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● ジェトロアンケート ● 

「韓国シルバー産業の実態調査 報告書」 

 

ジェトロでは将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情

報を日本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告

書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。 

 

■ 質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「韓国シルバー産業の実態調査 報

告書」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

 

 

４： 満足     ３： まあ満足     ２： やや不満    １： 不満 

 

 

■ 質問２： 上記のように判断された理由、また、その他、本報告書に関するご感想をご

記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社・団体名：                                  

 

部署名：                                     

 

★ ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本報告書の成果把握に利用いたします。 

★ ご協力ありがとうございました。 
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はじめに 

本報告書は、韓国のシルバー産業の市場動向と実態の調査により、日本のシルバー関連

製品の輸出に携わる中小企業の方々への情報提供を目的として作成したものである。 

第Ⅰ章では韓国の高齢化及びシルバー産業の動向を俯瞰し、第Ⅱ章では、シルバー産業

の育成政策を調査した。第Ⅲ章では、老人介護保険制度の施行の現状ならびにモデル事業

の状況を記した。第Ⅳ章と第Ⅴ章では、具体的な企業名を挙げ、グラフとデータを用いて、

今後 2、3年の高齢者用医療福祉機器の市場動向及び見通しについて述べた。また流通経路

についても、企業のウェブサイトなどできるだけ具体的な情報を掲載するよう努めた。第

Ⅵ章から第Ⅷ章では、輸入許可及び通関手続きの仕組みについて記し、シルバー産業に関

した展示会、医療福祉機器の関連企業、機関及び団体をリスト化した。 

本報告書が最大限に活用されることで、シルバー産業の輸出促進の一助になることを願

ってやまない。 
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Ⅰ. 韓国の高齢化及びシルバー産業の動向 

1.韓国の高齢化動向 

1-1.急速に進む高齢化  

- 現在、韓国は低い出産率と平均寿命の伸長により急速に高齢化が進んでおり、2005 年に

は生産年齢人口 7.9 人が高齢者 1 人を扶養していたところ、2050 年には 1.4 人が 1 人を扶

養しなければならない状態になると予想されている。 

- 韓国の 65 歳以上の年齢比率は、2005 年の 9.1%から 2018 年には 14.3%に達して高齢社会

に入る見込みであり、2026 年には 20.8%に達して超高齢化社会に移行すると見られている。

これは世界でも類を見ない高齢化の速度といえる。 

- 韓国の平均寿命は、2005 年の 78.6 歳から 2030 年には 83.1 歳、2050 年には 86 歳に伸

長すると推定され、特に2050年の女性の平均寿命は88.9歳に達すると予想されている。 

<図Ⅰ-1> 年齢層別の人口比率の見通し（単位：%） 

 

53

67.5
72.971.771.769.3

8.9
11.712.7

19.221.1

25.6

38.2

20.8

14.3

9.1
7.25.10

10

20

30

40

50

60

70

80

1990年 2000年 2005年 2018年 2026年 2050年

15~64歳 0~14歳 65歳以上

(高齢化社会へ移行) 
(超高齢化社会へ移行) 

(高齢社会へ移行) 

 2



1-2.生産年齢人口の負担増加 

- 2006 年 11 月 21 日に統計庁が発表した「将来人口推計結果」によると、生産年齢人口比

率(15～64 歳)は、2005 年の 71.7%から 2030 年には 64.4%、2050 年には 53%まで減少すると

推定されている。 

- 一方、幼少年層の比率は 2005 年の 26.8%から 2030 年は 17.7%、2050 年は 16.8%に次第に

減少していくと予想されている。 

 

1-3.2018 年以降は人口が次第に減少 

- 2018 年の韓国の総人口は約 4,934 万人と推定され、これをピークに次第に人口が減少し、

2030 年は 4,863.5 万人、2050 年は 4,234.3 万人まで減少すると推定されている。 

- 2022 年には男女比が逆転し、2005 年に女性 100 人に対し男性 101 人であったのが、2022

年には 99.9 人、2050 年には 96 人にまで男性の比率が低下する見込みである。 

 

2.韓国のシルバー産業動向 

2-1.2010～2020 年は高度成長を予想 

- 2006 年 8 月に大韓商工会議所が発表した内容によると、韓国のシルバー産業は 2010 年か

ら 2020 年の 10 年間に、年平均 12.9%の成長を達成する高度成長期を迎えると予測されてい

る。同期間の産業全体の成長率が 4.7%と予測されている中、シルバー産業関連分野である

介護産業は 6.6%、医療機器産業 12.1%、情報産業 25.1%、余暇産業 13.7%、金融産業 12.9%、

住宅産業 10.9%と高い成長率を達成すると予測されている。 

- 大統領所属の諮問機関である「高齢化及び未来社会委員会」が、高齢親和産業（訳注：

韓国では「シルバー産業」を「高齢親和産業」とも言う。戦略名や法律名の場合はそのま

ま翻訳し、それ以外の場合はシルバー産業と翻訳した）活性化戦略として 2005 年に発表し

た資料によると、2002 年の韓国のシルバー産業市場規模は 6 兆 3,820 億ウォンに達し、そ

のうち医療機器分野は7,008億ウォンでシルバー産業全体の11%を占めていると分析されて

いる。 
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<表Ⅰ-1>韓国のシルバー産業の市場規模(2002年) 

産業分野 売上高(億ウォン) 

介護産業 129 

医療機器産業               7,008 

情報産業               2,446 

余暇産業 24,387 

金融産業 10,408 

住宅産業  5,871 

漢方産業 10,188 

農業 3,383 

合計               63,820 

出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

2-2.医療福祉機器の動向 

- シルバー産業のうち、医療福祉機器の需要は着実に増加しているが、国内の関連産業の

技術や生産レベルは非常に低い。国内の医療福祉機器製造会社の 55%が資産規模 1億ウォン

未満の零細企業であり、そのため商品の種類も少なく、品質も低水準であるのが現状であ

る。 

- そのため、最近韓国で流通しているシルバー用品の 60～80%は輸入に依存していると言わ

れている。 

※2005 年の医療福祉機器の輸入(高齢者用を含む)を国別(輸入金額基準)で見ると、米国、

ドイツ、日本、中国の順であった。 

- 販売先は主に老人ホーム、福祉施設、介護センター、老人病院などで、専門店などの流

通体系が整えられておらず、一般高齢者の製品認知度は非常に低い。 

- 現在、医療福祉機器の商品開発から品目許可までに長い時間を要するため、それらの商

用化が遅れ、品質規格や標準化制度も確立されていないなど、体系的かつ総合的な支援シ

ステムが不備な状態である。(現行の KS 規格は 1製品<固定型車椅子リフト>に過ぎない。) 

- また障害者のリハビリ補助器具や個人用医療機器、老人福祉用具の明確な分類基準が無

く、基礎資料の収集も困難なのが実情である。 

- 朝鮮戦争以降に生まれた「ベビーブーム世代(1953～1965 年生れ)」が、2008 年頃から本

格的に生産人口から引退し始め、韓国のシルバー産業の需要は一層増える見通しである。

特に、2008 年には 65 歳以上の高齢化人口の割合が 10%を超え、1 人当り国民所得が 2 万ド

ルに達すると予想されることから、同年は韓国のシルバー産業が質的・量的に発展する転

換点になると予想されている。 
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Ⅱ. シルバー産業の育成政策 

