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第1章

高齢化の状況
1 高齢化の概要
上昇した。

Japan

英国の人口は 6,060 万に達し平均年齢は 39 歳で、1971 年（34.1 歳）から 35 年間で 5 歳

図1：性別年齢（2005年 中位推計）
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India

平均寿命／女：81.6歳〈2005 〜 2010〉＊2

1人当たり GDP：43,544US ＄〈2008〉＊3
経済成長率：0.9％〈2010〉＊4
物価上昇率：1.5％〈2010〉＊4

（1997 年設立）

失業率：5.3％〈2008〉＊5

60 〜 64歳労働力率：47.0％〈2008〉＊5

がイングランドに在住する。いわゆる英国（United Kingdom）は、イングランド、ウェー
ルズ、スコットランド、北アイルランドの四つの地域から構成される。平均年齢は 39
歳で、1971 年の 34.1 歳から上昇した。英国民の約 5 人に 1 人が 16 歳未満であり、6 人
に１人が 65 歳以上である。

［出典］
＊1：外務省

各国・地域情勢〈2010〉

Revision, Medium variant
＊3：UN, National Accounts Estimates of Main
Aggregates, Jan. 2010
＊4：IMF, World Economic Outlook Database, Oct. 2009
＊5：ILO, Labour Satistics Database, Jan. 2010

65 歳以上人口の比率は 1 世紀前の 20 人に 1 人から、現在は約 6 人に１人に増え、
2051 年には 4 人に 1 人となると予測されている。また、2051 年には 65 歳男性の平均余
命は約 22 年となる。これに対し 1950 年ではわずか 12 年、現在は 19 年である。今世紀
の半ばには、65 歳の女性は平均してほぼ 90 歳まで生きるようになる。そして、長期的

The Netherlands

＊2：UN, World Population Prospects：The 2008

Argentina

65 〜 69歳労働力率：17.2％〈2008〉＊5

2006 年には、英国の住民人口は 6,058 万 7,000 人であり、このうち 5,076 万 3,000 人

South Africa
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平均寿命／男：77.2歳〈2005 〜 2010〉＊2
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Dominican Republic

〈基本データ〉

な健康状態の改善により、国民のほとんど（男性の 10 人に 8 人、女性の 10 人に 9 人）が 65 歳
同時に長期にわたる少子化の傾向があり、子どもの数が少ない家庭や子どもをつくら
ない家庭が増えているため、50 歳以上人口、65 歳以上人口、そして特に 85 歳以上人口
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Israel

の誕生日を迎えることができると予測されている。

分の 1 以上を占めることになると予測されており、同時に 2007 年までに、65 歳以上人
口が 16 歳未満の子ども人口を上回ると推測されている。

85 歳以上人口は、現在全人口の 2％、65 歳以上人口の 12％を占める。ところが今世
紀の半ばには、全人口の 6％、65 歳以上の 4 人に 1 人が 85 歳以上となる。

介護に関しては、現在の制度のままでは財政的に持続不可能という認識が広まってい
る。LGA ／ADSS の 2006 年 3 月の報告書は、介護費で 17 億 6,000 万ポンドの不足を報
告している。Wanless Report と Joseph Rowntree 財団の研究は、財政負担を共同で行う
連携モデルを奨励した。政府はまだ法制化を行っていないが、2007 年秋に医療・福祉
の両部門における規制の共同化を推進する法案が議会に提出される見込みである。医療
と福祉の間には、人工的な区別がなされているに過ぎないと認識されている。

Japan

2 高齢化の主な傾向と課題

■介護

United States of America

が全人口に占める割合が急速に増えている。2051 年までに、65 歳以上人口が人口の 4

「ケアにおける尊厳」のキャンペーンは 2006 年に開始された。このキャンペーンでは、

NHS（National Health Servise ／国民保健サービス）が現在も医療サービスの提供において、
圧倒的な比重を占めている。
ケア（一次医療）の供給増、
GP（一般家庭医）との新たな契約などの影響によるものである。

NSF（ナショナル・サービス・フレームワーク／国家サービス標準）の創設が文化面でも変化
や家庭のニーズに基づいたサービスが設計され提供されるようになった。

品質の医療・福祉サービスが受け手の尊厳を重視した、本人中心のケアとして提供され
ることに力を注いできたが、残念ながら必ずしも然るべき尊敬を持った扱いを受けてい
ない。
また、終末期の問題についてこれまで以上に論じられるようになってきており、争点
は、法医学上のジレンマから患者の権利や人権の領域へと移ってきている。
人権擁護のための議会合同委員会（Joint Committee on Human Rights）が先頃出版した報

