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はじめにはじめにはじめにはじめに    

近年、韓国は日本を上回るスピードで「高齢社会」に進んでいる。平成 20年７月からは

老人長期療養保険制度がスタートし、福祉に対する関心度が高まっている。 

それにともない、韓国でも日本と同様に高齢者や障害者を含むすべての人々がいきいき

と生活できる福祉のまちづくりを実現するために、街や公共空間のバリアフリー化などの

ハード面整備のみならず、自立し生きがいをもって生活するための個別支援・生活支援も

必要となるであろう。そのためには車椅子、ベッドに代表されるような福祉器具・用具の

充実と普及も必要となるであろう。 

 

第第第第１章１章１章１章    調査事業の概要調査事業の概要調査事業の概要調査事業の概要    

１－１１－１１－１１－１    本本本本調査事業の目的調査事業の目的調査事業の目的調査事業の目的    

私たち NPO 法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター（以下、AABC と称す）は、ア

ジアのなかでも高齢化先進国といえる日本にあって、近年、アジア（特に韓国）から、日

本の福祉制度、福祉施設・用具等を理解するための視察を積極的に受け入れ、その実態調

査、視察コーディネート、福祉専門の通訳者育成・派遣等の事業を行っている。 

今回実施した調査では、近年特に関心の高くなっている日本の福祉用具にフォーカスし、

韓国国民の関心度、自国内への導入時のニーズ・課題を明確にしたい。 

 

１－２１－２１－２１－２    本本本本調査事業の活用調査事業の活用調査事業の活用調査事業の活用    

本調査事業において、福祉用具を実際に利用している韓国施設従事者等の方にアンケー

トを実施し、福祉用具に対するニーズや意見を明らかにする。 

その集計・分析結果を明らかにすることで、日本の福祉用具関連団体・企業等が福祉用

具の改良・開発、アジアに向けた福祉用具のマーケティング、市場開拓等に有効に活用し

ていただきたい。 

 

第第第第２章２章２章２章    福祉用具に関する関心度分析福祉用具に関する関心度分析福祉用具に関する関心度分析福祉用具に関する関心度分析    

２－１２－１２－１２－１    実態調査の概況実態調査の概況実態調査の概況実態調査の概況    

福岡市内にある福岡市介護実習普及センター（ふくふくプラザ）へ視察に来ている外国

人約 400 名、ならびに、AABC が韓国光州市にて共催した「第二回 国際老人病院協議会セ

ミナー」参加者約 100 名に対し、調査票を配布・回収する方法を取った。 



なお、日本・韓国の両国で調査をおこなったのは日本の福祉機器に触れる機会を持った

方（福岡市での調査）とそうでない方（光州市での調査）との間で有意な差が見られるか

検証するためである。 

 

（１）日本国内における福祉用具に関するニーズ調査

・調査対象者：  福岡市介護実習普及センター（ふくふくプラザ）

・調査方法：   調査票への記入形式

・回収数：    201 件(回収率：

・調査期間：   平成 20 年

回答者数回答者数回答者数回答者数    
日本におけるニーズ調査日本におけるニーズ調査日本におけるニーズ調査日本におけるニーズ調査

男性 女性 構成比率（％）

20 代 44 87 

30 代 4 4 

40 代 2 25 

50 代 3 30 

60 代以上 1 1 

小計 54 名 147名 

 

（２）韓国国内における福祉用具に関するニーズ調査

・調査対象者：  第二回 

・調査方法：   調査票への記入形式

・回収数：    53 枚(回収

・調査期間：   平成 20 年

回答者数回答者数回答者数回答者数    
韓国におけるニーズ調査韓国におけるニーズ調査韓国におけるニーズ調査韓国におけるニーズ調査

男性 女性 構成比率（％）

20 代 1 3 

30 代 3 12 

40 代 8 13 

50 代 4 6 

60 代以上 3 0 

小計 19 名 34 名 

 

 

 

 

なお、日本・韓国の両国で調査をおこなったのは日本の福祉機器に触れる機会を持った

方（福岡市での調査）とそうでない方（光州市での調査）との間で有意な差が見られるか

（１）日本国内における福祉用具に関するニーズ調査 

福岡市介護実習普及センター（ふくふくプラザ）視察者

調査票への記入形式 

回収率：50.2％) 

年 10 月 1日～平成 21年 3月 31日 

日本におけるニーズ調査日本におけるニーズ調査日本におけるニーズ調査日本におけるニーズ調査    

構成比率（％） 

65% 

4% 

13% 

16% 

1% 

- 

韓国国内における福祉用具に関するニーズ調査 

 国際老人病院協議会セミナー参加者 

調査票への記入形式 

回収率：53％) 