1.概要及び意義 

- 今までシルバー産業に関する育成政策は各部（日本の省庁にあたる）毎に行われていた

が、2002 年 7 月に国務総理室に設けられた「老人保健福祉対策委員会」が、総合計画を立

てて、初めて「シルバー産業活性化方策」が政府の政策として検討され始めた。 

- 以降、2004 年 1 月に委員会(当時は人口・高齢社会対策チーム)の第 35 回国政課題報告を

通し、初めて推進課題を提案するなどの努力をしたが、政府レベルでの総合的な支援体系

は確立できなかった。 

- 2005 年 1 月 21 日、大統領所属の諮問機構「高齢化及び未来社会委員会」が、「高齢親和

産業活性化戦略」を報告。大統領府において、盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領主宰の第 57

回国政課題会議を通じ、シルバー産業を活性化するための政府の戦略と今後の推進計画が

議論された。 

- 同報告では、急速な高齢化をリスク要因としながらも、新しい需要を創り出す機会と捉

え、シルバー産業を国の次世代の成長基盤として活用することに意義を置いている。 

 

2.シルバー産業の活性化戦略(高齢化及び未来社会委員会の国政課題報告) 

- 2008 年からは高齢者の割合が 10%を超え、質的・量的な面で購買力が増加すると予想さ

れるため、2008 年をシルバー産業の開花元年と定め、選択と集中により段階的に準備して

いくことで国の成長基盤産業として育成していくこととした。 

- 特に 8大産業・19 戦略品目を集中的に育成し、成長の牽引役を果たすべく、「高齢親和産

業支援法(仮称)」を制定し、「シルバー産業活性化推進団」を設置することとした。 

2-1.定義及び特徴 

1)シルバー産業の定義及び対象 

-「シルバー産業」とは、「高齢者を対象とした商品やサービスに関連する老人福祉産業」

であり、韓国においては介護、医療機器、情報、余暇、金融、住宅、漢方、農業の８分野

に分類される。 

- 現在、主な需要対象は高齢者(65 歳以上)と要介護者であり、特に今後はベビーブーム世

代(1953～1965 年生れ)がその主な対象となると見込まれている。 
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<表Ⅱ-1>シルバー産業の戦略品目 

部門 19 戦略品目 

介護産業 在宅介護サービス 

医療機器産業 
在宅/遠隔診断/診療及び携帯型多機能健康情報システム、 

漢方医療機器、看護支援及び室内外移動支援システム 

情報産業 ホームケア、情報通信補助機器、老人用コンテンツの開発 

余暇産業 高齢者に優しい休養施設 

金融産業 リバース・モーゲージ制度、資産管理サービス 

住宅産業 高齢者向けのリフォーム、高齢者向けの賃貸住宅 

漢方産業 
漢方保健観光、抗老化漢方機能性食品、老人用漢方化粧品、 

老人性疾患漢方薬製剤の開発 

農業 
高齢者向けＵターン教育、高齢者にやさしい田園型農業テーマタウン、

定年退職者向け農場 

出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

 

2)シルバー産業の特徴 

- シルバー産業は、全般的な市場規模は大きいが、多様で変化に敏感な「細分化した小型

市場の集まり」の形態を帯びており、「小品種大量生産」の大企業より「多品種少量生産」

の中小企業に適する産業である。 

- したがって、シルバー産業の育成は内需の拡大と雇用の創出に大きく寄与すると予想さ

れている。 

 

3)シルバー産業の需要及び供給の展開過程 

- 2007 年に老人介護保険制度が導入され、2008 年には高齢者の割合が 10%を超えることか

ら、シルバー産業の需要及び供給が質・量の両面で増加すると予想されている。 

- 特に、ベビーブーム世代は高い教育や所得、消費水準を持ち、初めて自ら老後に備える

世代になると思われ、彼らの引退はシルバー産業の活性化の起爆剤となると見られている。 

 

2-2.現状及び問題点 

1)シルバー産業の現状 

- 各産業分野におけるシルバー産業の市場規模と雇用創出力は、2002 年時点で各々1.6%と

1.7%に過ぎず、多くの分野で市場の存在が認識されていない。 
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<表Ⅱ-2>シルバー産業の市場規模及び雇用創出力 

市場規模(推定) 雇用創出力(推定) 

部門 
売上高(億ウォン) 市場シェア 

就職誘発効果（人）

効果（名） 
市場シェア 

介護産業 129 100.0% 191 100.0% 

医療機器産業 7,008 33.8% 7,428 33.7% 

情報産業 2,446 0.1% 4,745 0.1% 

余暇産業 24,387 5.4% 70,478 5.4% 

金融産業 10,408 1.5% 37,886 2.3% 

住宅産業 5,871 1.0% 9,217 1.0% 

漢方産業 10,188 28.3% 14,365 28.3% 

農業 3,383 1.0% 29,094 1.0% 

総 計 63,820 1.6% 173,406 1.7% 

出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

 

2)問題点 

- 関連法令の不備及び非現実的な規制の存在 

- R&D 投資の不足及び専門人材の不足 

- 標準制度及び消費者保護制度の不備 

2-3.ビジョン、目標及び戦略 

1)活性化のビジョン及び目標 

- シルバー産業の育成は、次世代の経済成長基盤作りと高齢者の暮らしの質向上という 2

つの最終目標を持っている。 
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<図Ⅱ-1>シルバー産業の目標及び戦略 
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出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

 

2)シルバー産業を活性化するための戦略 

①戦略 1：選択と集中 

- 国際競争力、市場魅力度、公共性を基準としてシルバー産業 60 品目のうち、19 品目を戦

略品目として選択した。 

②戦略 2：段階的推進 

 

<図Ⅱ-2>シルバー産業の変化周期 

準備期 開花期 成熟期 成長期

・老人介護保険制度の
導入

・高齢者の割合：10％
・全国民への年金給付
・一人当りの国民所得が
2万ドルの時代

・ベビーブーム世代の引退
・高齢者社会
（高齢者の割合：14％）

・ベビーブーム世代の
高齢者人口への編入

ビ
ジ
ョ
ン
提
示

制
度
整
備

初
期
生
産 量産体制

3万ドル？

年度

行
動
計
画
の
整
備

標
準
化
・安
全

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

R＆D専門人材
の育成

準備期 開花期 成熟期 成長期

・老人介護保険制度の
導入

・高齢者の割合：10％
・全国民への年金給付
・一人当りの国民所得が
2万ドルの時代

・ベビーブーム世代の引退
・高齢者社会
（高齢者の割合：14％）

・ベビーブーム世代の
高齢者人口への編入

ビ
ジ
ョ
ン
提
示

制
度
整
備

初
期
生
産 量産体制

3万ドル？

年度

行
動
計
画
の
整
備

標
準
化
・安
全

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

R＆D専門人材
の育成

 

出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

 

③戦略 3：関連法の制定・改正 

- 「高齢親和産業支援法」(仮称)の制定などによる関連法令の整備及び規制の緩和 
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- 安全基準の整備及び法令の改正 

- 標準化及び品質管理のための制度改正 

④戦略 4：政府を挙げての推進体系の構築 

- 保健福祉部の高齢社会対策推進団にシルバー産業活性化推進団(仮称)を設置・運営 

- 国家均衡発展委員会、国家科学技術諮問会議、中小企業庁など関連国政課題推進委員会

との連携を推進 

- R&D 投資を拡大 

- 成功事例の発掘及び拡大 

2-4.医療機器産業活性化方策 

- 8 大シルバー産業分野のうち、活性化の必要性のある医療機器産業に対する今後の推進計

画は下記の通りである。 

 

