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１．はじめに 

(1) 在日高齢外国人の社会的孤立 

日本では、高齢者の「社会的孤立（social isolation）」やその先の「孤立死」1について

多くの研究の蓄積があるが、在日外国人を対象とした同種の研究はほとんどなされていな

い。これまで日本では、外国人を「出稼ぎ労働者」として扱い、一定の期間が過ぎれば母国

に帰国する存在として位置づけてきた。だが、来日当初は数年で帰国する予定でいた外国人

労働者の少なくない人たちの「定住化」が進んでいった。母国から家族を呼び寄せ、家を構

え、「生活者」として日本社会で暮らす外国人が年々増える中で、地域社会との関係や子ど

もの教育、医療や福祉等の様々な生活問題が生じている。特に、出入国管理及び難民認定法

(入管法)が改正された 1990年代に来日し、年齢を重ねた在日外国人が現在直面しているの

が、家族の介護や自らの老い、近親者との死別、すなわち「人生の最期をどう生きるか」と

いう終末期をめぐる問題である。だが、日本政府や各自治体は、こうした在日外国人のエン

ド・オブ・ライフに関わる問題をほとんど考慮せず、これまで十分な支援を行ってこなかっ

た。その結果として、近年、地域で社会的孤立を深め、なかには孤立死するケースも出てき

ている。さらには、新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)パンデミックの現状では、

在日外国人を含め、社会的に弱い立場にある人たちがより一層追い詰められる可能性が高

まっている。 

こうしたことは、何も日本に限った問題ではなく、世界中で進行しつつあるきわめて今日

的な現象である。とりわけ、高齢化が進む一方で、地域社会の結びつきが弱まりつつあると

言われる先進諸国において、在留高齢外国人の社会的孤立はその深刻さを増していると考

えられる。そこで本稿では、日本と英国で暮らす、中華圏（中国、香港、台湾など）にルー

ツを持つ高齢者（以下、高齢中華系住民）の社会的孤立にフォーカスし、その実態と支援の

可能性について考えていきたい。 

 

(2) 日英における高齢中華系住民の暮らし 

 日本と英国は多くの点で共通点を有する国である。いずれも島国で、同じような広さの国

土を有し、産業や経済が発展した先進国である。また、高齢化が進み、高齢者支援が大きな

課題になっている点も共通する。加えて、両国では「社会的孤立」が大きな社会問題として

関心を集めている点も注目される。広く知られるように、英国は世界で初めて「孤独担当大

臣（Minister for Loneliness）」を置いた国である。2018年、当時の英国首相、テレーザ・

メイは、孤独が肥満や喫煙と同じくらいひとびとの健康に悪影響を与える社会問題である

として、これを解決するための対策に着手した。実際、各種統計は英国において社会的孤立

が深刻化していることを示している（Age UK 2019）。一方、日本においても、近年、社会的

孤立や孤立死が社会問題化している。COVID-19 の感染拡大による社会的孤立の深刻化も背

景としつつ、日本でも「孤独・孤立担当大臣」が設置され、若者から高齢者まで、全世代が

直面する社会的孤立に総合的に対応するための取り組みが本格化している。 

 その一方で、両国には相違点もある。そのひとつが外国人・移民政策である。長い移民受

 

1 類似の用語として、「孤独死」や「独居死」、「無縁死」などもあるが（山崎・逸見 2017）、本研究では

行政などで用いられることが多い（例：厚生労働省「孤立死防止政策」）「孤立死」という表現を用いる。 
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け入れの歴史を持つ英国では、「外国生まれの者」の数は全人口の約 1割にもなると推計さ

れている。他方、日本は英国と異なり、全人口に占める外国籍住民の割合は少なく、2％ほ

どでしかない。近年は少子高齢化を背景に、日本でも外国人の受け入れが増加傾向にあると

はいえ、英国に比べればその数は圧倒的に少ないと言える。 

 そうしたなかで、本研究では日英の高齢中華系住民の社会的孤立に焦点を当てる。英国で

は過去の中国との結びつきもあり、他のヨーロッパ諸国の中でも中華系住民の割合が多い。

また、日本も、在留外国人に占める中国人の割合は全体の 27％でトップである。日英に暮

らす多様な外国人の中でも、本研究が高齢中華系住民を対象とする理由はここにある。 

 

(3) 研究の意義 

 他者とのつながりを欠き、孤独感を抱えながら生きる高齢者の存在や、誰にも看取られず

に亡くなる孤独死の問題がクローズアップされて久しい。しかし、文化や言語の壁等の理由

で十分な医療・介護・社会支援を受けられない外国人高齢者の問題は、置き去りにされてき

たと言える。本研究の意義は、これまでほとんど関心が向けられていなかった、高齢外国人

の社会的孤立に光を当て、その実態と支援の可能性を探ることにある。 

日本で暮らす高齢の定住外国人、特に中華圏出身者の社会的孤立の実態とその支援策を

明らかにすることは、既に多くが暮らし、また、今後増加が見込まれる外国人を、期間限定

の「労働者」としてではなく、共に生き、やがて人生の最期を迎える「生活者」としてどの

ように支えていくかを考えるための重要な手がかりとなる。また、英国との比較によって本

研究で得られた知見は、日本と同様に高齢・多死社会に直面し、マイノリティをめぐる社会

の多様性と排他性という矛盾を抱える諸外国にとっても、大きな意義があると考える。 

 

 

２．研究方法 

 本研究は半構造化面接法を用いた質的記述的研究デザインを採用した。日英両国におい

て、高齢中華系住民の支援に携わる組織・団体のスタッフへのインタビュー調査（＝支援者

調査）と、高齢中華系住民本人へのインタビュー調査（＝当事者調査）を行い、主題分析法

を用いてデータを分析した。 

 

(1)調査協力者とデータ収集方法 

 調査協力者の適格基準は以下の通りである。 

 

支援者調査 

＜選択基準＞ 

 以下の全ての基準を満たす者を対象とする。 

・年齢 20歳以上の成人 

・日本語、英語、中国語のいずれかでコミュニケーションができる 

・日本もしくは英国で高齢中華系住民の支援を行っている団体のスタッフ 

・研究参加について同意が得られた者 
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＜除外基準＞ 

・インタビュー調査に耐え得る精神的・身体的状態にない者 

・Covid19重症化リスクのある基礎疾患を持つ者 

 

当事者調査 

＜選択基準＞ 

 以下の全ての基準を満たす者を対象とする。 

・年齢 65歳以上の成人 

・日本もしくは英国で暮らす中華系住民 

・日本語、英語、中国語のいずれかでコミュニケーションができる 

・研究参加について同意が得られた者 

 

＜除外基準＞ 

・インタビュー調査に耐え得る精神的・身体的状態にない者 

・Covid19重症化リスクのある基礎疾患を持つ者 

 

