口座に一過性の 10,000 パタカ分（140,000 円程度）

の奨励金の給付と，⽛余り予算特別配分（預算盈餘特別分配）⽜の名義で毎年の余った政府財政

予算の一部を条件に満たす永住者全員に対する給付が行われている。2020 年度，⽛余り予算特

別配分⽜の受給資格を有する者は 387,253 人で，一人当たり 7,000 パタカ（100,000 円程度）が

給付されることになった（マカオ政府社会保障基金 2020 年度報告：48）。

2.6 香港に対する検討

上記のことからみれば，香港の福祉レジームは⽛自由主義レジーム⽜に属しているといえよ

う。具体的に言えば，ワークフェアの重視，ミーンズテスト付きの公的扶助，小規模な所得再

分配（税引きおよび福祉給付金の受給），最低限の社会保障，最低限の社会保険プランなど，⽛低

脱商品化・選別主義的社会保障給付・高社会的階層化⽜という自由主義レジームの典型的な特

徴（アンデルセン 1990；加藤 2019）は，香港の現状に当てはまる。⽛レッセフェール⽜を標榜

してきた香港の今の社会保障制度の本質は，⽛成長を前提にした残余型モデル⽜といわれる。

レッセフェールの帰結として，香港政府は社会保障についても，明確な原理原則を打ち立てず，

社会問題が表面化した時点で後追い的に対応してきたという姿勢を見せてきた（沢田 2003：

135）。

1960-1970 年代という高度経済成長期に，香港政府は新たな社会政策で近代化の挑戦に対応

することができた（澤田 2011a：187）とはいえ，1980 年代から前述の⽛圧縮された近代⽜とい

う段階に入った香港は人口統計的な脱家族化を経験してきたことで，家族による老親扶養機能

が弱まってきた一方，少子化とともに，高齢化の加速も見られている。

また，⽛圧縮された近代⽜における脱工業化に伴い，香港の製造業は生産拠点を中国本土に移

転していった結果，香港の製造業が急速に空洞化してきた。既存の産業からリストラされた中

高年層や未熟練労働者は，労働市場の供給と需要のミスマッチに直面していた。（沢田 2003：
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136；澤田 2011a：187-188）。このような産業構造自体の問題が解決されない限り，失業者（と