1)医療機器産業の現状及び活性化の必要性 

- 電子医療機器産業の国内市場規模は、2003 年に 2 兆 3,000 億ウォンで次第に増加してい

るが、韓国製品の認知度は低く、輸入依存度が高い。 

- 産業育成のための制度も不十分で、品目許可手続きに要する期間は長く、品質・規格認

証基準も確立されておらず、関連法令も不整備の状態である。 

 

2)医療機器産業の活性化戦略 

- 研究開発タスクフォースチーム（TFT）の設置及び関連部間の役割分担による集中支援 

- 国際的な標準規格の制定及び国家品質保証制度の運営支援センターの設立 

- 在宅及び遠隔医療機器の早期活性化に向けた関連法令の整備 

- 実務教育などによる専門人材の養成 

 

3)戦略品目の期待効果 

- 内需市場の活性化及び輸出の増大 

- 独身及び夫婦２人住まいの高齢者(全体高齢者世帯の 41%)の介護施設入居を抑制し、地域

社会で健康な暮らしを保障または支援できる効果 
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4)今後の推進計画 

<表Ⅱ-3>分野別政策支援計画 

政策支援 200520062007 2008 2009 備考

①在宅、遠隔診断/診療及び携帯型多機能健康情報システム            

 - 研究開発タスクフォースチームの設置             

 - 遠隔医療関連法令の整備             

②漢方医療機器             

 - 臨床用テストベッドの開発             

 - スタープロジェクトの推進             

 - 専門会社の活性化             

③ 看護支援及び室内外移動支援システム             

 - R&D の選択と集中             

 - 商用化支援             

④産業化支援センターの設置・運営             

出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005）         

訳注：「スタープロジェクト」とは、2015 年までに年商 1 兆ウォン規模の大手医療機器会   

社 3 社を育成することを目指して韓国政府が取り組む事業の名称。 

2-5.期待効果 

- 2002 年現在、約 6.4 兆ウォンの市場規模を誇るシルバー産業は、活性化方策を推進した

場合、2010 年には約 31 兆ウォン、2020 年には約 116 兆ウォンの市場規模に成長すると

見込まれている。 
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<表Ⅱ-4>シルバー産業の推定市場規模 (単位：億ウォン、%) 

2002年 2010年 2020年 
部門 

売上高 市場シェア 売上高 市場シェア 売上高 市場シェア

介護産業 129 100.0% 49,299 100.0% 93,661 100.0% 

医療機器産業 7,008 33.8% 21,208 36.0% 66,544 39.8% 

情報産業 2,446 0.1% 42,375 1.3% 396,732 7.5% 

余暇産業 24,387 5.4% 73,370 8.5% 263,941 15.5% 

金融産業 10,408 1.5% 55,240 2.9% 185,241 5.8% 

住宅産業 5,871 1.0% 26,778 2.8% 75,045 4.9% 

漢方産業 10,188 28.3% 21,153 30.7% 46,738 31.2% 

農業 3,383 1.0% 15,986 5.0% 29,564 10.0% 

総計 63,820 1.6% 305,409 4.5% 1,157,466 10.3% 

出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

 

- 特に、医療機器分野においては、活性化戦略の実施により 2002 年現在で 7,008 億ウォン

の市場規模が、2010 年には 9 兆ウォン、2020 年には 19 兆ウォンと大幅な成長が見込ま

れている。同時に、就職誘発効果は 2010 年の 41 万人から 2020 年には 66 万人まで拡大

すると見込まれている。 

<図Ⅱ-3>活性化戦略を推進する場合・しない場合の市場規模比較 
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出典：高齢化及び未来社会委員会「高齢親和産業活性化戦略」（2005） 

- その他にも下記のような効果が期待されている。 

a. 成長と分配の好循環構造の形成 

b. 産業クラスターを通じた国家の均衡発展に寄与 

c. 革新型中小企業の育成による内需促進と雇用創出に寄与 

e. アジア人の体格と趣向を反映した製品の開発による輸出増大に寄与 

f. 高齢者が人間らしい暮らしを営むことに寄与 
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3.各部別シルバー産業の育成政策 

3-1.シルバー産業の発展方策(産業資源部) 

1)概要 

- 2005 年 9 月 14 日、産業資源部は、高齢化及び未来社会委員会の提示した「高齢親和産業

活性化戦略」を実行するための方策として、5 大戦略と 10 大政策課題を軸とする「シルバ

ー産業の発展方策」を策定・発表した。 

- 急速に進む高齢化に備えるため、2009 年までにシルバー産業に対して計 2,457 億ウォン

を支援する内容だ。シルバー用品支援センターを設置し、関連製品に対する認証制度も

導入する計画である。 

 

2) 5 大戦略及び 10 大政策課題 

- 産業資源部の発展方策は、ベビーブーム世代の引退が始まる 2010 年を目処に、3 段階の

戦略として推進される。まず、産業化の準備段階としてビジョンと発展戦略を提示して、

標準化及び制度整備などを進める。次に市場活性化の段階として関連産業の商用化と高度

化を図る。最後に、海外への輸出段階として量産体制を敷くこととしている。 

- そのため、今後 5 年間で約 2,457 億ウォンを投入し、①インフラの拡充、②コア技術の

開発、③クラスターの構築、④規制の緩和、⑤支援センターの設置及び体験サービスの

実施という 5大戦略が推進される計画である。 

 

<図Ⅱ-4>シルバー産業の育成段階 
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資料：産業資源部 
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<表Ⅱ-5> 5 大戦略及び 10 大政策課題 

5 大戦略 10 大政策課題 主な内容 予算 

①認知の拡大及び流通の活

性化 

総合データベース、協議会の運営、

展示会 

②標準化の拡大 推進体系の構築、国際標準化に向け

た活動 

③製品サービス認証制度の

導入 

優秀製品の認証、優先購買 

インフラ

の拡充 

④専門人材の養成 実務教育、サイバー教育 

52 億 

⑤短期商用化技術の開発 情報通信補助機器、電子シューズ 395 億 コア技術

の開発 ⑥中長期コア技術の開発 体質診断漢方機器、デジタル補聴器 1,123 億

クラスタ

ーの構築 

⑦シルバー産業クラスター

の推進 

原州（ウォンジュ）、釜山、忠清南道

クラスターの構築 

727 億 

規制の 

緩和 

⑧遠隔診療などに対する規

制の緩和 

医療法、医療機器法の改正 -  

⑨シルバー用品産業化支援

センターの設置 

試験装備の開発、標準認証の支援 支援セン

ター及び 

体験サー

ビス 

⑩総合生活体験サービスの

実施 

機器、介護、レジャー・文化体験 
160 億 

合計 2,457 億

資料：産業資源部  

訳注：予算は 2005 年から 2009 年の総額、単位はウォン 

 