 調査協力者の募集方法であるが、支援者は、日英両国で高齢中華系住民の支援に携わって

いる団体や組織（NPO法人、ボランティア団体、自治体など）を調べ、メールないし電話で

調査依頼を行った。当事者については、支援者調査の調査協力者から、適格基準を満たす当

事者に調査依頼の書類を渡してもらい、候補者を募集した。 

 なお、本研究は、研究代表者（鷹田）の所属機関である日本赤十字看護大学研究倫理委員

会の承認を得て実施した。 

 

(2)データ収集方法 

研究参加の同意が得られた者に対し、インタビューガイドを用いた半構造化面接を行っ

た。インタビューの日時・場所・方法は、研究協力者の希望に合わせて調整した。インタビ

ューは、調査協力者のプライバシーが守られ、リラックスして話ができることを考慮して決

めた。Covid19の感染予防のため、オンラインでのインタビューが望ましいと考えられた場

合、もしくは調査協力者がオンラインでのインタビューを希望した場合は、Zoom を用いて

インタビューを実施した。対面でインタビューを行う際も、感染予防を徹底した上で実施し

た。インタビューは、研究協力者の同意を得て、IC レコーダーに録音した。音声データは

守秘義務契約を結んだ業者に文字お越しを依頼し、逐語録を作成した。この逐語録を、分析

の基礎資料として用いた。 

 

(3)分析方法 

インタビュー・データは主題分析法（Thematic analysis method）を用いて分析した。イ

ンタビューで語られている内容が十分に馴染むまで、繰り返し逐語録を精読した後、セグメ

ント化を行い、コード化・カテゴリー化の作業を行った。データの分析作業は常に複数で行

い、データの分析・解釈の生の確保に努めた。 
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【用語の意味】 

日本における中華系の人々を意味するさまざまな言葉があるため、以下の表 1 のように整

理し、一部を本報告書でも使用している。 

 

表 1 

用語 意味 

華僑2 海外で居留している中国の国籍をもつ中国系の人々 

華人 1 受け入れ国の国籍を取得した中国系の人々 

在日華僑華人 1 日本に居留している華僑華人 

 老華僑華人 1972 年の日中国交正常化以前に日本に移住し

た中国系の人々 

 老華僑華人 1972年以降、特に、1978年以降中郷の「改革・

開放」政策後に日本に移住した中国系の人々 

中国帰国者3 中国残留孤児、残留婦人、残留邦人と、その同伴家族、呼び寄せ家

族で、日本に帰国・来日した人の総称 

 残留孤児 1945年 8月 9日時点で 13歳未満であった人 

 残留婦人 1945年 8月 9日時点で 13歳以上であった女性 

 残留邦人 1945年 8月 9日時点で 13歳以上であった男性 

中国残留邦人等4 1.1945 年 8 月 9 日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げること

なく、同年 9 月 2 日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住

していた人で、同日において日本国民として日本に本籍を有して

いた人 

2.1 に該当する人を両親として 1945 年 9 月 3 日以後中国又は樺太

の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた人 

3.1及び 2に準ずる事情にある人 

 

 

３．結果 

 全体で 16名の参加者から研究協力を得ることができた。具体的な人数は以下の通りであ

る。 

 

・支援者：英国 3名、日本 3名 

・当事者：英国 8名、日本 2名 

 

 
2 鍾家新『在日華僑華人の現代社会学 越境者たちのライフ・ヒストリー』ミネルヴァ書房. 2017 年. 

pp.2-3. 
3 張嵐『中国残留孤児の社会学 日本と中国を生きるサン世代のライフストーリー』青弓社. 2011 年. 

p.32. 
4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律 第 2 条. 



 6 

 以下では、英国の支援者・当事者調査(1)、日本の支援者調査(2)、日本の当事者調査(3)

の順に結果を 

 

(1)英国支援者・当事者調査より 

英国での調査責任者（方超、Dr Chao Fang）は現地のリサーチアシスタント（アラステ

ア・コメリー、Mr Alastair Comery）と協力し、11人の研究協力者（支援者 3名、当事者

華人 8名）にインタビューを実施した。 

支援者調査では、3名の調査協力者に対し、在英高齢中華系住民の社会的孤立に対する支

援策と問題点を中心にインタビューを行った。を研究データに取り入れた。3名の支援者は

それぞれの団体に所属し、表 1に示されるように、異なる仕事役割を果たしていることが分

かった。 

 

表 2：支援者（英国）の基本情報 

番号 性別 年齢 勤務先 勤務内容 勤務地 

UKS―001 女性 50 華人向け高齢者

入居施設 

入居施設の管理全般、及び入居者日

常生活を支援 

スウォンジー、

ウェールズ 

UKS―002 男性 28 地方華人協会 ウェールズ全域（都市と農村部）の

高齢者華人に多面な支援を提供 

スウォンジー、

ウェールズ 

UKS―003 男性 53 地方華人コミュ

ニティセンター 

施設管理、及び地域なの高齢者華人

との連絡維持 

ダ ー ビ ー 、  

イングランド 

 

当事者調査は、2021 年の 6 月から 7 月にかけて、英国のイングランドとウェールズ地方

で、およそ 700分程度のインタビューデータを収集した。当事者は男女各 4人で、平均年齢

は 69歳（標準偏差値は 6.3）、そのほとんどは健康であった（表 2）。 

 

表 3：当事者（英国）の基本情報 

番号 性別 年齢 婚姻状況 住居 在英期間 出身 健康状況 地域 

UKO―001 女性 67 結婚 娘と同居 29年 香港 健康 スウォンジー、

ウェールズ 

UKO―002 男性 71 離婚 独居 38年 香港 健康 スウォンジー、

ウェールズ 

UKO―003 女性 73 死別 独居 50年 香港 軽度行動

能力障害 

スウォンジー、

ウェールズ 

UKO―004 男性 57 独身 独居 42年 香港 健康 スウォンジー、

ウェールズ 

UKO―005 女性 63 結婚 夫と同居 45年 香港 健康 ダ ー ビ ー 、  

イングランド 

UKO―006 男性 73 結婚 妻と同居 56年 香港 健康 ダ ー ビ ー 、  

イングランド 
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UKO―007 女性 69 結婚 夫と同居 50年 香港 健康 ダ ー ビ ー 、  

イングランド 

UKO―008 男性 78 別居 独居 57年 香港 健康 ダ ー ビ ー 、  

イングランド 

 

支援者調査、当事者調査で得られたデータを分析した結果、①狭い世界で生きる、②他者

になる、③社会的連帯を求める、④支援策の改善を必要とする、という 4つのカテゴリーが

得られた（図 1）。 

 

 

 

図１：在英華人高齢者の社会的孤立に関するキーテーマ関係図 

 