また、
「生活習慣病」キャンペーンのような予防や早期介入を重視する方向へ大きな

告書は、介護施設の 21％が尊厳およびプライバシーの最低基準を満たしていないと報

政策転換が行われている。例えば、短期間の禁煙プログラムのコストは 500 ポンドであ

告し、介護施設のレベルの低さを示している。また、民間介護施設の居住者を人権法の

るのに対し、進行したガンの治療には 30,000 〜 40,000 ポンドかかる。

保護から外すことについても、法的な論争が絶えない。

野でサービスの統合化の推進、および高齢者介護にあたる人々への研修の改善が求めら
れている。

近年の白書において示された公的年金改革は、公的年金をより公平で広範なものとし、
国民に堅固な貯蓄基盤を与えることを狙いとしている。

2007 年年金法は、女性の状況を大いに改善することになる。男女のどちらも年金改
革からメリットを得ることとなるが、年金の公平性と適用範囲の拡大を目指す多くの措

という認識が NHS でも高まってきていて、英国国立優良診療評価機構（NICE）が、認知

置は、特に女性の年金給付を改善することとなる。初めて育児や介護が労働と同等の評

症の薬の使用範囲等について行った判断が議論を巻き起こすなど、NHS のサービスの

価を受け、労働市場から離れて介護や育児の責任を担う人々が、公的年金受給資格の面

あり方に影響を及ぼすようになっている。実際のところ英国は、いやおうなく社会保険

で不利にならないように取り扱われることとなった。

＝コスト共同負担モデルへと向かっていると言える。
切なのは、特に緩和ケアや予防医療などにより高齢者の尊厳を重視することである。

この改革によって増加する年金収入は、女性自身に帰属するものであり、配偶者に依
拠して発生するものではない。
個人年金勘定への自動加入措置は、老後に向けて貯蓄する人の増加につながるという
潜在的な利点を持つ。しかし、例えば、低所得者、自営業者や請負労働者の貯蓄不足に

スの統合が求められている。政府はこの大きな課題に応え、初の国家的な認知症戦略を

は十分な対策が講じられていないなどの懸念もある。しかしながら、2050 年までに公

策定する予定である。この戦略には、国民の意識喚起、早期診断・介入、および認知症

的年金の受給開始年齢を 68 歳に引き上げるという政府案は、全般的に年金制度の持続

ケアの質の向上などが含まれている。

可能性を向上させることになるだろう。
福祉改革法は、拠出制だが高額の Incapacity Benefit（就労不能給付）への依存を減らす
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精神保健の問題は、個人の権利と社会の権利との間のジレンマを抱えており、サービ

