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して， 2010 年までに，65 歳以上の人口は 1500

万人から 2900 万人——人口の 23％という世界

で最も高い割合 1——へとほぼ倍増した．高齢者

の絶対数はまもなく 4000 万人程度で安定する

だろうが，若年者数は急速に減少し続けると予

想されている 2．したがって，2050 年には日本

の高齢者人口比率は世界最高になり，全人口の

40％が 65 歳以上になる 1．このような人口推移

は，まもなく同様の状況に直面することになる

他国の政策決定者にとって，日本のこれまでの

経験と将来展望が重要な教訓になることを意味

する．

日本の高齢者の所得・健康・家族生活は他国

の高齢者と比べてどうなのだろうか．

2005 年に 60 歳以上を対象に実施された国際

調査 3 によれば，日本人の 57％が経済的に問題

なしと回答したのに対し，米国は 36％，ドイツ

は 33％，フランスは 18％となっている．日本

の 65 歳以上の世代の平均可処分世帯所得は 18

～ 65 歳世代の 86％であるが，経済協力開発機

序論
先進国では急速に高齢化が進んでいるが，そ

のスピードは日本が最も速い．1950 年の日本国

民はきわめて若く，1990 年に至っても 65 歳以

上の人口はわずか 12％程度で，これは同年の米

国と同じであり英国などの先進国からは大きく

下回っていた 1, 2．しかし，戦後のベビーブーム

の後，出生率が激減し平均寿命が上昇した 2．そ
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検索方法と選択基準
公表済みの学術著作物の定量・定性データを用いて，

日本の公的介護保険制度の影響を検討した．1990 年
から 2011 年にかけて公表された調査研究を，「保険，
介護」または「高齢者向け保健医療サービス」と「日
本」というキーワードの組み合わせにより PubMed お
よび Web of Science (Thomson Reuters) で検索した．
英語で書かれた刊行物は，PubMed が 193 件，Web of 
Science が 164 件であったが，日本の公的介護保険制
度に関するそれらの評価の背景に基づき，本稿との関
連性を 1 件ずつ判定した上で目を通した．他にも，関
連性がある場合は，公表済みの学術著作物や非学術文
献，書籍の関連する章も含めた （日本の人口動向・公
共政策・医療費財源や，他国の介護状況など）．



特集号

71

このように，全人口が減少し，若年労働者数

が減少していくと見込まれる中で，日本経済を

維持し，増加する高齢者を支えていくには，克

服すべきさまざまな課題がある．第一に，公的

年金と雇用機会の拡大を通じて高齢者の所得を

維持することである．第二に，妥当な費用で良

質の医療を提供することである．そして第三と

して，心身の障害により弱くなった高齢者が良

質な生活を維持できるようにすることである．

本稿では，これら諸問題のうち， 第 3 の課題に

ついて，特に介護保険という日本の革新的対応

に焦点をあてて論じていく．

日本の介護政策
すべての先進国で，要介護者を含む高齢者が

増加している 1, 18．同時に，子どもの数が減少し

家庭の外で仕事をしたいと望む女性が増えたた

め，家族から介護を受けることはますます難し

くなる（ただし，家族による介護は今なお，高

齢者介護の最も重要な供給源である）．多くの

OECD 加盟国では，体系的・包括的な介護制度を

導入することでこれらの問題に対処してきた 19．

多くの福祉国家が国家による福祉を削減してい

る時代にあって，日本の介護政策の拡充は，先

構（OECD）加盟国の平均は 82％である 4．日本

の公的年金は多くの欧州諸国と比べるとやや低

いが，日本では高齢者の多くが仕事をしている

ため——65 歳以上の男性の約 30％，米国の場

合は 22％（欧州はもっと低い）——彼らの平均

所得はかなり高い 3．さらに，多くの人が多額の

貯金をしている 5, 6．したがって，相当数の人（特

に単身の高齢女性）が公的支援や親類の援助を

あてにしなければならない状況にもかかわらず，

所得格差が大きく，日本の高齢者は平均的には

裕福である 7, 8． 

健康については，上記の国際調査によれば 3，

60 歳以上の日本人の 85％が日常生活に支障が

ないと答えたのに対し，米国・ドイツ・フラン

スの場合は 65％以下である．主観的基準に基づ

いたものではあるが，健康寿命（HALE）に関

しても，日本は１位である（男性が 73 歳，女

性が 78 歳）9, 10．さらに，65 歳以上の日本人

女性の 83％が 80 歳まで生きているが，この数

字は他国よりも 3％高い（米国は 70％，英国は

72％）10．日本では，医療費が米国や英国に比

べてはるかに低いにもかかわらず，このように

高齢者の良好な健康状態が実現されているので

ある 11． 

家族についてみると，1960 年には，65 歳以

上の日本人の 80％以上が子どもと同居してい

た 12 が，米国で子どもと同居する高齢者の割合

が 70％であったのは 1860 年が最後である 13．

また 1990 年代中頃の北欧・西欧では，子供

と同居していたのは 60 歳以上の高齢者人口の

15％であった 13．しかし，近年，日本の居住形

態も大きく変化してきた．2010 年度国勢調査の

速報値によれば，子どもと同居している高齢者

の割合は 41％に低下し，配偶者のみと同居して

いる高齢者の割合（33％），独居高齢者の割合

（16%），施設で生活している高齢者の割合（6％）

はすべて上昇していた．しかし，それでもなお，

日本の子どもとの同居率は他の先進国に比べる

ときわめて高く，日本の文化ではこのような生

活が標準的であるとみなされている．13，15-17

連絡先：
〒 150-0012 東京都渋谷区
広尾 5-23-2-1005
教授 ジョン・C・キャンベル
jccamp@umich.edu

主要論点
・日本の 65 歳以上の高齢者人口は，2010 年には 2900 万人，人口比 23％に達し，

過去 20 年でほぼ倍増した．人口動向予想によれば，高齢者人口は約 4000 万
人で横ばいになるが，若年人口比率は減少し続ける．

・日本は，2000 年に強制加入方式の公的な介護保険を導入した．この制度は，
適用範囲と給付水準の点において，世界で最も寛大な制度の１つである．

・10 年に及ぶ経験から，支出を目標人口の増加率に保てることを含めて，公的
介護保険制度が効果的かつ管理可能なものであることが示されている．

・日本の公的介護保険制度はサービスのみを提供しており，「現金給付」は実
施していない．最も利用率の高いサービスは高齢者デイケアで，190 万人が
利用しており（65 歳以上の高齢者の 6.5％），虚弱高齢者とその家族介護者
両方に便益をもたらしている．