①狭い世界で生きる 

異国で老後を送るということは、さまざまなチャレンジとリスクに直面するということ

を意味する。老いに伴い、高齢者は従来の人間関係と健康を失い、ますます狭い生活世界に

閉じ込められる可能性が高まる。英国の華人高齢参加者はこのようなユニークな社会的孤

立について報告している。8人の高齢者のうち、6人は家族や華人ネットワーク以外に外部

の世界とほぼ連絡（交渉）を持たずに暮らしていることが明らかになった。 

この現象を引き起こす一番大きな原因は言語の障壁である。現在イギリスに在住する華

人高齢者の多数は元植民地（香港やマレーシアなど）から移住してきた者である。貧困解決

や家族との再開を目標として、若い頃（10代、20代）に母国に離れた人が少なくない。わ

れわれのインタビューで示されたように、これらの華人高齢者は一般的に低い教育歴と英

語力しか持たず、従事する仕事（例えば、中華料理屋）と日常生活の中でネイティブな英国

人と交流したり、英語を勉強したりする機会をあまり持ち合わせていない。多数の高齢者の

英語力は非常に簡単な日常会話程度に止まり、長期にわたって主流の英語圏（白人）社会か

支援策の

改善を必

要とする

狭い世界

で生きる

他者

になる

社会的連

帯を

求める
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らの疎遠、あるいは差別を経験している。それゆえ、必要なサポートを獲得するために、高

齢者は自分の家族や身近な華人コミュニティ（個人を含む）に頼るしかなくなる。 

だが、言語と文化の壁は華人コミュニティの中にも存在する。たくさんの在英華人高齢者

は関東語を話す一方、中華圏文化には多様な方言や慣習、価値観がある。たとえ同じ華人コ

ミュニティに所属しても、言語（例えば、標準語、広東語、客家語）と文化の微妙な違いか

ら、華人高齢者同士の交流と支援において困難が生じる可能性もある。 

華人高齢者の社会的孤立はコロナ禍によってより悪化したケースも少なくない。2020 年

と 2021年の間に、様々なロックダンと社会的規制がイギリス政府によって課せられた。数

週間、ときには数ヵ月にわって家族や友人と会うことができずにいる人もいたし、パンデミ

ックによる入国規制により、強い社会的連帯のある出身地に戻れない人もいた。こうしたこ

とによって、華人高齢者の元々狭い生活世界がさらに狭くなった。 

 

②他者になる 

長い間、社会的に孤立した暮らしを送るなかで、多くの華人高齢者は自分がイギリス社会

において「他者（other）」であるということを実感した。このような「他者」経験は、感情

的な孤独に限らず、自分が主流社会（特に白人）との文化的、言語的また外見的な違いにも

及ぶ。それゆえ、華人高齢者は主観的にも客観的にも孤立を経験しうる。 

半分以上の高齢参加者はインタビューで、「孤独ではない」と語っているが、彼（女）ら

の日常生活は家族と華人コミュニティに限られていることが分かった。言い換えると、地元

の白人またはイギリス社会との交流は非常に限定されているか、欠如していた。ある参加者

はこう語った。 

 

毎日テレビで香港の TVチャンネルを見ているから、イギリスより香港に関するニュースの

方が詳しく知っていると思う。（UKO-003氏） 

 

この以外にも、多くの華人高齢者は様々な社会的支援（例えば、社会福祉サービス）への

アクセスが不足していることが明らかになった。支援者によると、言語の壁や文化の違いな

どの原因で、社会支援を断る高齢者も少なくないそうである。 

 

「他者になる」という経験は、華人高齢者が母国（出身地）との疎遠によってより悪化す

る可能性も懸念されている。長期の海外生活のせいで、母国での人間関係が薄れ、さらなる

社会的孤立に直面する高齢者が少なくない。その結果、英国と母国の両方から孤立するとい

う「二重の孤立（double isolation）」に追い詰められるかもしれない。さらに、英国と母

国の両方から孤立したことで、一部の高齢参加者は自分が一体どちらの文化に所属してい

るのかと、自らのアイデンティティに対して困惑していた。 

社会的孤立は華人高齢者の老後の福祉と介護にも影響を及ぼした。多数の参加者は一般

人（イギリス人）向けの老人ホームに抵抗を示した。その代わりに、子供に親孝行をしても

らうか、自分でなんとかするという選択肢を選んだ参加者は多かった。言語の壁、生活と食

習慣の違いなどが、老後の生活において、孤立または「他者」化を深める主要な要因となっ

ている。それゆえ、多くの高齢者は華人向けの老人ホームをイギリス政府に要望している。 
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③社会的連帯を求める 

社会的孤立に直面する一方、多くの華人高齢者が様々なところで社会的連帯を求めよう

とした。文化や言語の違いを認めつつも、より便利で快適な生活を追求するために、英国社

会に適応しようとする人もいた。例えば、地元の白人ともっと仲良くなりたい、あるいは白

人と交流する機会が少ないと語った高齢者も数名いた。 

ただ、白人社会とのつながりを求めた高齢者と比べ、地元にある華人コミュニティに頼る

人は圧倒的に多かった。高齢者参加者全員が何らかの形で、華人の親戚と友人または華人協

会と関わっていることが分かった。多くの人にとって、華人コミュニティはイギリスでの唯

一なソーシャルネットワークであり、生活のあらゆる面（精神面、言語面、物資面）で頼り

になる存在である。インタビューでは、このような社会的メリットを獲得するために、積極

的に華人コミュニティ施設に訪問したり、華人向けのサービスを利用したりすることが数

多く報告された。 

 

④支援策の改善を必要とする 

在英華人高齢者の社会的孤立に対するサポートが非常に不足していることが明らかにな

った。まず、華人高齢者のニーズが十分に把握されていない。多くの参加者から報告された

ように、華人高齢者は主流イギリス社会と華人コミュニティの両方に対し、有意義な社会的

連帯を求めている。それゆえ、一人一人の生活状況とニーズに従って支援策を提供すること

が重要である。 

また、こうした「人間中心（Person-centered）」のアプローチ（人間の根本なニーズを大

事にしようとする）を展開するため、充分な資金が必要される。しかし、参加者の高齢者と

支援者のいずれもが、政府からの資金提供不足に言及していた。膨大な財形負担を抱え、近

年、英国政府と自治体は華人高齢者向け、または華人団体向けの支援資金を減らす一方であ

る。その結果、華人高齢者が頼りにしていたコミュニティ施設や活動の維持が難しくなり、

さらに彼（女）らの社会的連帯にリスクをもたらす結果になっている。 

くわえて、華人高齢者と華人コミュニティはユニークなチャレンジに直面している。すな

わち、華人コミュニティはイギリス社会において透明な存在になっているということだ。参

加者が訴えたように、他のメジャーなマイノリティ団体（例えば、インド人やムスリム、黒

人）と比べ、華人は人数が少なく、支援策のなかで見落とされがちである。それゆえ、在英

華人高齢者の社会的孤立をサポートするために、マクロな面から社会全体が華人コミュニ

ティの存在とニーズをもっと重視しなければならない。 

最後に、都市圏以外の農村部に住む華人高齢者の社会的孤立を支援する必要がある。都市

圏の在住者と比べ、イギリスの農村地域に点在して暮らす華人高齢者はさらなる困難に直

面するかもしれない。例えば、華人コミュニティと遠く離れ、子供が生活のために就職機会

の多いところに移住するのは、農村部に住む華人高齢者にとっては決して稀なことではな

い。従って、いかに農村部の華人高齢者に対する支援策（特に老後支援）を改善するか、こ

れは我々今後の研究課題になるだろう。 

 