- 産業資源部は、シルバー用品産業化支援センターを釜山テクノパークに設置し、2006 年

から実際の生活に類似した環境を作り、需要対象者が介護サービス、レジャー・文化プロ

グラムを実際に体験できるようにする計画である。 

- 多様なシルバー用品・サービスの体験からフィードバックされる高齢者の趣向などを、

新製品・サービスの創出に活用することも計画に含めている。 

- 標準化に関しては、関連団体・機関の標準化活動を総括する専門機関が設置され、国家

標準の制定や国際標準化活動に向けた中長期のマスタープランが策定される予定である。 

- 認証制度の場合、シルバー認証制度委員会を設置して詳細な運営基準を策定する一方、

制度の信頼性を高めるための認証マーク導入などが検討される予定である。最終的には、

認証手続きから制度の維持管理体制を一元化する方針である。 

- 産業資源部は、シルバー産業を体系的に支援するための法的基盤を整えるため、保健福

祉部と共同で「高齢親和産業振興法」を制定することとした。 
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3)今後の推進計画 

 ▲インフラの拡大 

- 保健福祉部と共同で「高齢親和産業振興法」を制定 

- 政策策定の支援機能を強化するため、産学官の専門家で構成された「シルバー産業発

展協議会」を開催 

- シルバー産業の福祉標準化総合計画の策定(技術標準院) 

- 2006 シルバー産業博覧会を開催(KINTEX、2006 年 9 月) 

 ▲シルバー用品産業化支援センターの本格稼動 

- シルバー産業総合情報ネットワークシステム及び試験設備の開発 

    ※産業化支援センターの予算：(2005 年) 10 億ウォン→ (2006 年) 18 億ウォン 

 ▲生活体験サービスのモデル事業の推進 

- 産業化支援センターと連携し、2005 年下半期に釜山地域で体験サービスのモデル事業に

着手し、今後は首都圏地域に総合体験館の設置を推進 

 ▲戦略品目の技術開発 

- 医療機器のコア技術の開発(2004 年～2012 年、2006 年に 20 億ウォンを支援)及び生活

支援知能ロボット技術の開発(2003 年～2013 年、2006 年に 90 億ウォンを支援)を実施 

- シルバー漢方体質診断機器及び治療技術の開発などの基礎研究の実施 

 ▲地域戦略産業と連携してシルバー産業クラスターを構築 

- 原州（ウォンジュ）医療機器産業団地の造成、忠清南道シルバー産業地域革新クラス

ターの構築、釜山シルバーU-Home Health Care 産業の育成など 

3-2.シルバー産業の活性化戦略(保健福祉部) 

- 保健福祉部は、①所得格差の改善、②少子高齢化対策の推進、③保健医療産業の育成、

④国民の健康・安全対策の強化、⑤サービス実施体制の見直しの 5 大政策目標（希望プロ

ジェクト 2006）と 23 の履行課題を選定した。 

- このうち、シルバー産業の育成に関した履行課題は下記の通りである。 

 

1)シルバー産業活性化の基盤づくり(2006 年業務報告-希望プロジェクト 2006) 

○シルバー産業を振興させるための制度基盤づくり 

 ▲「高齢親和産業振興法令」の制定を推進(「高齢親和産業振興法案」は 2005 年 11 月に

国会に提出された状態) 

- 優秀な品質のシルバー製品と優秀なサービス提供事業者の指定基準及び表示制度の整備

など 

○シルバー産業の活性化方策を策定 

 ▲シルバー製品・サービスの標準化及び優秀製品表示制度の導入 

  - 国家標準(KS)の拡大及び国際標準化（ISO 認証）に向けた活動の強化 
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  - 優秀な製品及び事業者に対する品質表示制度(認証マーク)の導入 

 ▲『シルバー用品産業化支援センター(2005 年 10 月に設置)』の機能強化及び設置拡大を

検討 

○有望分野の育成及び体験館の設置を検討 

 ▲8 大産業分野の有望戦略品目(19 品目)の育成 

   * 介護・住宅・金融・機器・情報・余暇・漢方・農業 

 ▲「シルバー製品・サービス体験館」設置の妥当性分析及び国内外の実態調査を実施 
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Ⅲ. 老人介護保険制度 

1.概要 

- 老人介護保険制度は、高齢化社会を前に公的な老人介護保険体系を確立し、国民の老後

への不安の解消や高齢者の負担軽減を図ることを目的に導入が図られた制度である。

2005 年 9 月 15 日、法案提出の前段階である公聴会が実施され、2006 年 2 月 16 日に正式

に法案が国会に提出された。そして、2006 年 12 月現在、法案を国会にて審議中の状態で

ある。 

 

<図Ⅲ-1>高齢化にともなうシルバー産業の発展周期 
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 ＊先進国の場合、産業の本格的な成長期は 1人当たり国民所得が 2万ドルになった時点である。

 ** 1955年 – 1963年に生まれた世帯 

1-1.定義 

- 高齢や老人性の病気などを理由に、一人では日常生活が困難な高齢者などに、身体活動

または家事支援などの介護支援を社会的な連帯原理により提供する社会保険制度。 

- 老人介護保険制度は、対象者の心身状態と扶養環境により介護施設や在宅介護など多様

な形態のサービスを提供するとともに、介護費の支給などの扶養家族への支援サービスな
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ども含んでいる。 

- 老人介護保険制度は、対象者に身体中心型サービス(排せつ、入浴、食事、移動)、日常

家事中心型サービス(調理、洗濯、清掃など)、そして医療中心型サービス(介護上の看護診

療の補助または介護上の相談など)を提供する。 

1-2.目的 

- 老人介護保険制度は、老化や老人性疾患を治療することを目的にするのではなく、それ

らの事由による障害などのために自立して日常生活を営むことが困難な状態にある対象者

に、介護や日常生活支援などのサービスを提供することで、対象者の自立した生活を支援

するとともに、扶養世帯の負担を軽減することを目的とした制度である。 

1-3.施行予定日 

- 保険給付とこれに伴う老人介護保険料の徴収は、2008 年 7 月 1 日から施行される。ただ

し、老人介護保険料の算定、介護認定の申請、介護機関の指定などは、2007 年 7 月 1 日か

ら施行される。 

1-4.介護手当の利用手続き 

1)介護認定の申請 

- 申請資格：介護保険の加入者またはその被扶養者、保険給付受給権者 

- 申請方法：健康保険公団に対し、医師の診断書を貼付した介護認定申請書を提出する 

  (ただし、身動きが著しく不自由であるため医療機関を訪問することが難しい者などは医

師の所見書を提出しなくても良い場合がある) 

- 介護認定申請の調査：公団が介護認定申請人の心身状態、介護認定申請人に必要な保険

給付の種類及び内容などを調査する。なお、地理的な事情などで直接調べることが難し

い場合は、地方自治体などの関係機関が調査する。 

 

2)介護認定及び等級の判定 

- 公団による調査が完了すると、介護等級判定委員会の審議にかけられる。そして、同委

員会において 6ヶ月以上１人では日常生活が困難と認められた場合は、要介護者(受給者)

と認定されて介護の必要な程度により介護等級が決定される。 

(介護等級判定委員会とは、公団所属の介護認定及び介護等級の判定をするための議決

機関として地域単位(市/郡/区)に設置される組織。医療法に基づく医師/看護師/その他

の医療関係者、社会福祉事業法に基づく社会福祉士、公団推薦者、市長・郡守・区役所

長の推薦者(1 人以上を必ず委嘱)等の 15 人以内の委員で構成される。) 
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3)介護認定申請書/標準介護利用計画書の送付 

