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第1章

高齢化の状況
1 高齢化の概要
サハラ以南のアフリカ地域全体に関する理解を深め、域内での技術と専門知識の移転を

Japan

ILC 南アフリカの活動の中心は、南アフリカにおける人口高齢化と長寿化であるが、
図るために、この地域の動向や状況についても考慮している。
サハラ以南のアフリカ地域は世界で最も貧しく、開発が遅れている。人間開発指数の
代表者
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いる（UNPD, 2006）。この地域には、多くの社会悪がはびこっており、それらが国々を悩
ませ、開発を遅らせたり、逆行させたりする。農村部の低迷、都市部でのスラム拡大、

HIV の危機、武力紛争などがその例である。出生率と死亡率は依然として高く、全人口
の 65％が 25 歳未満であり、60 歳以上の全人口に占める割合はわずか 5％である（2050
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世界の他の地域との大差はない。南アフリカの 60 歳以上人口は全人口の 7.2％を占めて
いる。この割合は、2050 年には 13.1 ％にまで増加し、60 歳時の平均余命は、現在の

16.5 年から 2050 年の 19.5 年にまで増加すると予測されている（UN ／ DESA, 2007）。
サハラ以南のアフリカ諸国では、長寿化の傾向が見られるものの若年人口が多く、政
府の関心は主に若年層にある。しかし、この地域の重要課題や動向に対してどのように
対処するかは、高齢者の福祉や健康に直接的に影響を与える。
そのような重要課題や動向として挙げられるものとしては、慢性的な貧困状態、脆弱
なインフラ、若年失業率の高さ、若年層の農村部から都市部への移動、家族構成や親族
扶養制度の変化、不十分な社会的保障、依然として深刻な感染症（特に HIV／エイズ）、
医療へのアクセスの悪さ、男女間の不平等、人権侵害などがある。以下では、具体的な
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課題や動向と、それらによってもたらされる影響についての概要を述べる。
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と劇的に増加することが予測されている。現在、60 歳時点での平均余命は 16.5 年であり、
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ただし、高齢人口の絶対数は、2005 年の 3,660 万人から、2050 年の 1 億 4,000 万人へ
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年には 8％まで増加すると予測されている）。
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France

最も低い 30 ヵ国のうち、2 ヵ国を除いてすべてがサハラ以南のアフリカ諸国が占めて

2 高齢化の主な傾向と課題
■保健医療
HIV）に取り組まざるを得ず、慢性病は増加傾向にあるが、その対策に充当できる資源

は非常に限られている。高齢者医療はおおむね不十分であり、特に医療へのアクセスの
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Israel

サハラ以南のアフリカ諸国の政府は、現在も感染症（特にマラリア、結核、水系感染症、

齢女性は、社会的、経済的、政治的分野の多くで差別され、不利な状況におかれている。

いるため、ほぼすべての高齢者は公的医療サービスに頼るしかない。民間医療を利用で

南アフリカにおいては、西洋法のほかに慣習法も効力を認められており、特に伝統的首

きるのは、ごくわずかの人々である。

長の権威のもとにある農村部ではその比重が大きい。そのようなところでは、女性は亡

南アフリカでは、
医療機関における長期療養や公的介護サービスという考え方がない。
体の弱った高齢者は、一般に公的機関からの援助はなく、家庭内で家族が面倒をみるこ

夫の財産を相続することができない場合もある（男性のみに相続権があるため）。このよう
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悪さや受診への障壁、医療提供場面での高齢者の排斥などが見られる。貧困が蔓延して

な地域の高齢の単身女性は、疎外、搾取、虐待、極貧の犠牲となる可能性が特に高い。
しかし、南アフリカ憲法は、特定の理由、特に性別と人種による差別を禁じており、

的に受け入れられない傾向があり、主に身寄りがなく生活に困った虚弱な高齢者が、こ

政府は女性の人権が平等に尊重されることを促すキャンペーンを積極的に行っている。

のような施設に収容されている。

ところが、年齢差別の撤廃についてはそれほど積極的ではない。例えば、定年を定めた

Japan

とになる。高齢者のための居住施設は極めて少ない。高齢者を施設に入れることは文化

退職規定がほとんどの機関で施行されているなど、他の年齢層と比べて平等な政策や法
France

サハラ以南アフリカにおける HIV／エイズの危機的流行は、高齢者にも重大な影響を

律の適用を受けていない傾向がある。

与えている。成人となった子どもがこの病気で命を落とした場合、貧しい高齢者は、扶
の子育てをしなければならない。特に高齢女性は物質面からも心身面からも大きな負担
を負うにもかかわらず、ほとんどの場合、公的な支援は皆無である。高齢者自身が HIV
ている場合も多い。