The Netherlands

英国のガン生存率は伸びたが、まだ他の先進国に比べて遅れをとっている。極めて大

Argentina

様々な選択の悪影響も、医学の進歩で帳消しにできると信じている。しかし、「配給」

South Africa

国民は現在も全国民を包括する NHS を支持しており、（喫煙など）ライフスタイル上の

■年金／経済的状況（就労）

India

しかし生活習慣の改善に関わる各省庁の責任が細分化されており、特に医療と福祉分

Dominican Republic

をもたらした。医療サービスや福祉サービスについての見方が根本的に変わり、子ども

う行動を促進している。これまでこのキャンペーンは主として高齢者に焦点を当て、高

United KIngdom

10 年間で医療費は倍増し、ほぼ 900 億ポンドに達している。これは、プライマリー

医療・福祉サービスにおける尊厳を損なうことのないよう、国民の意識啓発とそれに伴
France

■保健医療

トの多くは無償の介護者が提供しており、その介護者の多くにとって介護の責任と両立

センティブの付与の間でのバランスをとるのに苦慮しているように見受けられる。

可能な仕事を見つけることは非常に難しい。」

2004 年から 2006 年にかけて、職域年金制度の加入者数は減少した。過去 8 年の間に、

英国の新政府は 2007 年 7 月に三つの優先課題を発表している。

英国（北アイルランドを除く） の年金受給者の収入は平均賃金よりも急速に上昇したが、

1. 家族による高齢者や障害者の介護を支援すること（特に育児中の者）

よりも低い経済状況に置かれている。

2. 女性への暴力に対策を講じ、社会と犯罪を犯した女性との関わり方を改善すること

就労と退職後の二つの局面の違いは、10 年前に比べて曖昧になってきた。柔軟な働
き方という考え方や、通常の定年退職年齢を超えた就労継続というアイデアに、政策が

3. 共同体内、および共同体間の連帯意識を築けるよう黒人やエスニック・マイノリティ

Japan

所得水準は高齢になるほど下がり、高齢の年金受給者は公的年金受給開始年齢前後の者

United States of America

ことを目的としている。受給者の半数は 50 歳以上である。政府は（就労の）強制とイン

（少数民族）の女性に力を付与すること

ゆっくりと適応している。その一例として、就業・家族法（Work and Families Act）では、
していない。世代間のケアの問題の難しさを真剣に認識するのであれば、高齢労働者の

国では目に見える経済格差が女性に過度の影響を与えており、例えば地理的には北と南

貢献問題は改善されなければならない。英国（北アイルランドを除く）の労働年齢人口の

の格差があり、北の方により貧しい女性が多い。

56％は、退職後の時間が少なくとも 20 年間あることを期待している。退職後の時間が

■英国に固有の問題

10 年に満たないと予想している者はわずか 7％に過ぎない。
50 歳以上の労働者を一番多く雇用しているのは小売部門であった。年齢差別禁止法は

策と、特に人口変化や長寿化という現実に労働市場を適応させる必要性とが衝突し、緊
張が生まれている。
一例を上げると、英国は 1980 年代と 1990 年代の経済・産業変革の時期の大半におい

以上の労働者の就業率を高め、彼らが仕事とその他の貢献を両立できるような柔軟な就

て、EU 社会政策条項の適用除外を受けていた。このため、現在英国は、労働者の権利

労形態を可能とすること、②高齢者が社会でいかんなく積極的に役割を果たせるように

を守り、仕事と生活のバランスを向上することを目的とするこの指令を、それに未だ順

すること、③歳をとっても高齢者が主体的で自立した生活を続けられるようにすること

応していない経済と社会に根付かせようとしている。

の 3 点である。
■高齢女性の状況
らゆる局面で憂慮すべき男女間格差があり、現在の進捗のペースでは、その改善にあま

もう一つの大きな問題は、英国を伝統的な福祉国家モデルから、社会保険とパートナー
シップのモデルに移行させることである。
さらに緊要の課題の一つは、高齢者が住みなれた共同体の中でケアを受けることがで
きるよう、医療と福祉の統合を進めることである。

South Africa

機会均等委員会（Equal Opportunities Commission）の最終報告（2007 年 8 月）は、人生のあ

India

また、65 歳以前の強制退職を廃止することとなる。政府の取り組みの重点は、① 50 歳

Dominican Republic

就労者や求職者に就労の権利を与える年齢差別禁止法が施行された 2006 年 10 月頃、

柔軟な労働市場、規制緩和、そしてグローバル経済における競争力を推進する経済政

United KIngdom

インフォーマルな介護や子育てを行う役割は、依然として女性が占め続けている。英

France

労働者に柔軟な労働時間を要請する権利を与えているが、それを受ける権利までは保証

りに長い時間がかかることを示している。例えば、議会の女性議員数が男性議員数と並
現政権が 10 ヵ年にわたって優先事項として取り組んできたことを考慮すると、これは
残念なことである。
と 親 お よ び 介 護 者 に か か る 負 担（State of the Modern Family – the ageing population and the

第2章

今後の研究・研修・政策上の課題
■医療と福祉
イングランドでは推定 120 万人の高齢者が福祉サービスを利用している。しかし、福

族へのサポートは育児の面のみでは不十分である。何百万人もの人々が高齢の家族や友

祉コストの全容については十分に理解されていない。財源は多岐にわたる。福祉サービ

人の世話をしているうえ、介護者の 4 人に 1 人は扶養家族である子どもの世話もしてい

スはミーンズ・テストを基にして供給されており、公的財源は比較的経済力の弱い国民

る。障害者や高齢者が自立した生活を送ることへの期待が高まっているが、これは効果

に限定して投入されることとなっている。認知症や重度の関節炎を持つ高齢者は、NHS

的な社会化された支援サービスがあって初めて実現できるものである。現在、このサポー

が医療を提供するのと同じように、（全国民を対象に）福祉サービスが提供されると考え
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demands on parents and carers）」は、次のように述べ、介護の責任を強調した。
「現代の家