(2)日本支援者調査より 

 ここでは日本で行った支援者調査の結果を概観する。調査協力者は JPS-001氏、JPS-002
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氏、JPS-003氏の 3名である。JPS-001氏は東海地方で在日高齢中華系住民の支援活動を行

っている方である。JPS-002氏は台湾に拠点を持ち、世界中でボランティア活動を行ってい

る団体のメンバーで、主に関東地方でさまざまな支援活動に従事されている。JPS-003氏は

関西地区で多文化共生社会の実現に向けて活動を行う民間の団体が行っている高齢者の介

護事業にたずさわっている方である。3名にはそれぞれ、鷹田・田中・鍾の 3名で、Zoomに

よるインタビューを行った。 

 

表 4．支援者（日本）の基本情報 

番号 性別 所属先 活動内容 主な活動地域 

JPS―001 男性 外国人高齢者支

援プロジェクト 

介護通訳の養成、外国人への介護保

険制度の啓発等 

東海地方 

JPS―002 女性 慈善団体 路上生活者支援、医療・介護通訳、

高齢者ボランティア 

関東地方 

JPS―003 男性 特定非営利活動

法人 

高齢者施設でのケア・マネージャー

業務 

東海地方 

 

①在日高齢中国人の社会的孤立／社会的つながり 

 まずは在日高齢中華系住民の置かれた状況について、特に社会的孤立と社会的つながり

を中心にみていく。3 名の支援者によれば、地域社会で孤立状態にある在日高齢中華系住民

は少なくないようである。例えば JPS-001氏は、主に中国帰国者を念頭に置きつつ、「多分

8割か 9割の人たちが社会から孤立してる(ママ)と思う」と述べている。他の二人の支援者

も、普段の活動を通じて、少なくない在日高齢中華系住民が孤立状態（あるいはそれに近い

状態）にあると語っている。では、こうした在日高齢中華系住民の社会的孤立は何によって

もたらされているのであろうか。この点については、幾つかの要因が挙げられた。 

 大きな要因としては、在日高齢中華系住民の日本語能力の低さがある。例えば 50代から

60 代で日本に来た人たちは、日本語がほとんどできないために、就労で苦労したり、日本

社会に「溶け込めない」（JPS-002 氏）といったりしたことが起こりやすい。家族がいるう

ちはまだよいが、高齢になり、子どもが家を出たり、配偶者が亡くなったりすると、家族と

のつながりも失われてしまう。また、以前は子どもが親の面倒をみるという考え方が中国社

会では一般的だったようであるが、今は「子どもが親孝行してくれるっていう理念はもうな

い」（JPS-002）とのことで、子どもとのつながりが希薄な高齢者も少なくないようである。

また、親の側にも、子どもを心配させたくない、子どもに迷惑をかけたくないとの思いから、

困りごとがあってもなかなか子どもに相談できないという事情もあるという。 

 中華系コミュニティの不在も大きい。中華系住民が集住する地域や団地では、高齢者が朝

公園に集まって団らんしたり、踊りを踊ったりといったように、つながりができることもあ

るようだが、JPS-002 氏が述べるように、そうした中華系コミュニティはそれほど多くはな

いようだ。 

 では、在日高齢中華系住民の社会的つながりはどうだろうか。例えば JPS-001氏は、中華

系住民と一口に言ってもいくつかの類型に分かれるとしたうえで、華僑は日本社会で「うま

くいっている」と述べる。つまり、「日本社会プラス華僑社会」とのつながりがある華僑の
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人たちは孤立するケースが少ないということである。また、先に述べたように、中華系住民

が多く集まるところでは、そうした住民同士の緩やかなつながりが生まれやすいようだ。ま

た、家族が連れてきた子どもの面倒をお年寄りがみるなど、世代間交流が生まれているとこ

ろもあるという。 

 しかし、日本社会（日本人）とのつながりはそれほど強くないようだ。地域では高齢者向

けのイベントがいろいろと行われているが、基本的にその大半は日本人向けのイベントで

あり、中華系住民にとっては参加のハードルが高い。そもそも地域コミュニティとのつなが

りが希薄であるために、そうしたイベントの情報がなかなか回ってこない。JPS-001氏によ

れば、在日高齢中華系住民の「9割強」はこうしたイベントには参加していないのではない

かという。 

 

②在日高齢中華系住民の抱える問題をもたらしているもの 

 在日高齢中華系住民は社会的孤立だけでなく、他にもさまざまな問題を抱えている。特に

医療や介護、葬儀など、エンド・オブ・ライフに関わる問題は深刻である。病気や障害、加

齢に伴う困難を抱えているにも関わらず、十分な医療や介護サービスを受けられないでい

る在日高齢中華系住民も少なくないようだ。こうした問題はさまざまな要因によってもた

らされている。 

 ひとつは言葉の問題である。繰り返し述べているように、在日高齢中華系住民の中には日

本語能力がそれほど高くない者が少なくない。こうした日本語能力の問題は、情報の取得や

書類の読解、医療者や介護スタッフとのやり取りにおいて大きな障壁となる。加えて識字の

問題もある。JPS-001氏によれば、学校教育が受けられず、「読み書きができない」層が、中

国帰国者の一世と二世に一定数いるという。さらには、日本の介護保険制度に対する知識不

足もあるという。 

来日時に日本人から受けた差別的対応が「トラウマ」となり、また「ばかにされたらとい

うことが先走って」話せなくなる人もいるし、若いときはいろいろな問題があっても、「体

力気力があって何とか乗り越え」てきた人も、高齢になり、体力気力が低下すると、なかな

か問題に対処するのが難しくなるという点もある。 

 制度面や行政側の問題もある。在日高齢中華系住民の医療通訳や介護通訳を行う JPS-001

氏は、当初、申請書類の「煩雑さと専門用語の多さ」に驚いたという。また、医療・介護通

訳事業を展開する中でもどかしさや「悔しさ」感じたことも少ないないという。例えば JPS-

001氏によれば、介護通訳の養成を行っているが、介護サービスのメニューのなかに言語サ

ービスが入っていないため、ニーズがあっても、金銭的な部分がネックになかなか利用に結

びつかないという。こうした点も含め、現行の介護保険制度は「全く外国人に配慮されてい

ない制度になっている」と JPS-001氏は述べている。 

 そのことに関連するかもしれないが、日本人の高齢者に比べ、在日高齢中華系住民（を含

む在日高齢外国人）の数が相対的に少ないという事情もあり、行政や介護関連施設における

高齢外国人への理解不足といった問題も指摘されている。こうした認識・理解不足のために、

高齢外国人に対する「合理的配慮」がなされないといったことが生じる。さらには、日本社

会に高齢の外国人が数多く暮らしているという事実が「全く認識されていない」という現状

も指摘されている。JPS-001氏は在日高齢中華系住民の支援活動のなかで、行政や地域包括
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支援センターと関わることも多いが、そこで「そんな問題あるの？」と逆に聞かれることさ