第2章

今後の研究・研修・政策上の課題
南アフリカ（およびサハラ以南アフリカ）での高齢化問題に関する研究、研修、政策策定
のニーズは多く存在する。ILC 南アフリカは、重点事項として、下記のような特定のニー

以上が、サハラ以南のアフリカにおける高齢者の概要である。南アフリカの高齢者の
状況はサハラ以南のアフリカ諸国と似ているが、南アフリカの高齢者はほぼ全ての国民
■年金／経済的状況（就労）
サハラ以南のアフリカ諸国のうち、現在、社会年金制度があるのは、ボツワナ、レソ
高齢者は家族の扶養に頼るか、自分自身で生活費を稼ぎ続ける。
南アフリカの非拠出制（ただしミーンズテスト付き）の社会年金制度は、ブラジルの制度

ていない。南アフリカにおいてこの分野の研究を専門的に行う機関は、アフリカ高齢化
研究所（Institute of Ageing in Africa ）と ILC 南アフリカのみである。
サハラ以南のアフリカ地域における国際的および国内の研究課題（例：2005 年アフリカ
高齢化研究ネットワーク（AFRAN）アジェンダ、2007 年国連・国際老年学会（UN ／ IAGG）アジェ
ンダ、2007 年全米科学アカデミー（NAS）アジェンダ）として認められた最重要の研究ニーズ

として、健康状態、医療、社会的保護、貧困対策に関する特に縦断的な研究がある。
これらは ILC 南アフリカの研究プログラムの指針となっている。このため、ILC 南ア

脱却をもたらし、その所得保障の力で地域社会の発展に寄与している。年金受給者は公

フリカは現在、① 2002 ／ 03 年に実施された、南アフリカとブラジルの 2 ヵ国を対象と

立の医療施設において無料で医療を受けることができるとともに、必要な場合は、空き

する「非拠出制年金および貧困に関する研究」の 5 ヵ年追跡調査に参加しており、②

状況次第で国が補助金を出す介護施設に無料で入居することができる。

SUFFICE 共同プロジェクトの次の段階を引き続き行っている。これには、A）二つの主
要な老年医療施設での医療への介入と、
B）三つの州での総合調査、および C）ニューヨー

らないという点である。このため、
事実上高齢者は労働市場からの退出を余儀なくされ、

クの協力機関とデータベースを用いたデータ比較分析が含まれる。このほかにも、A）

高齢者が自覚的に生産的な老後を送ることが難しくなり、国の経済的負担が増えている。

転倒とその処置、B）地域社会での脳卒中リハビリテーションの実践、C）特定の文化的

■高齢女性の状況

背景における認知症の診断と管理、D）様々な公的医療環境における高齢者ケアの質な

アフリカ社会は家父長制度的で、性別による格差が大きいことが特徴である。特に高
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どを扱う研究介入プロジェクトが実行されている。
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Israel

しかしこの年金制度の欠点は、年金を受給するには、労働による収入を得ていてはな

The Netherlands

で、所得と資産を含むミーンズテストで有資格と判断された者）の年金所得は家族に貧困からの

Argentina

とともに、開発途上国では最も充実している。受給者（60 歳以上の女性と、61 歳以上の男性

サハラ以南のアフリカ地域では、高齢化や高齢者を扱う研究はごくわずかしか行われ

South Africa

ト、モーリシャス、ナミビア、セネガル、南アフリカの 6 ヵ国のみである。他の国々の

■研究
India

を対象とした比較的高額の社会年金を受給している。

ズを捉えている。

Dominican Republic

ウイルスに感染する例が増えているが、
HIV 検査も受けられず、治療されないままとなっ
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養し、世話をしてくれる血縁者を失ってしまう。さらに、孤児となってしまった孫たち