・公的介護保険制度の導入により公的介護サービスの利用が急増し，個々の家
計の経済的負担は減少した．また，本稿の実証分析によれば，機会費用が高
いと考えられる高所得世帯の家族介護者の労働参加率が増えた．

・サービスのみを提供するという方針，専門家の助言を得た上での消費者によ
る選択，管理面の柔軟性を持たせた包括的な組織化，高齢の要介護者への特
化などの際立った特徴は，世界中の介護政策立案者や専門家に重要な教訓を
提供する．
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による選択，従来規制されてきた営利企業の参

入 24，人々を病院から在宅へと移行させること

による医療費の節減 24，施設介護に比した地域

介護の重視 20，そして，最も重要な目標の一つ

として，家族介護者の負担軽減があった 25． 

日本と他国の介護保険の比較
介護政策を拡充してきた国の間には制度設計

の点で大きなばらつきがある 26．相違点として

挙げられるのは，税を財源としているか社会保

険であるか，全年齢を対象としているか高齢者

のみに絞っているか，所得審査が厳格か穏当か，

あるいはまったくないか，受益者による費用負

担率が高いか低いか，あるいはまったくないか，

適用範囲が広いか狭いか，現金給付が多いかほ

とんどないか，介護者が主として家族か，移民

などの非正規労働者か，監督者の下で正規のサー

ビスを提供する訓練を受けたプロフェッショナ

ルか，などを含む．日本の制度（パネル参照）は，

財源の半分が税金，半分が社会保険であり，高

齢者のみを対象とし，所得審査がなく，受益者

による費用負担は穏当で，適用範囲が広く，給

付が多い．現金給付はなく，他国でしばしば見

受けられる住み込みの移民労働者による非正規

介護が日本ではほぼ皆無であることが，その理

由の１つになっている．日本の公的介護保険制

度は，主として次の 2 つのことに依拠して設計

されている．1 つめは，ゴールドプランによっ

て顕在化した諸問題に対処すること，2 つめは，

ドイツおよび北欧型アプローチの両者を融合す

るような制度とすること，である 20, 25, 27． 

まず，ドイツの場合と同様，この制度は北欧

的な税方式の地方サービスではなく，社会保険

の原則に基づいて運営されている．これは，ゴー

ルドプランが税方式のサービスであったために

支出増から増税が危惧されたので，増税よりも

社会保険料のほうが受け入れられやすかったた

めである．第 2 に，北欧とは異なり，日本では

一定額の給付を受け取る権利が付与されており，

受給者は希望するサービスやサービス提供者を

進国の中でも異例である．

日本では，虚弱高齢者に対する関心は，長期

間にわたり，福祉政策の中心となってきた 20．

1963 年に，小規模ではあったが，介護施設とホー

ムヘルパーに対する公的支出が始まり，1970 年

代初めには，厳しい政治的困難に直面した与党・

自由民主党が，戦後の好景気に乗じて入院をも

含む高齢者の自己負担分を廃止し，高齢者医療

費無料制度を導入した 21．そのため，医学的根

拠のない，いわゆる社会的入院が増え，現在で

も 65 歳以上の高齢者のうち 50 万人以上が病院

で暮らしている 20．他方，入院以外の高齢者へ

のサービスは徐々にしか増加せず，主として低

所得で家族からの支援を期待できない人に限定

されていた．こうした状況は，1989 年—日本経

済が景気の絶頂期にあり，かつ，自由民主党が，

突如として総選挙直前に虚弱高齢者の介護に対

する政府の責任を拡大することを決定した時—

まで続いていたのである．政府の責任の拡大は，

10 年間で施設の病床を 2 倍にし，高齢者向けの

在宅サービスおよび地域サービスを 3 倍にする

という明確な目標を掲げた，いわゆる「ゴール

ドプラン」あるいは「高齢者の健康福祉のため

の 10 カ年戦略」として法制化された 21． 

ゴールドプランはまたたくまに浸透したが ，

一方で深刻な問題も引き起こした．増税が危惧

される水準にまで支出が増加し，人員不足の地

方自治体では管理面でのさまざまな困難に直面

することになる．つまり，受給資格の条件，提

供サービスの種類と費用，有償無償の区分といっ

た主要な運用基準が地方によって大きく異なっ

ていたのである．厚生省は，これらの問題に対

応するため，1990 年代中頃から，社会保険によ

り介護を提供する体系的制度の策定に着手した．

そして，公的介護保険が 1997 年に法制化さ

れ，2000 年に施行された 20, 22．公的介護保険の

公式な目的は，介護を必要とする人が「尊厳を

保持し，その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう」支援することであっ

た 23．他の目標としては，競争の導入，消費者
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減されることはないであろうと考えられたから