えあるという。こうしたことからも、在日高齢中華系住民を含む在日高齢外国人が、いわば

＜見えない存在＞とされ、支援の網の目から零れ落ちている現状が窺い知れる。 

 

③在日高齢中華系住民の支援の実態 

 では、在日高齢中華系住民に対してはどのような支援が行われているのだろうか。ここで

はわれわれがインタビューを行った 3名の支援者の活動を概観する。 

 JPS-001氏は民間の助成を受けて、在日高齢中華系住民を支援するプロジェクトを実施し

てきた。活動の柱は三つある。ひとつめが、中国語に特化した介護通訳の養成とボランティ

アの派遣である。先述したように、在日高齢中華系住民の中には日本語能力の問題で、医療

や介護サービスが満足に受けられない者が少なくないことから、「まず言葉の壁は何とかし

ないといかんということで」始まった取り組みである。ふたつめが、介護保険制度の周知で

ある。「みんな知らないから利用ができない」ということで、介護保険制度のことを知って

もらうための活動を行っている。三つめが社会に対する啓発である。これも先に確認したよ

うに、在日高齢中華系住民の存在が社会全体に知られておらず、それが支援の不足ないしは

欠如の原因になっていることから、在日高齢中華系住民の置かれた実情や彼／彼女らが抱

える問題を日本社会に知ってもらうための情報発信を行っている。 

 続いて JPS-002氏の支援活動をみていく。JPS-002氏は台湾に本部がある慈善団体に所属

する支援者である。この団体は医療や教育分野などでさまざまな慈善事業を行っている。具

体的には、炊き出しや路上生活者の支援、地域の清掃などであり、その対象は在日外国人に

限定されないが、支援の対象者には中華系住民も含まれていて、医療・介護場面での通訳は

そのひとつである。在日高齢中華系住民がこの団体につながる経路としては、大きく二つあ

るという。ひとつは当事者が直接連絡してくるか周囲の人から支援要請がくるケースで、も

うひとつは大使館を通じて連絡がくるケースである。 

 最後に JPS-003氏であるが、JPS-003氏は外国にルーツを持つ子どもの学習支援や、大人

の日本語教育などを行っている特定非営利活動法人内にある高齢者支援部門でケア・マネ

ジャーをしている。日本人の利用者もいるが、ベトナム、韓国、中国など、外国人の利用者

も多い。約半数が外国にルーツを持つスタッフで、母国語で対応してもらえることから、遠

方からの利用もあるという。ケアマネという職種柄、地元の地域包括支援センターと連携す

る場面も多く、利用者の自宅に包括のスタッフと一緒に訪問し、通訳をすることもあるとい

う。JPS-003氏が所属する団体では、定期的に在日高齢外国人の実態・ニーズ調査も実施し

ており、その結果をデイサービスにつなげるなどの活動も行われている。 

 

④在日高齢中国人の支援の充実に向けた今後の課題 

 では、在日高齢中華系住民を含む在日高齢外国人の社会的孤立を解消していくために、支

援者は今後どのような取り組みが必要だと考えているのであろうか。 

 まず第一に、実態の解明・把握とそれに基づく問題の認識である。JPS-001氏は、これだ

け在日高齢外国人が増え、また、今後もその数が増加することが予測されるなか、日本社会

はまず、その事実に目を向けていく必要があると述べる。JPS-001氏が述べるように、外国

人労働者は「いつまでも若くはない」。しかし、繰り返すように、そのことはこれまで「全
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く視野にいれられてなかった」。そうであれば、まずはこの在日高齢外国人の増加とそれに

伴う社会的孤立の深まりという「多文化共生社会の先にある現実」を認識することから始め

る必要があると JPS-001氏は指摘している。 

 そのうえで、実態やニーズを踏まえたさまざまな施策がなされる必要があることも明ら

かになった。医療・介護通訳の育成や、それを支える法的、財政的基盤の整備は重要な課題

である。現在は、JPS-001氏が行っているプロジェクトを含め、民間の団体やボランティア

組織などがこうした活動において重要な役割を担っているわけであるが、財源的な部分で

活動を「持続的」に行っていくことは難しいという。そのため、在日高齢外国人の支援を安

定的かつ持続的に行っていくためには、国や自治体の活動の中に組み入れて「制度化」して

いくことが必要であると述べられている。 

 在日高齢外国人の支援においては、当事者の文化的特性や慣習に配慮した関わりが重要

となるが、こうした文化の違いが、地域住民との交流において、ときに軋轢をもたらすこと

もあるため、日本人と外国人が相互の文化・歴史・慣習を理解し合うことが、双方の交流を

活性化し、社会的孤立の解消につながるという点も、今後の課題として提示された。 

  

(3)日本当事者調査より 

 当事者として、2 名の在日中華系住民の方にお話を伺うことができた。インタビューは

2021年 11月 17日、および、12月 17日に、田中、鍾の二人で実施した。今回調査した 2人

の当事者(JPO-001氏と JPO-002氏)とも中国残留邦人の配偶者であった。当事者 2人に、主

に次の 4点について尋ねた。 

 

1．来日前後で実感した課題や壁、および、それらへの対処、 

2．社会および家族の間でのコミュニケーション 

3．生き方や信条 

4．必要な生活支援策 

 

表 5．当事者（日本）の基本情報 

 性別 年齢 居住地域 来日時期 来日理由 同居の家族形態 

JPO-001 男性 80代 東海地方 1980 年 代

後半 

中国残留邦

人の配偶者 

本人と妻の二人 

JPO-002 男性 80代 東海地方 1990 年 代

後半 

中国残留邦

人の配偶者 

本人(妻と死別) 

 

①どのような壁を感じたか？どのように壁を克服したのか？ 

 JPO-001氏は、来日する前に中国で、そして、来日後は日本で、それぞれ象徴的な出来事

を通じて、人の壁、日本語の壁といった課題や壁を感じていた。 

 中国において感じた人の壁について、JPO-001氏の語りからは、中国のために貢献できな

いと周囲に思われた、という点が抽出された。JPO-001氏は、大学卒業後、就職し、結婚し

て子どもが産まれた後、初めて、妻が日本人であることがわかった。それまで職場で順調に

出世していたが、昇進できなくなった。その後、「一生懸命に中国のためにやりたい」と考
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え、「科学が進んだ」日本で学ぼうと日本での研修制度に申請したが却下された。その理由