- 介護認定書の送付：等級判定委員会の介護認定審査及び等級判定が完了した場合、公団

は介護等級、保険給付の種類及び内容、その他保険給付に関する事項として保健福祉部

令が定める事項が含まれた介護認定書を受給者に送付する。 

- 標準介護利用計画書の送付：公団は、介護認定書を送る際に、受給者が月限度額の範囲

内で保険給付を円滑に利用できるよう標準介護利用計画書を作成し、併せて送付する。 

 

4)保険給付の実施 

- 保険給付の実施時期：介護認定書が届いた日から保険給付を受けることができる 

(ただし、世話をする家族がいないなど大統領令で定められた止むを得ない事由がある場

合は、介護認定申請書を提出した日から介護認定書が届くまでの期間中にも保険給付を

受けることができる。) 

- 保険給付の範囲：保険給付は、介護等級、保険給付の種類などを考慮して算定された月

限度額の範囲内で実施される。 

- 介護機関に関する情報提供：公団が運営するインターネットサイトにおいて、施設や人

材などの各種介護機関に関する情報を提供する。 

 

5)介護機関 

- 介護機関の指定：介護機関を設置・運営しようとする者は公団から指定を受けなければ

ならない。 

- 訪問看護機関の設置：介護機関のうち、訪問看護機関は「医療法」に基づく医療機関を

開設できる者(歯科医及び助産師を除く)に限り設置・運営が可能。 

 

1-5.介護保険料/費用の負担 

1)老人介護保険の財源調達 

- 老人介護保険料の徴収：老人介護保険の加入者は健康保険加入者と同一であるため、公

団は老人介護保険料と健康保険料を統合して徴収し、徴収した保険料は各々独立した会

計として管理する。老人介護保険料は健康保険料額に老人介護保険料率をかけて算定し、

老人介護保険料率は保健福祉部長官所属の老人介護委員会の審議を経て大統領令にて定

められる。 

- 国及び地方自治体の負担：大統領令に基づき、国は予算の範囲内で老人介護事業費用の

一部を負担し、国と地方自治体は受給権者の保険給付費用のうち公団が負担しなければ

ならない費用と管理運営費の全額を分担して負担する。 

- 自己負担金：介護費用の 100 分の 20 にあたる金額が利用者の自己負担額となる。ただし、

国民基礎生活保障法の対象者は免除とし、医療給付受給者及び低所得者（所得認定額が

 18



保健福祉部長官の告示する金額以下の加入者とその被扶養者）は自己負担金額が軽減さ

れる。 

- 在宅、施設保険給付費用の請求及び支払い：介護機関が受給者に対し、保険給付として

在宅介護もしくは施設介護サービスを提供した場合、公団に保険給付費用を請求する。 

- 在宅及び施設保険給付費用の算定：保険給付費用は、給付の種類や介護等級に基づき、

老人介護委員会の審議を経て保健福祉部長官が定めて告示する。 

- 家族などの介護に対する補償：保険給付受領総額が保健福祉部長官の定める告示金額以

下に該当する受給者が家族などから保険給付に相当する在宅介護を受けた場合、公団は

受給者の自己負担額の一部を減免する、もしくはそれに代わる措置を取ることができる。 

 

2)老人介護保険制度を実施する場合の財政費用の推計 

- 2008 年に 1級・2級を対象に実施された場合、保健社会研究院の研究結果(対象者数：老

人人口の 1.7%)を適用すると、対象者数 8万 5,000 人、財政費用 1兆 2,000 億ウォンと予

想される。 

- 2010 年に対象が 1～3 級に拡大された場合、保健社会研究院の研究結果(対象者数：老人

人口の 3.1%)を適用すると、対象者数 16 万 6,000 人、財政費用 1 兆 9,000 億ウォンと予

想される。 

 

<表Ⅲ-1>老人介護保険の年度別対象者数及び財政費用の推計案 

対象者数(千人) 財政費用(億ウォン)  

施設 在宅 小計 保険料 政府負担 本人負担 計 

2008 60 25 85 6,648 3,770 1,502 11,921 

2010 90 76 166 10,893 5,256 2,584 18,732 

2015 108 91 200 13,003 6,279 3,099 22,381 

1-6.人材 

- 公団は、介護専門教育を履修した者(家庭奉仕員派遣センターの資格過程履修者等の介護

サービス専門人材)に対し、一定期間の介護要員教育を実施して介護管理要員と介護要員を

養成する。 

- 介護管理要員(ケアマネジャー)については、新たな国家資格は設けず、看護師、社会福

祉士等より選抜された人材に教育を実施して養成する。 

- 介護要員(ホームヘルパー)については資格認証制とするものの、現在の主要な介護人材

の年齢層が40～50代であることを考慮し、今後は看護助士レベルの資格制度の導入を検討

する予定である。 
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<表Ⅲ-2>保険給付需要を満たすための必要人員(単位：人) 

名称 
2005 年 

(第 1 次モデル事業)

2006 年 

(第 2 次モデル事業)
2008 年 2010 年 

介護管理要員 30 40 1,904 2,874 

介護要員 267 1,415 19,712 60,086 

2.テスト運営の現状 

2-1.第 1 次モデル事業 

- 2005 年 7 月から 2006 月 3 月までの間、国民健康保険公団を通じて全国 6都市・郡・区(全

羅南道光州市南区、京畿道水原市、江原道江陵市、慶尚北道安東市、忠清南道扶余市、済

州道北済州郡)で第 1次モデル事業が実施された。 

- 第 1 次モデル事業は、モデル地域における生活保護受給者の老人（1万 2,414 人）を対象

に実施され、対象者の 29.7％にあたる 3,683 人が老人介護サービスを申請した。地域別

では光州市南区が 43.4%で最高、江陵市が 22.7%で最低の申請率となった。なお、申請件

数に対する訪問調査の実施率は 99.3%であった。 

 

<表Ⅲ-3>第 1 次モデル事業の介護認定申請の現状 

申請者数(B) 訪問調査(C) 
モデル地域 

介護認定 

対象者数(A) 件数 比率(B/A、%) 件数 比率(C/B、%)

計 12,414 3,683 29.7 3,656 99.3 

光州市南区 1,151 499 43.4 498 99.8 

水原市 3,544 949 26.8 939 98.9 

江陵市 1,855 421 22.7 421 100.0 

扶余市 1,760 704 40.0 688 97.7 

安東市 2,842 787 27.7 787 100.0 

北済州郡 1,262 323 25.6 323 100.0 

 

- 評価判定の結果、1 等級 1.3%、2 等級 1.8%、3 等級 3.6%となり、介護必要度の高い重症

以上の 1～3等級は全体の 6.7%となった。 

- 在宅サービスとしてはデイケアー、ショートステイ、訪問看護サービスを実施し、施設

サービスは療養施設と介護専門施設から提供した。 

- 評価：基本体系は適切であるが、利用手続きにおいて改善すべき点があることが明らか

になった。まず、評価判定をするための訪問調査と介護利用計画(ケアプラン)を作成する

ためのニーズ調査が別途実施されたため、利用者の負担となる場合があった。次に、ケア

プランを公団が作成したことから、利用者のサービス選択の自由度とサービス供給者の役
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割が低下したという点が指摘された。また、訪問介護に介護報酬が適用されなかったため、