である．

日本の介護制度は導入から 10 年以上経ってお

り，現在では 500 万人近くが利用している 31．

施設での受益者数は 83％増加したが，それ以上

に注目すべきことは，在宅サービスおよび地域

サービスを受ける人が制度導入後の 10 年間で

203％も増加したことである 31．2011 年 1 月時

点で，約 140 万人がホームヘルパーによる訪問

介護を受けており，約 190 万人が通所サービス

を利用していた 32．日本では実際，65 歳以上の

選択することができた．北欧では，受給資格，

給付規模，サービスおよびサービス提供者の選

択に関する決定は地方自治体のケースワーカー

が行ったが，その際，所得や家族による介護の

可能性を考慮に入れることができた．日本でも

ゴールドプランのときはそうだったが，ガイド

ラインが明確でなく，地方の管理運営が乏しかっ

たため，しばしば恣意的な決定が下されること

もあった．新しい介護保険の下では，受給資格

原則を厳格に適用することが強調され，サービ

スおよび営利企業を含むサービス提供者を選択

する権限を地方自治体ではなく受給者に付与し

た——こうした制度設計に対して，北欧型アプ

ローチを理想としていた社会福祉専門家は愕然

としたのである．

第 3 に，日本は適用範囲と給付がきわめて寛

大であり，ドイツや米国など他の多くの国に比

べると公的介護費が多い（図 1）26, 29．受給資格

を決定するための算定方式はドイツのものと原

則では類似しているが，ドイツよりもはるかに

制限が少ない．日本では，65 歳以上の高齢者人

口の約 17％が受給資格を認定されているのに対

し，ドイツの場合は 10％である．さらに，同様

の障害レベルにあるドイツ人に比べ，日本人は

約 2 倍の額の地域サービスを利用することがで

きる 24．この寛大さの主な理由は，ゴールドプ

ランでは介護ニーズが比較的少ない多くの人々

が比較的高い給付を受けていたことによる．政

治的にも，この新たな制度は後退を許されなかっ

たのである．

第 4 に，北欧型アプローチとの主な類似点は，

日本の介護保険がサービス（現物）給付型のシ

ステムであることである．ドイツでは，受給者

はサービスの代わりに現金給付を選択すること

ができ，使途も制限されていない 30．したがって，

ドイツの介護保険は明らかに，家族による介護

を奨励するよう設計されていた．一方，日本の

公的介護保険は，政府に介護の一部を担わせる

ことで家族介護者を援助するよう設計されてい

た．現金給付によって介護者の大きな負担が軽

パネル：日本の公的介護保険制度
「介護保険」は文字通り介護の保険を意味するが，強制加入方式の公的長期

ケア保険というほうが正確な言い方である．その目標は介護の社会化であるが，
つまり，政府が所得水準や非公的介護の利用可能性にかかわらず，すべての人
に介護を提供するということである．公的介護保険は社会保険制度として運用
されているが，支出の半分は税金を財源としている．40 歳以上の全国民が保
険料を支払い，65 歳以上の全国民（および加齢に伴う疾病により介護を必要
とする 40 歳以上 64 歳以下の全国民）に受給資格がある．保険料は，40 歳以
上 64 歳以下については所得の約 1％であるが上限が設けられており，65 歳以
上の保険料は平均して約 4,600 円（1 ドル＝130 円換算―パネル内換算では以
下同様）／月（購買力平価価格レート）であるが，所得水準に応じて調整され
る．地方自治体が保険者であり，その管轄域内に居住する 65 歳以上の高齢者
の保険料を 3 年ごとに支出予想に基づいて設定する．

受給資格は，日常生活活動に基づく 74 項目の調査項目をもとに，コンピュー
タによりあらかじめ 7 段階（要支援 1,2, 要介護 1~5）のいずれかに分類し，そ
の後，専門家委員会が検討し最終決定する．各段階には，給付として購入で
きるサービスの上限額が設定されており，約 50,000 円／月から 360,000 円／
月に及ぶ．在宅サービスの場合，ほとんどの受給者は上限一杯まで利用する
ことはなく，必要なもののみを利用している（ほとんどの人の利用率は 40 〜
60％）．受給者は，10％の自己負担金を支払う．施設介護利用者の生活費に見
合う分として約 26,000 円／月を支払うが，低所得者の場合は免除されるか上
限が設けられている．

受給資格が認定されると受給者はケアマネージャーを選び，ケアマネー
ジャーが介護計画を作成し週間介護サービス予定を決める．受給者が介護計画
とサービス提供者を承認するとサービスが開始される．再評価は 2 年ごとに（ま
たは要介護度が低い場合は 6 カ月ごとに），あるいは健康状態が悪化したとき
は要請に応じて実施される．

対象となるサービスは多様で充実している．在宅であれば，ホームヘルパー
（家事の補助と日常生活の介護）や訪問看護，入浴，改築，補助装置など，居

宅外であれば，デイケア，リハビリ付きデイケア，ショートステイなど，施設
サービスであれば，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施
設などがある．さらに准施設費用には，民間介護施設や認知症グループホーム
などの介護費用が含まれる．

サービス提供者としては，地方自治体，第 3 セクター福祉法人，非営利団体，
病院，営利企業（営利企では介護施設の開設は認められていない）などがある．
これらの団体は市区町村や都道府県の認可・監督を受ける．各サービスの料金
は中央政府が設定し，3 年ごとに改定される．
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利用率はどの所得層でもほぼ同じで，虚弱高齢