は、結局最終的には日本に帰るから、というものであった。これが来日を決める契機となっ

たという。実は来日の数年前、妻が養母と共に子どもを連れて日本に一時的に居住したが、

この時も JPO-001 氏は来日しなかった。「日本へ来るとまた信用なくなるんで、こっちで、

中国で一生懸命頑張ろうと。だから、日本にあちこちするとまた信用なくなる。未練があっ

て中国のために何と頑張ろうと思った。」ためであった。 

次に、日本語の壁については、日本語の勉強を 1年ほどしたものの、話せるようにはなら

なかったという点が指摘された。前述の研修制度に申請するには日本語の試験を受けなけ

ればならず、来日前に、日本語の勉強を 1年ほど、「あかさたなはまやらわから 50音の覚え

から始まりました」という。しかし、日本語を話せるようにはならなかった。 

 JPO-001氏に対し、65歳に日本に来た JPO-002氏は、一緒に来日した子どもと孫の世話が

あり、新しい言語を覚える難しさもあるので、日本語をほぼ話せない状態で生活を送ってい

る。日本語がわからないことで病院への受診や買い物などは通訳を予約しないといけない

が、それでもなるべく人に頼らず、自立に生活するように努力しているようにしている。通

訳を予約する場合には、通訳の都合に合わせなければならないので、歯科や眼科など、長く

通っている病院に行く場合は、通訳なしで受診するようになっている。「仕事上の関係だけ

ではなく、気持ちの上でつながりができました」と言って、言葉が通じなくても、互い

に理解できる側面があると JPO-002氏は感じている。通院歴が長いので、言葉がわから

なくても医師との意思疎通ができるので、人と人との信頼関係で言葉の壁を乗り越えた

と JPO-002氏は示唆している。 

一方、日本において感じた「人の壁」について、JPO-001氏の語りからは、日本語がわか

らない状況で、また、日本語の理解能力とは別のところで感じていたことが示された。ひと

つは、日本語がまだよくわからない状況で、来日して就職した会社で周囲の日本人にわから

ない日本語の読み方や意味を尋ねたところ、自分で調べるよう怒る人がいたということで

あった。二つ目は、日本人と中国出身者を区別する取り計らいに対して差別であると感じた

ということであった。日本人は相手の収入や生活ぶりを明確には理解していないのにもか

かわらず、自分たちよりも厳しい状況だろうと考えて配慮しているつもりでも、相手は逆に

「差別されている」ととらえることがある。 

 

私も 1人の人間なんで、顔があるんで、私も 3,000円ですよ。私、仕事もあるんで。あれ名

義的には中国人を面倒見るつもりだ。実際はこれ差別だと私は思った。（JPO-002氏） 

  

次に、日本で感じた「日本語の壁」について、JPO-001氏の語りから、日本語が話せない

という状況を受け止めつつ、幼少時の両親の教えに基づく勉強への意欲で乗り越えてきた

ことが見て取れた。JPO-001氏は、来日後、3ヶ月間、日本語を学んだが、日本語ができる

というようには思えなかったという。さらに 1 ヶ月間、仕事を探しながら日本語を勉強し

た。仕事が決まった後、勤務先で日本語を習得するために、周囲の日本人を先生と考え、粘

り強く、そして、「人の壁」も日本語を勉強する意欲の源と考えて勉強を続けてきた。 

その背景には、自身の子ども時代、両親から、「(中略)自分が苦しんでいるのは知識がな

いからみんなに嫌がられたりいじめられたりするんで、おまえも頑張らなきゃ駄目だと」と
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諭され、小さい頃から勉強しなければ駄目だと考えていたことがあった。以下は、具体的な

語りである。 

 

自分ができないこと、分からないことができる人が皆、私の先生だと思ったんです。だから、

日本語できんから、日本語を話せる日本人は全部周りが先生に見えたんです。一生懸命に勉

強するんで、昼ご飯、お弁当食べるんですよ。中国人はね、ああいうお弁当好きじゃないけ

ど、食べながらも日本語を勉強する、テレビ見ながら。分からん言葉だったら、周りの日本

人に聞くなど。ほんで、これ何と読みますか。意味を調べる。日本人の中でも今考えると親

切な人もおる。自分でやれと、自分で調べやと言われた、怒って。だから、向こうでも忙し

いのに何できみの…。家に帰って考え、刺激を受けて、そうか。だから、自分が日本語がで

きないから言われたんで、自分なりに勉強しなきゃ駄目だと思ったの。もっと勉強する意欲

が湧いてきた。（JPO－001氏） 

 

上記の状況に対して、JPO-002氏は週２、３回、「帰国者センター(中国帰国者支援・交流

センター)」へ通い、日本語を勉強したり、絵を描く練習をしたりしている。帰国者センタ

ーを「孤児の家」と話した JPO-002氏は、生活や勉強など、日常生活に分からないことや困

っていることがあれば、全て帰国者センターの方と相談することで、人の壁はあまり感じて

いなかったと語った。 

 

②来日後のコミュニケーション 

 JPO-001氏の語りから、来日後、日本の社会においては主に通訳等のボランティア活動に

よって、また、家族間については、オンライン・ビデオシステムを活用することによって、

交流を図ってきたことがわかった。 

日本では、自分と同じような背景で来日した中国残留邦人やその家族ら、そして、台湾人

らと日本社会を結ぶサポートをボランティアで行っていた。例えば、台湾人のケースでは、

けがをした台湾人が医療機関を受診する際、医療機関で通訳をしたという。また、中国残留

邦人やその家族の中には来日した後、日本語を学ぶための日本語学校がどこにあるかわか

らない人たちもいたことから、JPO-001氏は彼らを日本語学校に案内して、お昼ご飯をごち

そうするなどしたという。そのようなサポートをすることは「当たり前と思った」と語る。 

JPO-001氏は、中国残留邦人やその家族らのサポートだけでなく、日本の公的機関を支え

るボランティア活動も行っていた。警察官の臨場現場に同席して、中国人同士のいさかいの

内容を通訳したり、自治体で生活保護申請をする際に、通訳や手続きのサポートをしたりし

たという。JPO-001さんの語りから、日本社会でコミュニケーションを図りながら暮らす中

で、日本に来てよかったと感じた理由が「…なぜなのかというと、中国のことも分かったし、

日本のことも分かったから。」ということが示された。また、ボランティア活動を通して、

「…ボランティアやるとね、何となく私も分からんけど、心に余裕が出る。充実感がある。

あー、私も人間のために役立つんだなと。…」と感じていることもわかった。 

 一方、JPO-002氏は帰国者センターを通じて他の中国残留邦人やその家族らと交流してい

る。来日して最初の頃は家族全員一緒に住んでおり、日常生活のサポートは息子とその嫁に

頼ったりしていた。その後、息子家族が就職して別々に住むことになり、生活面のサポート
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は政府が指定する生活指導を担当する人に頼っていた。また、昔は同じ団地に住んでいる同