サービスの内容が不十分であったという指摘もあった。 

- 第 2 次モデル事業に反映された内容 

・対象者を一般の老人として、実際の介護需要を予測することを目指した。 

・評価判定ツールを介護必要時間と密接な関連性のある項目に再調整した。 

・等級判定とニーズ調査を同時に行うこととした。 

・ケアプランの作成について、利用者が求めるサービスを選択できるようにし、サービス

供給者がケアプランを策定できるようにした。 

・様々なサービスを提供するため、訪問看護、入浴介護、老人共同生活家庭への介護報酬

の適用が検討された。 

2-2.第 2 次モデル事業 

- 2006 年 4 月から 2007 年 3 月までの間、国民健康保険公団を通じて第 2次モデル事業が実

施されている。対象地域は、第 1次モデル事業地域に 2地域(釜山市北区、全羅南道莞島市)

が追加され、全国 8都市・郡・区となった。 

- 2006年9月末時点で、8地域の65歳以上人口20万1,954人のうち1万9,363人(9.6%)が介護認

定申請を行い、このうち等級判定のための訪問調査などを通じて4,394人が介護認定を受け

た。 

- 4,394 人の介護認定者のサービス利用状況を見ると、施設入所 1,209 人、在宅利用 766 人、

家族介護費支給135人となり、認定者の48.0％となる2,110人がサービスを利用している。

残りの介護認定者である 2,284 人のうち、1,103 人は病院/医院に入院中であるか利用手続

きの途中などの理由でサービス申請が留保されている状態であり、1,181 人は家族による介

護の継続、自己負担(利用金額の 20%)に対する負担感などのためにサービスを利用していな

い状況である。 

2-3.第 3 次モデル事業 

- 2007 年 4 月から 16 都市・道・区で第 3次モデル事業が実施される予定である。 

3.民間シルバー保険の現状 

- 韓国の保険会社は、高齢化社会の到来に伴い、シルバー市場を新たな成長動力と捉えて

各社ごとに様々な商品を発売し、激しいシェア争いを演じている。 

3-1.生命保険会社のシルバー保険 

▲サムスン生命「サムスンシルバーケア保険」：認知症、中風、脳卒中、災害などにより長
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期介護が必要な状態を保険金支給の対象とする韓国初の先進型長期介護保険。また、韓国

では最初に「危険率変更制度」を導入して適正な保険料の算出を可能とし、長期介護の定

義を単純化・明確化させた商品。 

▲教保生命「教保シルバーケア保険」：安価な保険料で老年期の認知症と長期介護に備える

ことができる保険商品。特に、60 歳までは健康診断なしで加入でき、保険料も 2～3万ウォ

ン台から設定可能であるため、少ない負担で必要な保障を受けることができる商品。また、

介護状態を未然に防ぐための予防措置支援を行う「教保シルバーケアサービス」も一緒に

提供する。 

▲大韓生命「老後愛 CI 保険」：保険料に対する負担と健康診断の煩わしさのため、CI 保険

(critical illness insurance)の加入が容易ではなかった 50 代以後のシニア(Senior)世代

向けの専用保険である。 

▲MetLife 生命「無配当マスタープラン変額ユニバーサル終身保険」：終身保険の保障機能

に加え、保険料の追加納入及び途中引出し、投資収益までを含めた多機能複合商品。 

▲AIG 生命保険「AIG STAR 年金保険」：顧客に多様な選択権を与えた商品で、最近人気を集

めている外貨年金保険商品の元祖。 米ドルでの保険料納入、保険金受領となるため為替リ

スクがなく、ドルで資産を長期的に保有したい投資家に適した商品。 

▲興国生命「無配当・無診断シルバー終身保険」：加入年齢を 70 歳から 75 歳に拡大し、新

たに 2種類の健康資金型商品を販売している。煩わしい健康診断を受ける必要が全くなく、

申込書に過去の病歴を記載し、電話で追加質問に答えるだけで保険加入の可否が決定され

る。シルバー手術保障特約に加入した場合、一生手術費が繰り返して支払われ、特に老年

期に発生しやすい各種疾患と関節炎、骨折、骨粗しょう症などに対しては 80 歳まで保障さ

れる。 

▲ING 生命「無配当終身保険メディケア型保険」：家長の不慮の事故にともなう経済的リス

クに備える伝統的な終身保険に新たに健康サービスを付加した商品。 

▲プルデンシャル生命「シルバーナーシングケア特約」：長期介護が必要な状態になった際、

追加保険料の負担なしに主契約の保険金から介護年金が支払われる商品。長期にわたる介

護で巨額の治療費を支出した場合でも、死亡後の家族の財政悪化を防ぐため、最小限の死

亡保険金として 20%が確保される。 

▲錦湖生命「スタンバイシルバーケア保険」：死亡時の保障に加え、高齢者に発病率の高い

糖尿病、高血圧性疾患など 5 大疾病と認知症などを保障する高齢者向の専用商品。医師の

診断なしで保険加入でき、最低加入金額は 500 万ウォンからとなる完全無配当商品。 

▲東洋生命「守護天使・両親愛孝行保険」：70 歳まで加入でき、老人を対象とした危険率

を適用させることで高齢者に発生し易い危険をカバーする商品。親孝行のプレゼントとし

ても人気がある。 
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3-2.損害保険会社のシルバー保険 

▲サムスン火災「サムスン CI 保険(0505.2)」：既存の CI 保険で保障する重大疾病(癌、脳

卒中、急性心筋梗塞症など)に加え、再生不良性貧血、輸血による HIV 感染(AIDS)、クロ

イツフェルト・ヤコブ病(人間狂牛病)、慢性糖尿合併症、人工関節手術費などを国内保

険業界では初めて致命的疾病(CI)として追加した。 

「無配当サムスンオールライフ保障保険」：保険期間の拡大により実質的な保障を実現。傷

害による死亡及び後遺障害だけでなく、高年齢で発生の頻度が高い認知症などを 99 歳まで

保障する商品であり、80 歳の時点で老後資金として活用できる長寿祝賀金が支払われる。 

▲LG火災「ライフガード介護保険」：ライフサイクルに応じた設計が可能な商品。子供が独

立する時期に死亡保険金を減額し、満期の際には納入保険料を100%まで払い戻されるよう

設計可能なため、相続資金などにも適している。老年層に多く発生する生存リスクを保障

する特約が多様なのも特徴。 

▲現代海上「グッドアンドグッド CI 介護保険」：高額の治療費がかかる癌や脳出血のよう

な重大疾病の発病以後の生存給付を保障。特に、損害保険としては初めて介護費の給付対

象となる介護状態期間を 180 日から 90 日に短縮した。 

▲東部火災「無配当 Aegies ライフ保険」：病気や傷害事故により治療を受ける場合、本人

が負担する医療費の全額を最高 80 歳まで補償する商品。特に国民健康保険では保障を受け

られない特診料、超音波、食事代などについても最高 80 歳まで全部保障する民営の医療保

険。病気で入院して治療を受ける場合、医療費の本人負担分を最高 3,000 万ウォンまで 100%

支払い、病気で通院治療を受ける場合も通院 1日当り最高 10 万ウォンまで補償する。また、

従来補償対象外であった椎間板ヘルニア及び神経系疾患まで保障の範囲を拡大した。 

▲ メリッツ火災は、高齢化の進展にともない保障性中心の商品を開発・販売する戦略であ

る。また、平均寿命の伸長により長期間の保険加入を望む顧客が増加しているため、保障

期間の長期化に向けた商品開発に取り組んでいる。 

▲第一火災は、「民営医療保険」と「健康保険」に焦点を当てて商品を開発・販売する戦略

である。また、老後資金を準備しようとする 30・40 代をターゲットにした年金保険と、所

得補償型の保険を開発する計画である。 

▲新東亜火災は、顧客に合わせたカスタマイズ型の保険と様々なサービスが付加されたシ

ルバー保険の開発・販売に力を入れる計画であり、保険業界では初めて死後の葬儀費用と

追悼費用を支払う「カーネーション互助保険」と「カーネーション孝行保険」を開発・販

売している。 
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Ⅳ. 高齢者用医療福祉機器の市場動向及び見通し 