者の 50％強であった．しかし，介護保険が導入

され利用が増加した後の利用率は，高所得世帯

が低中所得世帯をわずかではあるが有意に——

約 4％ほど——上回った．欧州でも同様に，公的

サービス利用率は所得層間で大きなばらつきが

あり，たとえばドイツでは高所得世帯がはるか

に高い 26, 36． 

高齢者の幸福
日本のさまざまな地域における各種公的サー

ビス（訪問介護などの在宅介護，デイケアや

ショートステイなどの地域介護，施設介護など）

の効果をさまざまなアウトカム（死亡率，機能

状態，施設入所，要介護度，栄養状態，介護負

担など）で評価した研究がある 37-43．これらの

先行研究に見られる公的介護保険の導入効果は，

一貫性がなく必ずしも明示的ではない．ある研

究によれば 37，デイケアサービスの利用頻度が

高いほど地域在住の虚弱高齢者の死亡率が低

くなるが，別の研究は 41，デイケアの効果には

それほど肯定的ではない．ある研究によれば 42

ショートステイとデイケアサービスの利用は高

全高齢者の約 6.5％が通所サービスに通っている

（ドイツやスエーデンでは 1％に満たない）33．

介護保険サービスの拡充は，日本の高齢者の日

常生活に大きな変化をもたらしている．日本が，

こうした重要な社会政策部門において先進国の

リーダーになったのは初めてのことである．

公的介護保険制度の導入効果
過去 10 年間で介護保険サービスが急速に拡大

したことを考えると，これらのサービスが念頭

に置いた受益者——サービス受給者本人，家族介

護者，家計——に与えた影響を評価することに

は価値がある．本稿では，日本の公的介護保険

制度の導入効果を，マクロおよびミクロの観点

から定量的に評価した結果を提示する．分析に

用いたデータは国民生活基礎調査 12,34——施設に

入っていない国民を対象に全国規模で 3 年に 1

度定期的に実施されている横断的調査（リピー

テッドクロスセクションデータ）——による．本

稿では，「差の差」推計法を用いて，公的介護保

険導入前の 1998 年から導入後の 2004 年にか

けて，虚弱高齢者（家族により，日常生活に見

守りや援助が必要であるとされた高齢者）のう

ち，公的な有料サービスを利用した者とサービ

スを利用しなかった者とのアウトカムの変化を

比較検証した．データの処理方法や分析手法に

ついての詳細は，ウェブ上の補遺にまとめられ

ているので，参照していただきたい．掲載した

表に分析結果がまとめられている．

公的介護サービスの利用率
図 2 を見ると，虚弱高齢者による公的介護

サービスの利用は 1998 年には 52％であった

が 2001 年には 76％に急増し，それ以降 2004

年までは横ばいとなっている．この結果は，公

的介護保険制度の導入により，有料の公的介護

サービスを利用する機会が地域において著しく

改善したことを示す確固たる証拠である 35．他

方，サービスの利用状況は世帯所得によりばら

つきがあった．1998 年の公的介護サービスの

ウェブ上の補遺を参照
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さらに，高所得世帯の場合，介護保険導入後

は家族介護者が就労する確率が実質的に高く

なっており，仕事時間が 4.57 時間／週ほど増加

している．低中所得層の就労確率は介護保険導

入前よりも後のほうがやや高いが，労働時間は

減少している（どちらの場合も統計的に有意と

まではいえない）．低中所得層は介護と仕事以外

の活動時間がほぼ 1 時間増えた．具体的には，

低所得世帯が 0.9 時間／日，中所得世帯が 0.84

時間／日である．高所得層の場合，その他の活

動時間が 0.5 時間増加したが，この結果は統計

的に有意ではなかった．世帯所得による効果に

こうした違いが生じた原因としては，高所得世

帯の家族介護者（大半は女性）は介護の機会費

用が高く，労働市場に参入すればより高い賃金

を得ることができるためと考えられる．さらに，

事業主は，比較的所得が高いフルタイムの労働

者にのみ介護休暇を認める傾向がある 53． 

家計
家計の公的介護支出の割合は，介護保険導入

前と比べ，2004 年には 5％減少している．この

変化はすべての所得層についてほぼ同じであっ

た．要するに，家族介護者にとっての介護保険

の経済的メリットは明らかであるが，家族介護

者の負担感に対する影響については，はっきり

した結果を得ることはできなかった．さらに，

世帯所得によって公的介護保険制度の導入効果

が異なるということは，興味深い結果である．

こうした結果は先行研究とも合致している  54．

しかしながら，公的介護保険制度の導入効果に

ついては，今後さらなる調査研究を行う必要が

あるだろう．

公的介護保険と日本人の家族観
日本の公的介護保険制度は，受給者本人であ

る高齢者の心身の衰えや家族介護者の負担感に

かかわる問題を解決していない．どのような制

度であれ，介護制度ができる最大のことは，心

身が弱体化せざるをえない高齢者を自立させ，

齢者の施設入所や入院を予防する効果があると

されているが，他の研究では 39 ショートステイ

の利用と要介護度の悪化の間に関連性があると

報告されている．デイケアおよび在宅介護は受

給者の健康にプラスの影響を与えているようだ

が，公的介護保険制度導入の全体的な影響につ

いてはいまだはっきりしていない．

本稿での分析（表参照，「差の差」推計基づく）

によれば，高齢の受給者の主観的健康感につい

ても日常活動遂行能力についても，総合的に有

意にプラスの影響は出ていない．この分析結果

は，いくつかの先行研究 43 と整合的であり，虚

弱高齢者の健康や機能の改善よりも現状レベル

の維持のほうが，公的介護保険制度の目標とし

て適切であることを暗示している．

家族介護者の幸福と機会の喪失
家族介護者のストレス・意欲・負担について

分析を行った研究は数多くがあるが，それらの

結果には一貫性がない 15-20, 22, 23, 44-51．日本では，

公的介護サービスを利用することが家族介護者

の身体的な介護負担を軽減することが繰り返し

報告されており，また，心理面の負担について

も統計的に有意な減少が見られることを示す研

究もある 44, 49, 52．しかしながら，本稿での分析

では，家族介護者の主観的健康感に対する公的

介護保険制度の導入効果は確認できなかった．

また，本稿では家族介護者が介護や仕事など

の活動に費やした時間に介護保険がどのように

影響を与えたかについて検証を行った．全調査

対象者の平均介護時間は公的介護保険導入後に

著しく（0.81 時間／日）減少し，介護と仕事以

外の活動時間は 0.67 時間／日ほど増加した．し

かし，その効果は世帯所得によりばらつきがあ

る．中所得世帯と高所得世帯の介護時間はそれ

ぞれ 0.81 時間／日，1.36 時間／日減少したが，

低所得世帯の場合，これらの変化は統計的に有

意ではなかった．この分析結果は，所得が低い

世帯ほど公的サービス利用率が低いことと整合

的である 35, 52． 
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から長年いろいろな意味で教え導いてくれた義