じく中国残留邦人やその家族らと交流していたが、JPO-002氏が他の団地に引っ越ししたこ

とで疎遠となったが、同じ団地にも中国残留邦人やその家族らやその二世が住んでいるの

で、少し交流があると述べている。 

 家族とのコミュニケーションについては、JPO-001氏は、海外に住んでいる娘や孫とはソ

ーシャルネットワークサービス(SNS)を使い、文字だけでなく SNSのビデオシステムを使っ

て連絡を取り合っているという。また、中国に暮らすきょうだいや日本国内にいるきょうだ

いらとも、コロナ禍以前は対面で会っていたが、現在は、SNSや電話等で交流していること

が示された。JPO-002氏に関しては、息子家族が近くに住んでいることで、日常的に交流し

ていると話した。 

このように、ボランティア活動に積極的に関り、さまざまな手段を用いてコミュニケーシ

ョンを図っていることを通じて、JPO-001氏の語りからは、孤立しているとか、孤独である

という実感は見て取れなかった。地域でコミュニケーションが遮断されていると感じるか、

という質問に対し、ないと回答しているためである。さらに、孤立した状況を作るのは自分

であると考え、若い世代とも積極的に会話することを心掛けているということが示された。

JPO-002 氏も同様に、帰国者センターに定期的に通うことで、日本語や絵の勉強を通じて、

他の中国残留邦人やその家族らとのコミュニケーションを図った。配偶者と死別して 1 人

暮らしをしているが、「自分で自分の体に気をつけて、自分の面倒を自分で見ることは子ど

もや友達に対して 1番のお返しだ」と述べている。 

 

③生き方・信条 

 JPO-001氏の語りから、主に、生涯勉強すること、他の人に迷惑をかけないこと、他の人

の立場に立って物事を考えること、がこれまでの自身の生き方・信条として浮かび上がった。 

 

勉強というのはものすごく面白い」「毎日するのが勉強ですね」「どこでも勉強ですよね」「ど

んどん本見たり新聞見たりして、新しいものを頭ん中で(ママ)入れないといけない。新陳代

謝だね、勉強も。 

 

頭使えば使うほど賢くなる。ぼける(ママ)時間があるん(ママ)だったら勉強したほうがい

いと。ある意味では悩む人があるでしょう。悩む暇があったら、何をするか考えたほうが気

楽でしょ。悩んで何の問題も解決してないけど。今から何をすればいいかなと考えると、何

とか悩みがなくなる。だから、ほとんどの人は自分の生活を積極にアクティブな考え方がな

いと困るね。 

 

私、今の目的は、死ぬ前、別の人に、家族でも周りの人に迷惑かけない。 

 

何でもかんでも自分のためじゃなくて、困った人の立場に立ってものを考えれば、自分も気

分がいい、気楽だし。 

 

だから、人間というのは役に立つために生きるのは最低の条件だと私は思ってる(ママ)。 
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これに対し、JPO-002 氏も同様に、自分のことをしっかりすることは世のためであるとの

信条を口にしている。具体的には「利己利人」という言葉をあげて、「自分のためになるこ

とは人のためになる」と言い、政府や、子どもや、親族からできるだけ世話を受けないよう

にすることは自分ができる恩返しだと言っている。 

 

④どのような支援策が必要か 

最後に、中国残留邦人やその家族らが日本で暮らすことに対し、国や地方自治体にどのよ

うな支援策を講じてほしいかを尋ねたところ、日本語の勉強のために座談会や演説会、クイ

ズ形式の企画などをしてはどうか、という提案がなされた。中国残留邦人やその家族らは、

日本国内のさまざまな地域に暮らしている。このため、JPO-001氏は、東京やその他の地域

でそのような座談会や演説会に参加する機会があれば、中国残留邦人やその家族らは「こう

いうふうに生活したとか、何を欲しいとか」といった話を日本語で行うことができるのでは

ないかと考えているという。 

これに対して、JPO-002氏は、支援策に対しては不満がなく、中国残留邦人とその家族に

対する援助について感謝の意を述べている一方、支援するお金をもっと効率的に使うべき

だと話していた。例えば、中国残留邦人らをより集中的に住ませることで中国残留邦人同士

の交流を簡単にできるようにすることや、通訳者をもっと効率に利用できるようにするべ

きだと語っている。 

 

４．考察 

(1)日英における高齢中華系住民の社会的孤立 

 データ分析から、日英の在留高齢中華系住民の社会的孤立に関して、やや異なる状況があ

ることが浮かび上がった。英国においては、社会的孤立に直面していると感じている当事者

は少なかった。その大きな理由は、家族・親族、ならびに華僑コミュニティとのつながりが

保たれているということが関係していよう。なかでも華僑コミュニティの果たす役割は大

きいと考えられる。移民の受け入れにおいて古い歴史を持つ英国では、早くから中国人組織

の設立・運営が進められてきた。そのなかでも、Chinese Community Center は「中国系移

民の日常生活と最も関わりの深い」組織である（山本 2005）。Chinese Community Centerの

中には、福祉サービスを提供しているところもあるが、それらを利用していなくても、さま

ざまなクラスへの参加や日常の集まりなど、高齢中華系住民にとってセンターは「困ったこ

とがあったら援助を求められる場所」（ibid. 90）として機能している。ただし、本研究で

明らかになったように、在英高齢中華系住民の社会的つながりは、同じ中華系住民とのもの

に限定されているケースが多く、地元の（白人をマジョリティとする）地域社会とのつなが

りは決して緊密なものではないようだ。職場や職業を通じて中華系住民以外の住民との関

係が形成・維持されるケースもあるが、それらは限定的なものにとどまる。 

 そうしたことに関連するが、在英高齢中華系住民は「孤独感（loneliness）」を抱く場面

は少ないのかもしれないが、英国社会のなかで「よそ者感（otherness）」を感じている可能

性も示唆された。こうしたよそ者感覚は、疎外感へとつながり、それが社会的孤立をもたら

す契機となるかもしれない。 
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他方、在日高齢中華系住民については、社会的孤立が広がっている状況が示唆された。た

だし、同じ中華系住民でも、華僑は、華僑ネットワークに加え、日本人（コミュニティ）と

のつながりを持っているのに対し、中国帰国者やそれ以外の中華系住民は、地域社会に居場

所を見出せず、社会的に孤立した状況に置かれている者が少なくないようであった。そこに

は言葉の問題ももちろん大きく関係しているが、来日時に日本社会から受け入れられなか

ったという体験がトラウマとなり、その後の社会参加を阻む障壁になっているという面も

ある。もちろん本研究の協力者のように、努力を重ねてさまざまな壁を乗り越えようとする

中華系住民もいるが、やはり、こうした社会的孤立は、在日高齢中華系住民のエンド・オブ・

ライフを考えたときに大きな問題となることが考えられる。本研究でも明らかになったよ

うに、言語的な問題を抱える高齢中華系住民は、医療・介護サービスへのアクセスにおいて

不利な立場に置かれるだけでなく、地域社会との交流が少ないために、地元の有益な医療資

源に関する情報もなかなか得られないといった事態を招くからだ。中国帰国者 9 名を対象

にインタビュー調査を行った森田も同様の問題を指摘しているが（森田 2018）、社会的孤立

の先にある孤立死も見据えつつ、社会的つながりをどのように創出していくのかを検討す

る必要がある。 

最後に、先に述べたように、高齢中華系住民は華人コミュニティに頼れている限りにおい

て、自分は孤立していないと考える傾向にあった。多くの参加者は現在の生活状況に満足し

ていると語っている。これは予想外の発見であったが、華人高齢者の生活経験を研究者の主

観的な考えから判断してはいけないという重要性も示した。したがって、高齢者の立場から

彼（女）らのニーズを理解することが必要になる。インタビューに示されたように、華人コ

ミュニティをサポートし、高齢者に対する社会的資源を提供するという課題に注目する必

要がある。そのうちに、高齢者が一番関心を持つことは、いかに社会的連帯を確保し、老後

生活を保障するということである。 

 