The Netherlands

しかし、それより前に公表された 2007 年 4 月の「現代の家庭の状況―国民の高齢化

Argentina

ぶには約 200 年かかるだろう。特に EU 社会政策（Social Chapter）の指令の実現に向けて

地域の再開発や新興住宅地の開発といった将来の住宅事情を左右する大切な要素は、

に必要なケアを賄えるようにするため、ミーンズ・テストに代わる方法を検討すること

今後数十年で唯一増加する年齢層であり、重要な市場のけん引役であるはずの高齢者で

が政策課題となっている。例えばスコットランドではすべての福祉サービスを「個人の

ある。しかし、住宅計画は依然として手頃な値段の住宅を提供することと、地域ごとの

直接的支払い」によって提供するパイロットプログラムが行われている。

立地状況に基づいて計画されていて、高齢者のニーズをほとんど評価せずに進められて

■精神障害

いる。
■介護の財源―介護者の高齢化
人口の高齢化に伴う介護需要の伸びと、介護の大半が友人や家族（高齢者である場合

問題のせいだと考えており、適切にうつ病と診断されて治療を受けるケースは氷山の一

が多い）によって今後も提供されることを考慮すると、介護を担うことが高齢の介護者

角である。しかも医師の態度も、このような高齢者の態度と同じ場合がしばしばある。

自身の生活にもたらす影響、年金積立に与える影響、彼らの労働市場への参加に与える

政府は高齢の認知症例の増加に対応するために、史上初の国家的認知症戦略を策定し

影響、および彼らが何らかの支援や経済的サポートを受ける可能性について調査するこ
とが喫緊の課題である。

の訓練に的を絞っている。

■退職後のための蓄え

最後に、健康増進策はもっぱら若い世代のみを対象とする場合が多く、すべての年齢
層を網羅することが必要である。

価値が劇的に増大した反面、若年層は巨額の住宅ローンをかかえることになった。
これが世代間の公平性に関して重要な問いかけを生み出している。社会全体でどのよ

住宅は、医療、福祉、コミュニティ（地域社会）サービス、居住環境などが高齢社会

うにして高齢社会に必要な経費を賄うか、とりわけ若年層が退職後に向けた資産形成を

のニーズに確実に対応できるものとするための取り組みの中核となっている。高齢者は

どう行っていくのかについて再検討する政策立案者が増え、住宅資産をいかにして退職

若い世代に比べて家で過ごす時間が多く、１日の約 70 〜 90％を家で過ごしている。と

後の生活資金としてうまく活用するかについての研究や取り組みが、求められている。

Dominican Republic

■住宅

欧米諸国の大部分で、資産価値、特に住宅価格の高騰が起こり、高齢者の有する資産

United KIngdom

ようとしている。この戦略は、早期診断・介入、認知症ケアの質的向上、および専門家

France

が老年期うつ病を患っている。しかし、高齢者の多くは、うつ病様の症状を、身体的な

Japan

精神障害も高齢者にとって大きな心配の種である。65 歳以上の高齢者の 10 〜 15 ％

United States of America

ており、この事実はしばしば驚きをもって受け止められることになる。国民がより柔軟

ころが、英国には古い、老朽化した家屋が極めて多い。ILC 英国の行った調査によれば、
エイジング、高齢期の安心できる暮らしという政府の目標を実現するための条件となる
が、逆に粗末な家屋はそれを阻害し、慢性症状や障害をさらに悪化させてしまう。例え
それが NHS にもたらすコストは、年間約 10 億ポンドである。住宅環境が転倒の起こり
やすさを左右することが証明されており、この予防のための支出は、結果的に大きな費
政府は、住宅が「アクティブ・エイジング」に向けた取り組みにおける中心的な役割
を占めると認識しており、保健省、雇用年金省、地域社会および地方政府省の横断的な

問題解決のための行動計画
■医療と福祉の統合
医療と福祉サービスの地方分権が進み、地域社会で熟練したスタッフの著しい不足が
懸念されている。政府は地域社会でのサービス供給にさらに投資し、ボランタリー部門
や民間部門（この 2 部門は多くの地域でサービスの需要と供給のギャップを埋めるのにますます大
きな役割を果たしている）と密接に連携しなければならない。