理の母（姑）に対して，最後に果たすべき役割

であると考えられていた．こうした見方からす

れば，親の介護はすべて，長男の嫁が引き受け

なければならない義務とみなされる．同じ家に

同居し，1 日 24 時間奉仕するのである 56．現在

では，虚弱高齢者の主たる介護者が嫁であるの

はわずか 20％にすぎない．子どもと同居する高

齢者の割合は著しく減少しているとはいえ，依

然として約 40％を超えており，家族介護の標準

的なあり方として世間的に認知されている．保

守的な人々はこのような介護のあり方を日本的

な家族の価値観を具現化していると考えている

が，フェミニスト的な考え方からするとこれは

搾取以外のなにものでもない．嫁による介護は

搾取であるという考え方が広がり，結果，日本

の公的介護保険制度は，長男の嫁の義務の一部

を公的介護サービスに置き換えることで家族介

護者の負担を軽減し，外で仕事をしたり他の活

動をしたりすることができるように，彼らの選

択の自由を拡充しようとするものである．

こうした政策は，家族による介護に報い奨励

生活の質を高めることである．また，家族介護

者にとっては，介護による負担感や，老齢によ

り心身が衰えていく配偶者や両親に対する心配

が，政府の制度によって解消されることはない．

介護制度は家族介護者の負担の軽減に役立つ

が，世界中のどの国や地域でも——高度に発達し

た制度を有する北欧でさえも——地域に暮らす

虚弱高齢者に対する介護の大半は家族介護者が

担っている 55． 

したがって，効果を判定する基準は，他国の

介護制度に比べて，日本の公的介護保険制度が

高齢者および家族介護者をどの程度支援してい

るか，である．これには 2 つの側面がある．本

稿の主要テーマである制度設計と，公的介護保

険制度が日本の社会的・文化的環境にどのよう

に適合しているか否か，である．前者について

はすでに前段で述べたが，後者もまた重要な課

題であり，日本人の家族観について検討してお

く必要がある．

日本の伝統的な家族では，年老いた両親の介

護は長男の妻の責任であった．これは，長男の

妻が，嫁として初めて家族の一員になったとき

回帰モデル＊ サンプル全体 
（95% 信頼区間）

　世帯所得層（95% 信頼区間）

低位 中位 高位

高齢者への影響

主観的健康感‡ ロジット 1.03 (0.84 to 1.26) 0.91 (0.63 to 1.31) 0.85 (0.60 to 1.22) 1.28 (0.91 to 1.81)

IADL 自立の有無 § ロジット 0.96 (0.80 to 1.14) 0.77 (0.57 to 1.05) 1.15 (0.84 to 1.56) 1.04 (0.76 to 1.40)

家族介護者への影響

主観的健康感‡ ロジット 0.98 (0.82 to 1.18) 0.96 (0.69 to 1.32) 1.03 (0.73 to 1.44) 0.99 (0.72 to 1.36)

1 日当たり介護に費やす時間 トービット –0.81 (–1.19 to –0.43) –0.45 (–1.13 to 0.23) –0.81 (–1.45 to –0.18) –1.36 (–2.01 to –0.71)

労働参加の有無 ¶ ロジット 1.09 (0.89 to 1.33) 0.89 (0.63 to 1.26) 0.85 (0.60 to 1.21) 1.72 (1.22 to 2.44)

1 週間当たりの労働時間 トービット 1.25 (–0.36 to 2.87) –0.62 (–3.37 to 2.12) –0.55 (–3.44 to 2.35) 4.57 (1.77 to 7.37)

介護・仕事に費やす以外の活動時間 トービット 0.67 (0.27 to 1.07) 0.90 (0.20 to 1.61) 0.84 (0.14 to 1.53) 0.50 (–0.17 to 1.17)

家計への影響

家計に占める公的介護支出割合 最小二乗法（OLS） –0.05 (–0.06 to –0.04) –0.05 (–0.06 to –0.04) –0.04 (–0.05 to –0.03) –0.06 (–0.07 to –0.05)

高齢者への影響と家族介護者への影響では，推定の基となったサンプル数が異なる．高齢者への影響については，サンプル総数が n=9597，低所得層が n=3164，中所得層が n=3176，
高所得層が n=3257 である．家族介護者への影響については，サンプル総数が n=8738，低所得層が n=2938，中所得層が n=2800，高所得層が n=3000 である．CSPLC= 国民生活基礎
調査，IADL= 手段的日常生活動作．＊ 1 日当たりの介護や労働時間などの時間数を従属変数とする推定にトービットモデルを使用したのは，こうした時間変数が「24 時間」の打ち切
りデータのためである．ロジットモデルによる推計はオッズ比を，トービットモデルによる推計は限界効果を，通常の最小二乗法による推定は係数をそれぞれ表示している．世帯所得
の欠損値は多重回帰によってインピュテーションを行った．
‡非常によい／よい 対 ふつう／悪い／とても悪い．
§IADL に支障あり 対 支障なし．
¶ 働いている 対 働いていない．

表：1998 年と 2004 年における国民生活基礎調査（CSPLC）による「差の差」推計
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たな方向に向かっている．日本の伝統的な家族