りわけ高齢失業者）がどれだけ労働意欲があっても，労働市場から排除されたのであろう。こ

の点について澤田（2011a：188）は，⽛高齢者はそれまでの工業化社会で培ったやり方では，新

たな老後のリスクに対応できなくなっていた⽜と指摘している。

以上のように，香港の従来型の社会保障制度は，時代の変化に対応する必要性に迫れている

にもかかわらず，香港政府は従来の高齢者サービス事業の拡大を行い，問題に対する認識は

⽛サービス供給の量的不足⽜にとどまった（沢田 2003：136；澤田 2011a：188-189）。

返還後，アジア通貨危機のせいで財政赤字のリスクに悩む香港政府の方針は，福祉よりも拠

出した保険料の取り戻しを望む中産階級の意見と合致した。政府は強制積立年金制度を実施し

たほか，総合社会保障援助制度による生活保護給付の金額切り下げと資格要件の引き上げを可

決することもできた（澤田 2011a：192-193）。とはいえ，それと同時に打ち出されている高齢

者の雇用促進による所得確保と家族の同居推進による脱貧困化は実現されたというよりも，高

齢者の貧困は深まりつつあったのは現実であり，高齢者支援政策は逆に社会的不平等の個人化

を促進したとされる（澤田 2011a：204-206）。

2.7 マカオに対する検討

結論から言えば，マカオの福祉レジームは，福祉レジーム諸類型の要素を組み合わせている

と言ってもよいのだろう。ここではアンデルセンおよび平成 24 年版厚生労働白書の視点を踏

まえて論じてみたい（アンデルセン 1990，1999；厚生労働省 2011：84）。まず，所得再分配の

規模で見てみよう。香港と比較すれば，マカオはより社会平等にかかわる諸問題を重視してお

り，特に福祉給付金がはるかに手厚いという点が指摘されている（魏・馬 2014）。それによれ

ば，マカオにおける所得再分配は小規模とは言えないが，北欧諸国のような大規模な再分配も

見られないため，⽛保守主義レジーム⽜に近い特徴をもっていると考えられる。

家族の位置付けでみれば，第一節に述べた⽛自由主義的家族主義⽜について改めて議論して

みたい。前述のように，香港と同様に，マカオにおいてもケアサービスの⽛家族化⽜⽛脱家族化⽜

の混合形態である⽛自由主義的家族主義⽜，すなわちケア費用が脱家族化せず，ケアサービスの

み脱家族化するという状況（落合 2013；落合 2017）が続いてきているため，家族の位置付け

でみれば，マカオは自由主義レジームの特徴を有すると考えられる。

さらに，社会保障給付の対象と性格でみれば，マカオでは養老年金や敬老金など，老後の所

得保障・高齢世代向け給付が多く，⽛社会保障制度⽜という社会保険制度が普遍主義であるが，

社会事業局による公的扶助は高齢者・障がい者・貧困層に対する援助や失業者に対する自立支

援などを中心に展開されているため，⽛選別主義⽜と言えるのだろう。この点は保守主義レジー

ム諸国と共通していると考えられる。

最後に労働市場についてみれば，マカオは低い失業率を実現している。ここ 10 年の四半期
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ごとのデータからみると，高くとも⚓％未満である。しかも，社会事業局による自立支援は職

業訓練に重点を置きつつも，ワークフェアを強調しない。にもかかわらず，マカオは低い失業

率を実現する手段について，更なる検討が必要なので，ここでは，社会民主主義レジーム諸国

と共通するところがあるという説明にとどまるかと思われる。

このようなマカオにおいては，植民地時代初期の社会福祉でみれば政府責任の不在は香港の

状況と似ている。民間団体を支援し間接的な福祉サービスを提供するという伝統が今ままでも

強い影響力をもっていることも，香港・マカオにおける社会保障の共通点として見られている。

植民地としての歴史・社会保障の発展経路に類似点の多いこの二つの地域は，なぜ上記のよう

に異なる進路に進んできて，今のような違う様相を呈しているのか。これからは先行研究の知

見を踏まえて，その要因をまとめてみよう。

一つ挙げられるのはマカオの経済状況である。マカオ経済はギャンブル産業依存の傾向が強

く，2011 年前後，マカオ政府の年度税収の七割はギャンブル産業関連であった（魏・馬 2014）

のに対し，その割合は 2019 年に約八割まで上昇した（マカオ政府統計局 2020）。その経済構造

の安定性が長期にわたって懸念されてきたが，近年，とりわけ 1997 年アジア通貨危機の後，香

港よりもマカオのほうはグローバル化がもたらすリスクに対応する能力が高く，ギャンブル産

業自体の高度成長とこのようなマカオ経済特有の安定性は手厚い社会福祉サービスを提供でき

る前提であるとされる（魏・馬 2014）。

また，香港・マカオ政府の社会保障の理念が異なっているということは，もう一つの要因で

あると指摘されている（魏・馬 2014）。すでに論じられたように，香港の福祉レジームは自由

主義レジームに所属しており，強制年金は現役労働者限定で，困窮層向けの給付が多く選別主

義的社会保障が行われている。それに対し，マカオの新⽛社会保障制度⽜は非強制積立年金制

度と一緒にマカオ市民全体，とりわけマカオの高齢者の生活を支えている。財政の面からみれ

ば，マカオにおいては，ギャンブル産業の高度成長により財政黒字が維持されつつ，黒字還元

が前述の⽛奨励金⽜のようなかたちで市民に定期的に給付されるが，それとは対照的に，同じ

く財政黒字を計上してきた香港政府から香港市民への現金給付が行われたことはほとんどな

かった。マカオ政府による現金給付に刺激されてきた香港市民は，現金給付をせず，社会に費

やす金額が少なすぎる財政予算に強い反発をしたと指摘される（澤田 2011b）。

しかし，皮肉なことに，2019 年以来のコロナ禍がもたらしてきた危機を先に乗り越えたのは

香港である（本論文 1.5 を参照）。2020 年度マカオ政府税収の前年比で約⚓割の減少（マカオ

政府統計局 2021）は，ギャンブル産業への過度の依存の危険性を示している一方で，高水準の

社会保障の維持の可能性も懸念されるのだろう。ポストコロナ時代におけるマカオ社会の変

化，コロナ禍で変わった社会問題などについては，今後の課題の一つとして検討していきたい。
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2.8 おわりに

香港・マカオの福祉レジームをめぐる検討から浮き彫りになったのは，東アジア社会におけ

る福祉レジーム論の⽛座りの悪さ⽜の問題である（金 2010：9）。香港は自由主義レジームに合

致するように見えるのに対し，マカオの場合，アンデルセンの⚓つのレジーム類型のいずれか

に合うことはなかった。本論文のみならず，中国本土を含むほかの東アジア社会においても，

このようなレジームの⽛混合型⽜として位置づけられた状況が発生した（金 2010：9；郭 2018）。

東アジアの分析にあたる福祉レジーム論の通用性は完全にないというわけではないものの，金

（2010：9-11）の提示のように，方法論的限界を認識した以上，その限界を乗り越える必要があ

る。

［附記］
本研究は，JST次世代研究者挑戦的研究プログラム JPMJSP2119 の支援を受けたものです。

（ら きんねい・人文学専攻）
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