1.調査方法  

- 現在韓国のシルバー用品の市場規模は、障害者用品と一般の医療機器市場が混在してい

るため、シルバー用品のみの正確な統計資料が皆無であるのが実情である。 

- そのため、市場規模の推定のために、2005 年に「韓国保健産業振興院」が 65 歳以上の高

齢者 2,100 人を対象に実施したシルバー用品の実態及び要求に関する調査データ（調査

概要については 97 頁の参考資料１を参照のこと）を活用した。 

 

<表Ⅳ-1> 韓国保健産業振興院の調査対象分類 

療養保護中の高齢者 

在宅 施設 
一般の高齢者 

訪問保健事業を行う4ヶ所の

保健所で管理している 65 歳

以上の高齢者 

老人療養施設7ヶ所で管理し

ている 65 歳以上の高齢者 

大韓老人会の全国の支部に

所属する高齢者 

600 人 700 人 800 人 

 

- また、統計庁の人口調査で確定した 2005 年の 65 歳以上の高齢者人口と 2010 年までの予

測人口を基本的な需要対象とした。 

 

<表Ⅳ-2> 65 歳以上の高齢者人口予想(2005 年～2010 年) 

年度 2005 2006(P) 2007(P) 2008(P) 2009(P) 2010(P) 

高齢者

人口 

4,366,642 4,585,702 4,810,363 5,016,026 5,192,710 5,356,853

資料：統計庁 

 

- 統計庁と韓国保健産業振興院の資料を活用し、2005 年から 2010 年までのシルバー用品の

対象品目別の需要対象人口を算出した。また、品目別市場規模の算出と見通しは、当該

業界のアドバイスに基づき、品目別主要製品の価格を比較・分析することで予測した。   

2.調査対象品目 

- 韓国ではシルバー用品に関する明確な定義がなく、類義語で高齢者用補装具、高齢者用

リハビリ補助器具、高齢者福祉用具、高齢者用医療機器という用語が使われている。そ

のため、既存のシルバー産業関連報告書の品目分類と業界の意見、シルバー用品の実態

調査に基づき、5 つの大分類(パーソナルケア関連用品、移動機器、コミュニケーション

機器、日常生活用品、医療用具)、計 32 品目を選定した。  
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<表Ⅳ-3>調査対象品目 

1) パーソナルケア関連用品 3)コミュニケーション機器 5)医療用具 

(1)おむつ 

(2)排泄ケア用品 

(3)防水シート 

(4)携帯用便器 

(1)メガネ 

(2)老眼鏡 

(3)補聴器 

(4)人工喉頭 

(5)高齢者用携帯電話 

2)移動機器 4)日常生活用品 

(1)杖 

(2)車椅子(一般型) 

(3)車椅子(電動型) 

(4)歩行器 

(5)電動スクーター 

(6)ポータブルスロープ 

(1)ベッド(一般型) 

(2)ベッド(電動型) 

(3)徘徊高齢者用探知機器 

(4)徘徊高齢者用腕輪 

(5)すべり防止用靴 

(6)電動歯ブラシ 

(1)床ずれ防止用マットレス

(2)家庭用酸素発生器 

(3)家庭用吸引器 

(4)家庭用人工呼吸器 

(5)家庭用血圧計 

(6)家庭用血糖測定器 

(7)サポーター 

(8)義歯 

(9)物理療法器 

(10)電子治療器 

(11)マッサージ機 

 

3.品目別市場規模と見通し 

- 品目別の市場規模と見通しについては、高齢者の人口数予想と前述の韓国保健産業振興

院の調査データを活用して実際の市場規模を推定した。そして、韓国におけるシルバー用

品市場は、実際の市場規模と潜在需要に大きな差があるため、潜在需要を算出することに

より今後の市場規模拡大の可能性を提示した。 

 

<表Ⅳ-4>類型別の 65 歳以上高齢者人口予想 

 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

施設療養 84,518 89,294 94,339 99,669 105,300 111,250

在宅療養 399,685 406,679 413,796 421,037 428,405 435,903

一般 3,882,439 4,052,490 4,229,989 4,415,262 4,608,651 4,810,510

合計 4,366,642 4,548,462 4,738,123 4,935,969 5,142,356 5,357,662

資料：デーコ D&S 

   

- 潜在需要については、韓国保健産業振興院の調査結果における品目別の必要率を、実際

の市場規模については使用率を、各々類型別の高齢者人口予想に適用して算出した。ただ

し、必要率は対象者が必要と認めた基準であるため、需要規模は過大推計の恐れがある。

一方、使用率は需要者の経済的条件及び購買意思が反映された結果であるため、市場規模

は最も現実的な数値である点を予め考慮しておく必要がある。 

- また、政府のシルバー産業活性化政策や 2008 年施行予定の老人介護保険など各種の市場
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拡大要因を考慮し、品目別加重値を適用して見通しをたてた。更に、品目別の潜在需要

と実際の市場規模を比較・分析し、今後有望な製品を選定した。なお、市場規模と需要

規模の具体的な算出方法については 94 頁の参考資料２を参照のこと。 

 

<表Ⅳ-5>老人療養保険第 2次モデル事業のうち、福祉用具の給付状況 

購入専用品目 購入または 

レンタル品目 

利用者の費用負担 今後の計画 

①携帯トイレ 

②入浴用椅子 

③歩行補助器 

④安全取っ手 

⑤すべり防止用品 

⑥携帯用排便器 

⑦杖 

①車椅子(手動型) 

②電動型ベッド 

③手動型ベッド 

④床ずれ防止マット

レス 

⑤床ずれ防止クッシ

ョン 

⑥移動式バスタブ 

⑦入浴用リフト 

一般対象者 20% 

軽減対象者 10% 

生活保護対象者 0% 

※総費用 90万ウォンを

超えた金額は全額本

人負担 

第 2 次モデル事業

を評価し、第 3 次

モデル事業及び同

事業の展開に当た

り、対象品目及び

限度額を拡大する

計画である。   

 

- シルバー用品に関する生産・輸出・輸入に関する統計資料が皆無であるため、韓国医療

機器産業協会の医療機器資料に含まれている一部品目だけを記載・分析した。また、品

目別の生産、輸入会社を記載することで、今後の韓国市場進出に資する競合及び協力会

社の把握に役立てることとした。 

 

3-1.パーソナルケアの関連用品 

1)おむつ 

- 2006 年の高齢者用おむつの需要規模は 1,036 億 5,000 万ウォン、市場規模は 143 億 4,000

万ウォンと推定され、2010 年の需要規模は年平均 4.23%増加した 1,223 億 4,000 万ウォ

ン、市場規模は年平均 9.02%の増加率となり、202 億 6,000 万ウォンに拡大する見通しで

ある。 
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<図Ⅳ-1>高齢者用おむつの市場及び需要見通し(単位：千万ウォン) 
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資料：デーコ D&S 