保健、ケアをつなぐ新しい戦略を策定するよう指示を受けているものの、ほとんどの場

また、特に福祉サービス分野にさらに多くの資源が投入され、効果的かつ公平に活用

合、地方経済および住宅市場のけん引役として高齢者の存在や人口構造の変化を織り込

される必要がある。政策立案者は、社会福祉ニーズが増大していることを認識するとと

むのが遅れている。例えば、医療費に多大な影響を及ぼすことが分かっているにもかか

もに、それに伴う財政上の影響に備える必要がある。地域社会での介護サービスの供給

わらず、このような方向性に適応し、在宅障害者補助金（DFG）に関する政策や戦略づ

能力を計画する際には、インフォーマルセクターの介護スタッフが果たす重要な役割を

くりに取り組む者は、高齢者向け社会福祉サービスの管理者の中には少なく、NHS 上

考慮に入れなければならない。

級管理職の中にはさらに少ない。
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Israel

医療と福祉の両分野で働く熟練スタッフへの投資が特に大切である。

The Netherlands

指針において住宅の問題が言及されている。各地域団体や自治体は、住居、地域社会、
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Argentina

用抑制効果がある。

第3章

South Africa

ば、高齢者の間では転倒が自立能力を失って施設に入居する最大の原因となっており、

India

約 100 万人の高齢者が築 90 年以上の家屋に住んでいる。適切な家屋は、アクティブ・

高齢の認知症患者を在宅でケアするためのコストと認知症患者に提供されるべきサー

らに研究を重ねる必要がある。特に有償・無償の介護者としての役割と仕事とのバラン
スをとる必要がある場合など、高齢介護者の役割をどのようにサポートできるかという

ビスの具体的なあり方について、より充実したデータが必要である。これらはすべて、

点において、革新的な考え方が求められている。

今後予想される認知症患者の増加に対応するための適切な計画を策定していく上で不可

■退職後のための蓄え
若年期にどのような財産設計をするのかが退職後の蓄えにどのように影響するかにつ

■健康増進

いて、さらに研究が必要である。同時に、いかにして高齢者が自らの住宅資産を退職後

ライフコースを通じた生活習慣（例：ストレス、肥満、喫煙など）の改善を目指す行動プ

の資金源としたり、介護費に充当するかについてさらに研究を重ねる必要がある。

Japan

欠である。

United States of America

■認知症対策

ランを策定する必要がある。中年以降、こういった行動プランを続けて実行すれば、そ
の後の循環器系疾患、脳卒中、認知症の発症を予防もしくは遅らせる可能性がある。
France

■より良い研究のためのデータ
高齢期の健康状態だけでなく、生活の質や心身の機能を測定できるより良い指標が、

United KIngdom

一際求められている。高齢者に関するデータは、「65 歳以上」という形でひとくくりに
されることが多すぎる。高齢者のあらゆる層における危険因子や健康状態を理解できる
ようなデータが、年齢層別に提供されることが求められている。

Dominican Republic

■住宅
地域広域戦略のような重要な計画書においては、高齢者の幸福は若年層の幸福と同様
に経済的な問題であるという事実を受け入れる必要がある。これには、住宅改築と保守
のためにあらかじめ投資することによってもたらされる潜在的な価値のストックを評価
しつつ、高齢者層が持つ社会的、市民的、経済的資本を認識することも含まれる。

India

さらに、新規の住宅・地域社会の計画と同様に、既存の住宅と地域社会の活用を考慮
に入れるような政策の再編が求められる。
一部の地域に斬新なアイデアを導入した好例があるが、まずこれらが集められ、効果

South Africa

的にプランナーに伝えられることが必要である。
家屋のあり方は解決策の一部でしかない。計画には、すべての高齢者のアクティブラ
イフを促進するコミュニティとしてのビジョンが盛り込まれなければならない。つまり、

Argentina

計画には、住宅、医療、福祉の要素が盛り込まれている必要がある。分野横断的な計画
においては、対象サービスに対して効果的に情報共有がなされるなどの多くのメリット
があり、そして究極的に資金面での相互補完と計画の共同化がはかられることとなる。

The Netherlands

例えば、高齢者の自宅での事故を減らすための住宅改築・保守を戦略的に運営し、展開
するためにプライマリーケアトラストが相互に協力することが挙げられる。
地方自治体は熟練したスタッフの訓練と確保を図るため、さらに多くの財源を必要と
している。これによって、地域戦略を確実に向上させることができる。さらには、真の

Israel

姿勢の変化が上から行われるためには、省庁のコミットメントが必要である。
■介護者の高齢化
介護が高齢の介護者によって提供されることによってもたらされる影響について、さ
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