の価値観によれば，自尊心のある嫁であれば見

ず知らずの人を家に入れて年老いた親を介護さ

せたりしないし，ましてや姑をデイケアに行か

せるなどはもってのほかであった．しかし，一

旦公的介護サービスが広がると，最も古めかし

い農村地域においてでさえ，このような公的介

護サービスの利用が一般化し，受け入れられ

た 59, 60．やがて，自立に対する考え方を含め，

これまでの高齢者とはかなり異なる人生経験や

理想をもつベビーブーム世代が高齢期を迎える．

日本の家族介護者の抱えるジレンマは特に切実

であるが，それは，どの国の家族介護者につい

ても基本的には同じである．大部分の人は，負

担を感じつつも，一方では愛情や助けてあげた

いという思い，他方では義務感や社会的圧力か

ら介護を続けているのである．効果的な介護政

策はこれらの感情を和らげはするが，完全にな

くしてしまうことはできない．

日本の挑戦と対応，そして提言
ある意味，日本の公的介護保険制度は，かく

も大規模かつ革新的な制度をすでに導入してい

る，という点において最大の課題を克服してい

る．導入当初は，多くの人々は，この制度に対

してどちらかというと悲観的であった．『ラン

セット』の 2000 年の論文では，「日本の高齢者

における保険制度導入時の混乱」と題してこの

制度を取り上げている 61．実際には，この制度は，

行政上の困難もほとんどなくすぐさま創設され，

日本の社会政策の一環として受け入れられ，多

くの支持を受けている．しかし，それでもなお，

対応しなければならない未解決の問題や他の課

題が存在している．

公的介護保険制度が家族介護者の負担を軽減

したことを示す実証的根拠は少なく，また，広

く支持されているにもかかわらず，一般的にこ

の制度は不十分であると批判されつづけている．

明らかに，サービスの制約が問題なのではない

であろう．受給資格はあってもサービスをまっ

することで伝統的価値観を維持しようとするド

イツの現金給付の考え方とは対照的である．ド

イツでは，介護者の年金拠出金も対象となって

おり，有給雇用と同様に休暇が与えられる 36．

しかし，ドイツおよび現金で介護手当を支給し

ている他のすべての国の支給額は，雇用による

賃金に比べてはるかに少ない．その結果，家族

介護者は，キャリアを形成する機会もなく，時

間や心理的な負担が増える一方の仕事を引き受

けながら，わずかばかりの所得しか得ていな

い 26． 

しかし，そうかといって，日本の公的介護保

険制度も家族介護者を完全に解放しているとい

うわけではない．実際，公的介護保険制度が導

入された際，施設に対する需要が急増した．こ

れは，親を介護施設に入れることで，介護に対

するすべての責任を移譲することとなり，はじ

めて負担が完全に軽減されうるという考えに

よって説明できるのかもしれない．しかし，介

護施設を増やし，高い費用のかかる施設介護を

促進することに対して，政府は積極的ではなく，

結果，膨大な数の施設待機者が生じる事態となっ

た 57．その結果，家族介護者が利用することが

できたのは在宅介護やデイケアなどの在宅サー

ビスであったが，これらのサービスは，介護が

片時も休めない義務であると考えられている間

は，家族介護者の負担を軽減するのに十分なも

のにはなりえなかった．だからこそ，多くの女

性が介護政策に不満を持ち続けているのである．

実際，日本の施設入所率（65 歳以上の高齢者人

口の約 5.5％）は OECD 平均（3.3％）よりも高

い 58．在宅サービスは，他のどの国や地域より

も日本のほうがはるかに充実している．しかし，

多くの家族介護者は伝統的な家族の価値観の中

で具現されると期待されるものに左右されなが

らも，それから解放されたいと願っている．こ

うした家族介護者が抱えるジレンマに対して解

決策を提供しない介護政策が成功することはあ

りえないだろう．

それでも，現在，公的介護保険制度自体は新
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が（35 万件／月）31，需要が多いため施設のベッ

ド数が不十分であり，多くの地域では数週間前

に予約する必要がある．

こうした問題に対して，政府はどのように対

応すべきだろうか．夜間訪問やショートステイ

を増やしたり，会社から介護休暇をとりやすく

して家族介護者が良好なワークライフバランス

を維持するのを援助したりすることも有効な手

立てであると考えられる．それ以外にも，娘や嫁，

自身が高齢者である配偶者など家族介護者の援

助を明確な目的とするサービスをさらに充実さ

せることが必要である．

　有効な手立てとして，次の 2 つの方向性が

考えられる．第 1 に，メタ解析によれば，家族

介護者の意欲を向上させ，抑圧やストレスを解

消するには心理的社会的な介入が有効でありう

る 62, 63．日本の家族介護者は，介護についての

情報や助言を得る機会は多いが，正式な心理カ

ウンセリングを受けるという機会にはあまりめ

ぐまれていない．カウンセリングについては，

訓練された専門家がほとんどおらず，医療保険

での診療報酬があまりにも少なすぎるためであ

る．したがって，本稿では，公的介護保険制度

の枠組みにとらわれず，専門家による家族介護

者向けのカウンセリングサービスを開発するこ

とを提言する．

第 2 に，同じような状況に置かれている隣人

や地域の人々とのより密なつながりは，家族介

護者にとって助けとなるであろうし，また，公

的介護保険制度の中には地域のさまざまな団体

を通じて実施するほうがより効果的なものもあ

る．最近の取り組みの一例として，家族を中心

とした地域住民が関与する，地域に暮らす高齢

者向けの，デイケア，ショートステイ，限定的

在宅支援を組み合わせた小規模多機能型居宅介

護センターがある．また，地域包括支援センター

は，相対的に軽い要介護者のケアプラン作成，

高齢者虐待への対応，地域のさまざまな団体と

の連携を図っており，こうした取り組みをさら

に発展すべきである 25．多くの地域で，一般の

たく利用しない人もおり，平均すれば，在宅ケ

アの利用者は要介護認定を受けた高齢者のわず

か 40 ～ 60％程度にとどまっている．10％の自

己負担率がある程度利用を抑制している．たと

えば，中程度の障害を持つ要介護者が受給上限

の半分程度を利用した場合，約 12,000 円（1 ド

ル＝80 円換算）／月を支払うことになるが，支

出を増やしたくないため利用を増やさないのか

もしれない．しかし，低所得者の月々の介護保

険料には上限が設定されているので（また，公

的援助を受けている場合はサービスが無料なの

で），多くの人にとっては，自己負担額がサービ

ス利用を増やす上での大きな障害になっている

とは思われない（図 2）．

人々が不満を抱え続けている理由は，家族介

護者にとって特に重要な特定のサービスが不足

しているためかもしれない．当初は，ホームヘ

ルパーの夜間訪問が継続的に利用できるはず

だったが（「いつでも，どこでも」がスローガ

ンだった），このサービスは財政的にもロジス

ティックスの面からも提供が困難なため，政府

の取り組みにもかかわらず，実際に提供されて

いる地域はまれである．ショートステイ——介

護施設への短期入所——は広く利用されている
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増加幅が予想を超えたのは，比較的寛容な認定

