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Abstract: In a post-modern society, individual freedom and rights are further 

manifested. Their value orientation and lifestyle are more individually based than 

nationally defined. The legal definition of who are persons with disabilities (PWD) by the 

state, however, declaims the governmental authority on individual rights and welfare as 

individuals must be qualified as a citizen of the state. It leads to the tension between 

self-identity of PWD and technological governance of the state. This paper reviews the 

literature and field study findings, describes the status quo of PWD holding a disability 

certificate in China, and discusses the conflict between the self-identity and national 

definition on disability and its impact. This conflict has failed to acknowledge PWD as 

consumption subject and repressed their demand. At last, it points out that the state 

should redefine PWD from a consumer ’ s perspective and develop new methods to 

collect the statistics of PWD. 
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自己同一性と国家の定義の間で：消費者主体としての障害者の曖昧さと消費抑制 

李学会（復旦大学社会学科） 

 

要旨：ポストモダン社会では、個人の自由と権利が明らかになり、その価値観、生活様

式は国家型のプラスチックよりももっと個性的である。 しかし、「誰が障害者であるか」の

「合法性」の定義は、権利と利益の調整の目的の範囲、および障害を持つ市民権を取得する

ための条件を示している。 これは、国家の技術ガバナンスと障害の自己同一性の緊張につな

がる。 本稿では、中国における障害者の基本的な状況を文学と調査によって説明し、障害者

自身と国家の定義の矛盾と結果について議論する。 このような矛盾は、障害者主体のあいま



いさを引き起こし、障害者は実際の消費主体に変換されない。 最後に、国家は消費者の視点

から定義する方法と統計的障害を再考すべきであると指摘された。 

 

キーワード：自己識別国の定義が無効カード利用者 
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• 問題
• 「誰が障害者であるか」の「合法性」の定義は、権利と利益の調整の
目的の範囲と、障害にアクセスできる人の身元の特定を示している 市
民権の条件の。 本稿では、中国における障害者の基本的な状況を文学
と調査によって説明し、障害者の自己同一性と定義の権利との間の矛
盾と結果について議論する。 このような矛盾は、障害者主体のあいま
いさを引き起こし、障害者は実際の消費主体に変換されない。

 



 

 

 

レポーティングフレームワーク

• CRPD：障害を理解するための新しい視点

• 障害者を定義する：CRPD与中国

• 「法的障害者」 - 政策消費者：障害者の受給者の地位

• 障害自己同一性

• 今後の方向性

  

 

CRPD：障害を理解するための新しい視点

•《条約》再び、世界最大の少数派における障害者の権利を再確認
した（Kayess & French ，2008），

•《条約》ダイナミック障害者権利の新しいパラダイムを提案（ne
w disability rights paradigm）（Harpur，2012）

•保護から保護まで：遅れての発達は、身体的および精神的障害
を独立した個人とみなし、個人的な経験は得られないはずではな
い 公平な扱いと差別、そして他の人々（教育、雇用、住宅など）
と同じ市民権を享受し、国家と社会が権利と利益を保護し、守る
義務と責任を負うべきである。 （Huang Yuanhe、Xiaowen Gao、
2012）

. 

 



 

 

障害者を定義する：CRPD中国と

• 法的規定は、「障害の法的定義」”，社会的構築を完了するため
にこの基礎で（Liachowitz，1988）

 

ICF以活动为中心的健康状况框架

 

 

 

 



 

 

 

• 障害者——CRPD定義
• 身体的、肉体的、精神的、または感覚的な長期障害が様々な障害と相
互作用する障害者は、他者と平等に社会に障害者が完全かつ効果的に
参加することを妨げる可能性がある。（Persons with disabilities inclu
de those who have long-term physical, mental, intellectual or sensor
y impairments which in interaction with various barriers may hinder t
heir full and effective participation in society on an equal basis with 
others.）

 

 

• 障害者 - 中国《障害者の保護に関する法律》定義
• 障害のある人とは、身体的、肉体的、肉体的、組織的、機能不全また
は異常な機能の中で、活動に従事する通常の方法で完全にまたは部分
的に失われた人を指します。 障害のある人には、視覚障害、聴覚障害、
発語障害、身体障害、精神障害、精神障害、多重障害およびその他の
障害を持つ人が含まれます。

• （Law on the Protection of Persons with Disabilities，adopted in 199
0, revised in2008）：A person with disabilities refers to one who has 
abnormalities of loss of a certain organ o rfunction, psychologically 
or physiologically, or in anatomical structure and has lost wholly or i
n part the ability to perform an activity in the way considered norma
l.