 

- 韓国における高齢者用おむつの生産会社は、柳韓（ユハン）キンバリ(株)、(株)LG生活

健康、(株)大韓パルプ、韓国Ｐ＆Ｇが代表的である。2005 年のおむつ市場全体でのシェ

アを見ると、柳韓（ユハン）キンバリ(株)が 71.4%、(株)LG生活健康と韓国Ｐ＆Ｇがそれ

ぞれ 8.2%、(株)大韓パルプが 7.4%、その他が 4.8%を占めている。高齢者用おむつの主な

会社としては、柳韓（ユハン）キンバリ(株)(製品名：ディペンド)、(株)大韓パルプ(テ

ナ)、現代BABY産業(ホームセーフ)、ホワイト産業(ホワイトユー)、シンソン製紙(ホー

ムメリット)、第一（イズ）、メディタウン(シルバーラク)、ドイツのハルトマン(モリケ

ア)、台湾のフボグ（アンアン）などが挙げられる。  

 

 

 

 

2)排泄ケア用品(灌腸用具、小便パックなど) 

 

- 2006 年の高齢者向け排泄ケア用品の需要規模は 24 億 4,000 万ウォン、市場規模は 2 億

6,000 万ウォンと推定され、2010 年までの需要規模は年平均 3.22%増の 27 億 7,000 万ウ

ォン、市場規模は年平均 8.48%の増加率となり、3億 6,000 万ウォンに拡大する見通しで

ある。 
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<図Ⅳ-2>高齢者向け排泄ケア用品の市場及び需要見通し(単位：千万ウォン) 
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資料：デーコ D&S 

 

- 当該業界へのインタビューによると、排泄ケア用品は米国や日本と比べ韓国ではまだ活

性化されていない品目分野である。韓国における生産会社としては、OK 商社、ナミャン、

ジンサンメディカルなどが挙げられるが、輸入製品が市場の 90％以上を占めている。輸

入会社としては、(株)ユシンメディカルが灌腸用具を米 Zassi Medical Evolutions 社か

ら輸入しており、ソギョン・インターナショナルは日本から「ユリコン(Uri-con)」とい

う小便補助器具を輸入している。 

 

3)防水シート 

 

- 2006 年の高齢者用防水シートの需要規模は 17 億 6,000 万ウォン、市場規模は 1億 9,000

万ウォンと推定され、2010 年の需要規模は年平均 3.25%増加した 20 億ウォン、市場規模

は年平均 8.16%の増加率となり、2億 6,000 万ウォンに拡大する見通しである。韓国にお

ける防水シートの生産会社としては、柳韓（ユハン）キンバリ(株)、平和、(株)デファ

DH、(株)ヨンリム、シルバーズハンドなどが挙げられ、柳韓（ユハン）キンバリ(株)の

「ティペンド(使い捨て防水シート)」が代表的である。輸入製品の方が国産製品よりマ

ージン幅が大きく、市場に流通しているほとんどの製品は台湾からの輸入品である。 
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<図Ⅳ-3>高齢者用防水シートの市場及び需要見通し(単位：千万ウォン) 
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資料：デーコ D&S 

4)携帯用便器 

- 2006年の高齢者向け携帯用便器の需要規模は57億8,000万ウォン、市場規模は21億2,000

万ウォンと推定され、2010 年の需要規模は年平均 3.29%増加した 65 億 8,000 万ウォン、

市場規模は年平均 7.87%の増加率となり、28 億 7,000 万ウォンに拡大する見通しである。 

 

<図Ⅳ-4>高齢者向け携帯用便器の市場及び需要見通し(単位：千万ウォン) 
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資料：デーコ D&S 

- 主な会社としてはデセエムケア、サンモ医療産業、ジンメディカル、メディタウン(台湾

OEM)、Onesp(中国 OEM)、台湾 Nova、台湾 MaxHealth などが挙げられる。 
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3-2.移動機器 

1)杖 

- 2006 年の高齢者用杖の需要規模は 21 億 8,000 万ウォン、市場規模は 7億 9,000 万ウォン

と推定され、2010 年の需要規模は年平均 3.17%増加した 24 億 7,000 万ウォン、市場規模

は年平均 11.70%の増加率となり、12 億 3,000 万ウォンに拡大する見通しである。 

 

<図Ⅳ-5>高齢者用杖の市場及び需要見通し(単位：千万ウォン) 
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資料：デーコ D&S 

 

- 杖は低価格品目であり、原価構造上国内での製造が難しいため、一般的に台湾・中国・

ベトナムでの OEM 生産による輸入品が主流になっている。主な会社としては、ジンサン・

メディカル(ベトナム OEM)、デセエムケア(中国 OEM)、ONESP(中国 OEM)、Grace(台湾/中

国 OEM)、Daeyang(中国 OEM)、台湾 Maxhealth(輸入会社：メディタウン)、台湾 Nova など

が挙げられる。 

 

 

 

2)車椅子(一般型) 

 

- 2006 年の高齢者用車椅子(一般型)の需要規模は 139 億ウォン、市場規模は 30 億ウォンと

推定され、2010 年の需要規模は年平均 3.29%増加した 158 億 2,000 万ウォン、市場規模

は年平均 12.12%の増加率となり、47 億 4,000 万ウォンに拡大する見通しである。 
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<図Ⅳ-6>高齢者用車椅子(一般型)の市場及び需要見通し(単位：千万ウォン) 
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資料：デーコ D&S 

 

- 2005 年の国内の車椅子(一般型)の生産量は、前年比 25.98%減となる 2万 9,523 台で、生

産金額も前年比 28.46%減の 80 億 5,000 万ウォンであった。この減少傾向は輸出低下によ

るもので、輸出量は前年比 33.37%減少した 7,126 台であり、輸出金額は前年比 36.13%減

となる 199 万ドルであった。その反面、輸入量は前年比 55.73%増の 2万 8,473 台であり、

輸入金額も前年比 119.52%増となる 1,329 万ドルであった。 

 

<表Ⅳ-6>車椅子の生産・輸出・輸入 

生産 輸出 輸入  

数量 金額(千ウォン) 数量 金額(USD) 数量 金額(USD) 

2004 39,884 11,258,543 10,695 3,108,036 18,283 6,055,902 

2005 29,523 8,054,045 7,126 1,985,025 28,473 13,293,973 

資料：韓国医療機器産業協会 

 

- 2005 年の韓国の車椅子市場のシェアは、数量基準で韓国製品が 44.03%(2004 年 61.49%)、

輸入製品が 55.97%(2004 年 38.51%)であった。また、金額基準では韓国製品が 31.34%(2004

年 57.37%)、輸入製品が 68.66%(2004 年 42.63%)を占めた。韓国製品が低迷する中、輸入製

品の販売が急増している。 

- 韓国における車椅子の生産会社としては、デソン工業(株)、(株)ドンバン、(株)デセエ

ムケア、ミキ・コリア(株)、(株)ケアライン、(株)アルアンドエッチ、(株)コセ・エンタ

ープライズ、(株)クムガンギゴン長城（ザンソン）工場、(株)エスエスケア、エイブルイ

エヌジが挙げられる。 
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