基準により登録者数が予想を大幅に超えたため

であった（日本の認定者の 5 分の 2 はドイツの

登録基準であれば不適格になる）．こうした寛容

な資格基準は持続不可能なものであったが，認

定基準を厳しくして登録者数を減少させるとい

う最も直接な対応策を行使することは，政治的

に不可能だった．

政府の解決策は，介護ニーズの最も低い高齢

者（約 25％）を新しい予防介護制度へ移行させ

ることであったが，さまざまな制約があったた

め，政府のサービス提供コストこそ安くなった

が，受給者にとってはサービスの魅力が低下し

た 25．その結果，急増していた登録者数も，比

較的軽度の要介護度認定者への支出も，2006 年

に微減し，それ以降は横ばいになった．しかし，

公的介護保険制度の中核はほとんど変更される

ことなく，要介護度の高い在宅高齢者はまった

く影響を受けず，介護施設入居者の入居費用の

自己負担分のみ以前よりも高くなった（ただし，

多くは低所得のため免除されていた）25． 

2006 年以降，合計登録者数と公的な支出が再

び増加に転じた（図 3）66．人口に占める高齢者

の割合が増え続ける一方で，給付構造と認定基

準は同じままであったことから，この流れは不

可避であった．しかし，2006 年の改革は，ある

意味で構造的な変革に成功したようにも思われ

る（図 3）．75 歳以上の高齢者（最大利用者）１

人当たりの支出は 2004 年から 2006 年にかけ

て減少し，その後横ばいになった．現在は，こ

の年齢層の人数の増加が唯一の支出増の原因と

なっている 2, 66．支出をもっと厳しく抑制するに

は，適用範囲か給付，またはその両方を削減し

なければならないが，これはとても難しい．異

なる年齢層間で，あるいは税収と保険料収入の

間での負担配分を変えて対応する取り組みのほ

うが，まだ現実味がある．

高齢者人口比は，若年人口が減少しているため

21 世紀中頃までは上昇し続けるが，65 歳以上

の高齢者の絶対数は 2015 年頃に，75 歳以上に

市民や地域社会のリーダーによって，いわゆる

認知症サポーターネットワークが形成されつつ

ある．本稿でのもう 1 つの提案は，より地域に

根ざしたこうした取り組みをさらに発展させる

ということである．

本稿での実証分析によれば，公的介護保険制

度の導入により，高所得世帯の家族介護者が就

労する確率と労働時間は増えたが，低中所得世

帯については，介護時間は減少しているものの

就労確率と労働時間は増加していない．世界中

どこでも，低所得世帯の女性が最もよい仕事を

得るには障害があるが，特に日本ではそうであ

る 64．介護政策自体が労働市場の不公平さに対

して大きな影響を行使するということはないが，

いくつかの緩やかな改革がなされることによっ

て事態が好転する可能性はあるだろう．たとえ

ば，キャリア形成を望む女性に対しては，高齢

者がデイケアを受けている間に専門職業訓練を

提供する，などの施策である．このような訓練は，

高齢者が死亡した場合や施設に入所した場合に，

労働市場に対する彼らの参入障壁を低くするの

に重要になるかもしれない．長期間にわたって

介護に従事してきた中高年の家族介護者ほど，

良質な非常勤の仕事につく機会を必要としてい

る．また，公的介護保険制度はそれ自体，女性

に大量の雇用機会を創出しているが，その多く

は，介護福祉士やヘルパーなど認定研修を受け

る必要のある職種である．2000 年から 2010 年

にかけて，介護福祉士およびヘルパーは 21 万

人から 90 万人へ，社会福祉士は 2.4 万人から

13.4 万人へ，それぞれ増加している 65． 

日本の公的介護保険制度の運営には必然的に

高いコストがかかる．現在，こうしたコストを

管理可能な範囲に抑えておくことは，政府の最

優先事項になっている．図 3 は，公的介護保険

制度導入後，最初の 5 年間で総支出が急増した

ことを示している 66． 2005 年までに年間支出

（10％の自己負担を除く）は約 5.5 兆円（購買力

平価では 440 億ドルに相当）にまで増加したが，

これは当初の見込額よりも，約 20％高かった．
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と保健医療セクターという 2 つのまったく異な