南アフリカで政策改革を必要とする主要分野には、A）医療の提供体制の向上、B）地

老年学および老年医学における研修プログラムの拡充が、南アフリカでもサハラ以南

域社会をベースとした介護・支援サービスの拡充、C）あらゆる年齢差別の撲滅、D）高

アフリカ全体でも求められている。現在、サハラ以南アフリカで、老年学の学位を授与

齢者が自分の権利を認識・行使し、自らに影響を与える社会的、経済的、政治的プロセ

する学際的なコースを設置している教育機関はない。大学院生は老年学の分野で働くと

スに完全に参加できるようにするためのエンパワーメントがある。
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■研修

しても、他の主要分野を卒業することが義務付けられる。ILC 南アフリカは、多くの専
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リカ地域の関係者たちと協力している。

課題解決のための行動計画

老年医学の研修は未発達の状態である。これまで、医療専門家や教育機関は老年医学
を専門学科と考えてこなかったため、医療研修のカリキュラムにはほとんど含まれてお
老年医学と高齢者ケアに関連する医療専門家の研修についても、さらに重点的に行う

France

らず、専門分野としてもほとんど注目されていない。

Japan

門分野にわたる老年学の研修を開発・確立するため、南アフリカ国内やサハラ以南アフ

● 重点的かつ強力な研究プログラム

・ 社会年金所得が世帯の貧困緩和に与える影響に関するプロジェクトの縦断追跡調査
・ 社会に貢献する高齢者の機能性維持に関するプロジェクトの継続

ILC 南アフリカは、南アフリカ国内やサハラ以南アフリカ地域の関係者と協力して、研

・ 高齢患者の医療の質の向上に関する調査と介入―特に学術分野を超えた転倒管理

修の拡充や改善に努めている。

・ ILC アライアンス（発展途上国）との共同研究

南アフリカおよびサハラ以南アフリカ諸国における高齢化に関する政策は、比較的未

● アフリカの状況に適した老年学や老年医学の教育・研修プログラムの強化

発達である。政策があったとしても、断片的で一貫性がなく、部門ごとの偏りが見られ

● 国と地域での政策策定・評価活動へのさらなる関与

がちである。これらの国々の政府にとって、青少年の育成、貧困の改善、雇用の創出、

● アドボカシー、プログラムやプロジェクトの設計や実施、地域の事情に即したベスト・

プラクティスの積み重ねを通して、高齢者をエンパワーするための様々なイニシアチ

優先課題ではない。

ブや活動を展開

南アフリカでは、保健省と社会開発省（福祉省）が別々に行う高齢者に関する政策と
プログラムの間に大きな乖離があり、両省間での戦略やプログラムの調整がなされてい
釈して、社会年金、特定の施設およびサービスへの助成、高齢者の虐待防止のみを行っ

ILC 南アフリカの組織としての持続的発展、その中核プログラムの拡充と新規プログ
ラムの開発

● サハラ以南アフリカ地域において、

ILC 南アフリカをより強力な組織として位置づけ、

ILC の原則、価値観、および目標を推進すること

South Africa

ない。高齢者についての主要管轄は社会開発省だが、同省は与えられた権限を狭義に解

●

India

および感染症の撲滅が急務であることを鑑みても、高齢者に資する政策を立てることは

Dominican Republic

■政策

United KIngdom

必要がある。また、NGO 団体で働く様々な人々に対する研修が必要である。ここでも

ている。保健省には高齢者のための具体的な政策はないが、高齢者医療のプロトコルを
Argentina

策定する高齢者医療局を設置している。この他には、特に高齢者に特化した政策を掲げ
る省庁はない。
しかし、2006 年に画期的な高齢者法（2006 年第 13 号法）が成立した。同法は、高齢者

The Netherlands

の権利擁護、施設及びサービスの規制、尊厳のある安全な生活を送るための高齢者のエ
ンパワーメントを目指している。ILC 南アフリカはこの法案の起草と、政策実施を監視
する南アフリカ高齢者フォーラムの設立に貢献した。さらに ILC 南アフリカは、関係者
を対象として、政策立案・改革のためのアドボカシーや情報の発信・普及を行っている。

Israel

今後特に力を入れる分野として、①高齢化に関する国家行動計画の作成と採択のため
のアドボカシー、②国連マドリッド計画とアフリカ連合による高齢化に関する行動計画
の勧告について進捗状況を審査・評価する活動への参加、がある。
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