年 11月 28日 

韓国におけるニーズ調査韓国におけるニーズ調査韓国におけるニーズ調査韓国におけるニーズ調査    

構成比率（％） 

8% 

28% 

40% 

19% 

6% 

- 
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なお、日本・韓国の両国で調査をおこなったのは日本の福祉機器に触れる機会を持った
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２－２２－２２－２２－２    調査の内容調査の内容調査の内容調査の内容    

・日本の福祉用具への関心 

・日本の福祉用具の購入経験

・今後日本の福祉用具の購入意向

・興味のある福祉用具の種類（複数回答可）

 

等をお聞きすることで、福祉用具に対するニーズを把握し、韓国の関心度、自国内に導

入する際の課題を明確にする。

 

２－３２－３２－３２－３    調査の調査の調査の調査の結果結果結果結果    

福岡市介護実習普及センター（ふくふくプラザ）に訪れた海外からの視察者を対象とし

た調査結果「日本調査と記す」、

ミナー参加者を対象として調査結果「韓国調査と記す」を比較表記する。以下、

ごとに考察コメントを記す。

 

①福祉用具への興味 

9 割前後の方が福祉用具に興味を持っていると回答しており、関心の高さがうかがわれる。

また、日本調査にて「興味がない」との回答が

った結果であった。 

 

 

日本の福祉用具に興味ありますか？日本の福祉用具に興味ありますか？日本の福祉用具に興味ありますか？日本の福祉用具に興味ありますか？図１図１図１図１

 

の購入経験 

の購入意向 

・興味のある福祉用具の種類（複数回答可） 

等をお聞きすることで、福祉用具に対するニーズを把握し、韓国の関心度、自国内に導

入する際の課題を明確にする。 

福岡市介護実習普及センター（ふくふくプラザ）に訪れた海外からの視察者を対象とし

た調査結果「日本調査と記す」、ならびに AABC が韓国光州市第二回国際老人病院協議会セ

者を対象として調査結果「韓国調査と記す」を比較表記する。以下、

ごとに考察コメントを記す。 

割前後の方が福祉用具に興味を持っていると回答しており、関心の高さがうかがわれる。

また、日本調査にて「興味がない」との回答が 24件あるが、うち 23 件までが大学生に偏
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日本の福祉用具に興味ありますか？日本の福祉用具に興味ありますか？日本の福祉用具に興味ありますか？日本の福祉用具に興味ありますか？

日本におけるニーズ調査：201名

韓国におけるニーズ調査：53名

等をお聞きすることで、福祉用具に対するニーズを把握し、韓国の関心度、自国内に導

福岡市介護実習普及センター（ふくふくプラザ）に訪れた海外からの視察者を対象とし

第二回国際老人病院協議会セ

者を対象として調査結果「韓国調査と記す」を比較表記する。以下、質問項目

 

割前後の方が福祉用具に興味を持っていると回答しており、関心の高さがうかがわれる。

件までが大学生に偏

ある

ない

無回答



②福祉用具の購入経験 

韓国調査では 17％が日本の福祉用具の

業関係者を中心としていたことがその大きな要因であろう。

 

③福祉用具の購入意向 

日本調査、韓国調査ともに

で有意な差がないことは興味深いことである。その要因を掘り下げていくことで

細なニーズが見えてくるものと思われる。

 

日本の福祉用具を購入したことがありますか？日本の福祉用具を購入したことがありますか？日本の福祉用具を購入したことがありますか？日本の福祉用具を購入したことがありますか？図２図２図２図２

今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？図３図３図３図３

日本の福祉用具の購入経験があった。来場者が福祉関連の団体・企

を中心としていたことがその大きな要因であろう。 

日本調査、韓国調査ともに 8 割以上の購入意向があり高い数値を示している。調査会場

で有意な差がないことは興味深いことである。その要因を掘り下げていくことで

細なニーズが見えてくるものと思われる。 
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日本におけるニーズ調査：201名

韓国におけるニーズ調査：53名
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今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？今後日本の福祉用具を購入しようと思いますか？

日本におけるニーズ調査：201名

韓国におけるニーズ調査：53名

 

。来場者が福祉関連の団体・企

 

割以上の購入意向があり高い数値を示している。調査会場

で有意な差がないことは興味深いことである。その要因を掘り下げていくことで、より詳

ある

ない

無回答

思う

思わない



④興味のある福祉用具の種類

生活支援用品の中ではサポーター、

シャワー椅子、介護ベッド関連用品

電動車椅子などに関心が高いことがわかる。

 