る部門間の連携を改善する必要がある．連携は，

家族・家族介護者などの個人サービスのレベル

でも必要だが，病院と介護施設などの施設レベ

ル，さらには，政策立案や制度運営などの国の

政策レベルでも見直しが必要である．良質の介

護を提供するには，介護・保健医療いずれの部

門も重要であるが，協力・連携することは難しい．

すべての国の専門家は，これらの共通の問題に

対する解決策についてお互いに学びあっていか

なければならない．

世界への教訓
先進国であれ発展途上国であれ，各国の政策決

定者は，世界で最も急速に進行している高齢化に

対処するために世界で最も包括的な介護制度の１

つを導入した日本の経験から学ぶことができる．

韓国と台湾は，主として日本型アプローチに基づ

く介護保険制度を導入または計画しており，また，

すでに確立された制度を有する国の専門家も，日

本独自の革新的取り組みに注視している．

介護政策において現金給付を中心とする国と

は異なり，日本においては，家族介護者を直接

援助することが家族介護者を最も利することに

なり，また，監督者の下で働く，研修を受けた

ついては 2025 年頃から，それぞれ横ばいになる．

したがって，高齢者を支援するための直接費用

が急増する向こう 15 年間が重要な時期になる．

なお，2007 年の日本政府の総収入（主に税金と

社会保険料）は国内総生産の 33.5% であり，米

国（34.0％）よりも低く，英国（41.4％）・ドイ

ツ（43.9％）・フランス（49.6％）・スウェーデ

ン（56.3％）の水準をはるかに下回っている 67．

ごくわずかなさらなる国家的問題はさておき，

長期的な介護など高齢者向けの支援の費用に対

処するために鍵となるのは，日本の公的支出が

他の先進国の水準により近づくことである．

他にもいくつか深刻な問題はあるが，日本で

も他の国でもだいたい同じである．第 1 の問題

は，日本が施設に頼りすぎていることであるが，

施設は費用が高く，生活の質が低いと考えられ

ている．小規模多機能グループホームなどの高

齢者ケア施設が有効であると考えられるが，こ

れらの施設は，日本ではまだ信頼を獲得する途

上にある 25, 29．第 2 の問題は人的資源である．

介護福祉士・ヘルパーはどこでも，他の専門分

野の労働者に比べて賃金が低く，労働条件が厳

しく，昇進の可能性が低い．介護福祉士・ヘル

パーの需要は毎年増えているが，採用・就労の

継続を促すことが難しい．第 3 に，介護セクター
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である．ケアマネージャーはカウンセリングの

訓練を受けておらず，また，通常 30 名の患者を

抱えているので訓練を受ける時間があまりとれ

ないが，定性的調査によれば，多くの介護者は

自分の個人的な問題をケアマネージャーと共有

しており，その交流を大切にしている 70．ドイ

ツは，2008 年７月，日本の経験に一部基づくケ

アマネージメント制度を導入した 30, 68． 

日本の公的介護保険制度が，制度の基本的な

骨格がほぼ維持されたたままで 10 年以上にわた

り機能してきたという事実は，いかに政府が周

到に準備したかを示している．この制度は全国

一律に導入された制度であるため，体系的なデー

タ収集が可能であり，地域間や制度間での効果

や費用の比較が容易である（ただし，データが

専門家によってもっと利用しやすい形式であれ

ば，比較検証のための分析がより効果的に実施

できるようになるだろう）．また，公的介護保険

制度では，数多くの機能を１つの制度の下に集

約したことによって，監督機能が効率的になっ

た．地方自治体の担当者は制度を管理するとと

もに，提供するサービスと高齢住民から支払わ

れた保険料とのバランスをとるある程度の権限

を持っている（支出額の 6 分の 1）．各地方自治

体は，3 年ごとに作業計画を策定しなければな

らないが，これは，国による再評価と見直しの

機会にもなっており，実務家，専門家，一般の

利害関係者の間の議論が活発化している．この

3 年ごとの見直しは，サービス報酬表をバラン

スさせるといった数多くの微調整から，2006 年

における介護予防制度のような比較的規模が大

きい改革までを可能にしてきた．
ほとんどの国の介護制度は若年障害者も対象

にしている．いわゆる年齢によらない政策は原理

としては魅力的であり，その制度の中心が現金給

付であるならば，さほど困難もなく高齢者と若年

者を同様に処遇することができる．しかし，たい

ていの虚弱高齢者とその家族のニーズと嗜好はき

わめて独特である．若年障害者は職業訓練，自立

した日常生活，支援組織に対する管理統制などを

認定ケアワーカーに頼ることが介護の質の最大

の保証になるという認識で，公的サービスのみ

が提供されている．特に総合的なデイケアがあ

るおかげで，多くの虚弱高齢者が定期的に外出

し，同じような人々と付き合い，健康の増進に

役立つ活動に参加し，スタッフに見守られてい

る間，家族介護者は少しだけ休みを取れるので

ある．欧州の報告によれば，サービスのみを提

供している国は，現金給付を中心とする国より

も，介護サービスの提供のパターンが平等主義

的であり，進歩的であるとされる 26, 36．しばし

ば現金給付のほうが安上がりだと考えられるこ

とがあるが，日本では，適用範囲や給付水準が

はるかに高いにもかかわらず，在宅介護支出は

ドイツよりも約 30％多いにすぎない（図 1）28．

韓国政府は，世界中の介護制度を入念に調査し

た上で，基本的にサービスのみを提供する方針

を選択しており，台湾の専門家も同じような制

度を導入したいと考えている 68, 69． 

日本の在宅介護では，受給者は，心身の障害

の程度に応じて定められた限度まで希望する

サービスを選択するとともに，サービス提供者

も選択する．サービス提供者は地方政府の認可・

監督を受けるが，消費者がサービス提供者を変

更することが比較的簡単にできるため，こうし

た消費者による選択が品質を管理するための主

要な仕組みとなっている．ほぼすべての受給者

にはケアマネージャーがおり，自己負担なしで

専門的アドバイスを受けることができる．ケア

マネージャーは関連業種から転身して，試験に

合格しさらに 44 時間の研修を修了しなければな

らない．ケアマネージャーは専門機関に雇用さ

れている場合もあるが，サービス提供者に雇用

されている場合の方が多い．初期には利益相反

の不安があったが，大半は実際に受給者の利益

に十分資しているように思われる．ケアマネー

ジャーの主要業務は，他のサービス提供者（特

に家庭医と病院）との間の調整を行うこと，サー

ビスの提供と介護の診療報酬を管理すること，

受給者・家族介護者の意思決定を援助すること
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of Japan 2008. http://www.ipss.go.jp/ p-info/e/
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