(2)社会的孤立の支援に向けて 

 この問題を考えるうえで、本研究で得られた結果は示唆に富むものである。本研究の調査

協力者のように、在英高齢中華系住民の支援を行っている団体・組織は既に存在するが、そ

の数は十分なものではない。両国の調査で明らかになったように、民間やボランティアベー

スの組織は、財政的な基盤の脆弱さという課題を抱えており、そうした面でのサポートは不

可欠である。さらには、国や自治体が、この問題に本腰を据えて取り組むことがきわめて重

要である。そのためには、これまでいわば「見えない存在」とされてきた在留高齢中華系住

民を含む在留高齢外国人の実態やニーズの調査を行い、その存在を可視化することから始

めなければならない。 

 そのうえで、具体的な支援策を講じていく必要があるが、その際重要になるのが、文化や

慣習の違いへの配慮である。例えば、日本の支援者調査のなかで明らかになったように、介

護通訳や医療通訳は、ただ言葉ができるというだけでは不十分であり、介護保険制度や医療

システムの知識はもちろん、高齢外国人が慣れ親しんできた文化や慣習をある程度理解し

ていなければならない。さらに、中華系高齢者という特定の集団を対象にした公的支援策だ

けでなく、本調査で得られた知見から、中華系高齢者個人それぞれの人生経験や信条を大切

にした、公的・民間さまざまな側面からのサポートも求められる。 
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 また、社会的孤立の問題は、在留高齢中華系住民のアイデンティティとも深く関わってい

る。アイデンティティは、集団への帰属とそこでのメンバーシップの付与を通じて獲得され

る側面がある。しかし、移住先の国で地域社会に居場所を見出せず、同郷の他者とのつなが

りさえも希薄になると、アイデンティティ感覚を維持していくことは困難となり、「存在論

的な不安（ontrogical insecurity）」（Giddens 1991）に直面することになる。在英高齢中

華系住民への支援は、こうした精神面、あるいは実存的なレベルでの安心感を付与し、尊厳

と誇りを持って老いを重ねていくこと、そして誰かにとって意味ある存在として死んでい

く（Elias 1982＝1990）ことを可能にするという意味でも重要である。 

 なお、本研究は、COVID-19 パンデミックのさなかで行われた。支援団体の多くが、中華

系高齢者をはじめ、外国にルーツを持つ人たちへの支援方法の変更や支援の量の削減など

を迫られた。結果から、さまざまな制限のある中で、知恵を絞り、できる限りの支援策を模

索してきた現状が見てとれた。しかし、世界において COVID-19 の罹患(確認)者が約 4 億 8

千万人、死者は 612万人に達し(Johns Hopkins University & Medicine)、次々と変異株が

確認されるなど、このパンデミックは災害級の事態となった。哲学者のナオミ・ザックは、

「災害は社会的不平等を増大させる」と指摘している(ザック 2020)。つまり、潜在的・顕

在的に存在していた社会的問題や課題がパンデミックで浮き彫りになる、あるいは、より際

立つということであり、問題や課題の当事者である、社会的に弱い立場に置かれている人た

ちにより多大な影響が及ぶということである。今回の在留高齢中華系住民への調査からは、

このパンデミックにおいて、社会距離拡大戦略(social distancing)によって家族や友人な

どとの対面での交流が難しくなったという課題が指摘されたが、オンライン・ビデオシステ

ムを使用するなどの対処が行われていた。しかし、パンデミックはすでに 2年以上に及び、

今後も収束まで時間がかかることが予想される。精神的な影響も既に指摘されており(OECD, 

2021)、今後、さまざまな分野の課題や問題が明らかになるであろう。中長期的な視点から

多様で具体的な支援が、民間や個人レベルの支援にとどまらず、国レベルでも求められる。 

 

５．まとめ 

 本研究では、日英の在留高齢中華系住民の社会的孤立について、支援者と当事者の両面か

ら検討してきた。家族や親族、中華系コミュニティとのつながりを維持しながら、移住先の

国で暮らす高齢者がいる一方、関係・交流はごく限られた家族に限定され、地域社会のなか

で孤立した状態にある高齢中華系住民が多く存在する可能性が示唆された。また、そうした

社会的孤立状態にある在英高齢中華系住民を支援していくために今後求められる対策につ

いても、重要なヒントを得ることができた。在留外国人の高齢化、孤立化は、程度の差こそ

あれ、先進諸国が共通して直面する社会的課題である。今後は本研究で明らかになったこと

を踏まえ、より範囲を広げて引き続きこの問題に取り組んでいきたい。 

 

 

文献 

Age UK (2019) Later Life in the United Kingdom 2019. Available at:  

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/reports-and-

publications/later_life_uk_factsheet.pdf 

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/reports-and-publications/later_life_uk_factsheet.pdf
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/reports-and-publications/later_life_uk_factsheet.pdf


 20 

Elias, N.（1982）Uber die Einsamkeit der Sterbenden. Suhrkamp.（＝1990 中井実訳『死

にゆく者の孤独』法政大学出版局） 

Giddens, A.（1991）Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern 

Age. Stanford: Stanford University Press. 

Johns Hopkins University & Medicine. COVID-19 Dashboard. As of 28 March 2022. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

OECD. A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic 

Costs of Mental Ill-Health. 2021. https://www.oecd.org/health/a-new-

benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm 

森田深雪（2018）「中国帰国者とその家族の医療・介護をめぐる経験への考察」『安田女子大

学紀要』46: 259-268. 

鍾家新（2017）『在日華僑華人の現代社会学 越境者たちのライフ・ヒストリー』ミネルヴ

ァ書房 

多賀幹子（2021）『孤独は社会問題－孤独対策先進国イギリスの取り組み』光文社新書 

山本須美子（2005）「イギリスにおける中国系移民のエスニシティー－第一世代・第二世代

における人間関係構築の比較から」『東洋大学社会学部紀要』42(2): 81-99. 

山崎久美子・逸見功（2017）「孤独死研究の動向と今後の課題」『日本保健医療行動科学会雑

誌』32(1): 66-73. 

ナオミ・ザック（2020）『災害の倫理 災害時の自助・共助・公助を考える』高橋隆雄監訳. 

勁草書房 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