0%

サポーター

口腔ケア用品

介護用スプーン・はし

補聴器

認知症老人徘徊感知機器

シャワー椅子

ポータブルトイレ

手すり

床ずれ防止マット

介護用ベッド

体位変換・移動用具

マットレス

サイドレール

車いす

電動車いす

歩行器

介護補助杖

段差解消用品

日本におけるニーズ調査：延べ

【【【【図４図４図４図４】】】】 具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）

④興味のある福祉用具の種類 

の中ではサポーター、室内で使う介護用品では認知症老人徘徊感知機器、

介護ベッド関連用品では介護ベッド（電動ベッド）、移動用具では車椅子・

電動車椅子などに関心が高いことがわかる。 
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日本におけるニーズ調査：延べ 870名 韓国におけるニーズ調査：延べ

具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）

 

では認知症老人徘徊感知機器、

用具では車椅子・

20%

韓国におけるニーズ調査：延べ 235名

具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）具体的にどのような福祉用具に興味ありますか？（複数回答可）



２－４２－４２－４２－４    調査データ調査データ調査データ調査データにみる福祉用具にみる福祉用具にみる福祉用具にみる福祉用具へのへのへのへの関心度関心度関心度関心度（自由回答）（自由回答）（自由回答）（自由回答）    

①福祉用具に関するニーズ（アンケート自由記入欄から抜粋） 

・日本の福祉用具の多様化に感心した。 

韓国にもこのような福祉用具が発展し、高齢者及び体が不自由な方の生活において役

立つ製品を開発して欲しい。 

・多様な介護用品が、介護職員や高齢者が使用するに当って便利かつ安全になっている

ことに感心した。 

・手ごろな価格の製品（介護用スプーン・はし、シャワー椅子等）をもっと韓国にも導

入してほしい。 

・福祉用具（車いす、介護ベッド等）の価格がもっと安ければ購入したい。 

・高価な製品を安くレンタル出来るシステムの構築、そして製品のラインアップを増や

して欲しい。 

 

以上のコメントからわかるように、日本の福祉用具の品揃えの豊富さ・機能性を評価し

日本の福祉用具を取り入れたいとの意向が垣間見える。一方で、私たち AABC が韓国の福祉

用具等の展示で目の当たりにした（既に日本では導入されていない）拘束機器等も見られ

るなど、利用者に対するサービスの考え方の違いからくる機器性能の違いがあるのも事実

である。 

 

②福祉用具に関する課題 

 今回、AABC では韓国での福祉用具に対するニーズの所在や関心度を把握するために、展

示会の来場者を対象に、自記入式での 4項目のアンケートをおこなった。その結果、関心

の高さが判明したほかに、日本製の性能の高さを評価する回答を得た。一方で、価格に対

する厳しい意見が見受けられ、日本製品の導入の最たる障壁であろうことも垣間見えた。 

また、今回の調査はイベント来場者を対象としたため時間の制約を受け、必ずしも掘り

下げた質問設定であるとはいい難い。しかしながら、日本の福祉用具への関心、購入意向

の高さがうかがえたことを踏まえ、今後は、日韓の生活習慣・介護環境の違いを踏まえた

質問の設定、結果の分析に取り組みたい。また、調査対象を高齢者施設の施設長等機器の

購入権限を持つ方に絞り、福祉用具の導入に際してより具体的な課題・問題点が見出せる

ような調査をおこなう必要性も痛感した。 

 

 

 

 

 



おわりにおわりにおわりにおわりに    

韓国は 2000 年に高齢化社会に突入し、2003年からは出産可能な女性（15 歳～49 歳）人

口の減少、 2016年から生産可能な人口の減少、2018年に高齢社会になり、2026年超高齢

社会になる等急速な高齢化の道を進んでいる。 

そのような社会背景のなか、高齢者の QOLを高めるためのシルバー産業も脚光を浴びて

いる。日本の介護保険導入後に見られた、新しい産業や雇用の創出に見られるように、こ

れからの高齢化社会は新しい需要創出の機会でもある。韓国社会に制度が浸透してくるこ

れからは、韓国の国民性・生活様式・介護環境に沿った製品提供が求められるであろう。 

そして本調査事業の調査年度の途中に起こった金融危機による円高・ウォン安の影響を

受け、福岡市への視察者数が減少した。そのため、当初回収の目標とした 500件（日本国

内外）のアンケートが 260件弱に留まったことが残念である。 

AABC はアジアの玄関口福岡にあり、将来の高齢化社会のあり方を考える団体として、今

後もお隣韓国（東京よりも近い！）のみならずアジア各国・地域に目を向け、高齢化社会

における制度、社会のあり方、まちづくり、介護のあり方、福祉用具など様々な切り口に

ついての情報収集、研究を重ね、その結果、検証を発信していくつもりである。 

 

・福岡市介護実習センター（ふくふくプラザ）にて福祉用具の説明を熱心に聞く視察者 

   

・韓国光州市において共催したセミナーの様子 

     