 



• 中国における障害者の定義の特徴（characteristics of definition 
of PWDs）

• 負傷に基づいて（WHO，2011；庞丽华等，2014），医療モデル

• 男の声/参照のための普通の人々

• 機能制限に基づく制限

• 結果
• 全体の割合を低くする（2006：6.34%）

• 低い同一性（潜在的な悪意）

 

 

“法的障害者”：障害カードのステータス

• “障害カードは、障害および障害のカテゴリとグレードを特定す
る法的文書です，はい残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要
凭证”。Disability Identification Card/Disabled Persons Card）

• 1995年以前は、障害者は地元当局によって発行されましたが、
スタイル、内容、仕様は同じではありませんでした。 1995年以
来、CDPFは、障害者カードの第一世代を共同で発行することを
決定し、 "中華人民共和体障害カード管理措置"を公布した; 2008
年以来、国で統一された第二世代の障害カードが同時に発行され
た 管理アプローチを改訂しました。

• 障害カードを受け取るかどうかは、障害者の自己識別の一部で
す（外部化）

 

 

 



 

• どのくらい多くの障害を持つ人々が最後に？
• 中国の総人口の第六国民国勢調査、および全人口の割合と障害のある
人の総数の割合の中国の総人口の第二国家障害サンプルの調査による
と、2010年末、 人数8520万人。

• 見積もり基準
• サンプリング 調査：合計77,177世帯と2526,145人が調査され、サンプ
リング率は1.93‰であった。 世帯調査の人数の総数の83.46％を占め
ている2108410人を満たすために、 "第二国家障害サンプルのスクリー
ニング方法" 7歳以上の障害者のスクリーニング率は15.66％、障害者
の疑いが99.15％ ザ

• 実際の配信エラー

 

 

• 障害者のための障害評価のプロセス
1995年 2008年

認定の基準は、「障害者のため
の中国の実践基準」です。 明ら
かな障害については、「中国の
障害者の実践的評価」障害カテ
ゴリ、成績、CDPDを簡単に特
定することができます直接発行
することができます；郡の障害
者は、直接障害カテゴリ、グレ
ードを識別することは困難です、
郡をしてください 郡のCDPFに
よって特定された病院または専
門病院検査の上。

障害のあるカード申請者の第2世代の障害者カードと第1世
代の障害者カードを申請する最初の申請者は、障害のある
郡のCDPFは、障害の基準に従って、障害カテゴリと等級を
簡単に特定できる人は、評価フォームに直接記入すること
ができます，そして、評価表には、障害の特徴と直観的な
評価を明確に記録するが、共同評価の議長を含めて、含ま
なければならない。，渡す必要がありま郡のCDPF指定郡
（郡を含む）が査定した指定病院または専門医療機関の上
の郡レベル（郡レベル）または査定フォームを記入するた
めの専門医療機関，明確な障害評価の結果を得てください。

 

 

 

 



 

• 証明書が有効ではありません
• 表：障害のある人の割合

• データは公表されたものであり、保有者の数をサンプル調査による障害者の総数で割ったものである

エリア 年 ライセンスの割合
天津 2007年 不十分30%
山東省 2012年 〜について29.5%
仏山市 2013年 〜について28%

泰安市 2014年 〜について26.4%
鎮江市 2014年 〜について30.9%

海南省 2014年 不十分29%
湖州市 2016年 〜について35.6%
大慶市 2014年 〜について38.2%

河南省 2014年 〜について24.7%
上海 2015年 〜について为45%
ナショナ
ル

2013年 31.2%
2016年 〜について37%

 

 

 

2015年の上海新人時代の表（人々）
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• リーダーのプロフィール
• 低い比率

• ほとんどの高齢者

  

 

• 障害の向き（disability orientation）：アイデンティティを含む
（pride versus stigma/shame）、モード（medical versus soci
al）役割で（associated behaviors，active versus passive）（D
arling and Heckert，2010）

 



• 障害者の障害特定の探索的要因分析（武漢、北京、南京の3つ
の研究，N=499）

 

 

 

• 障害者の障害特定の探索的要因分析（武漢、北京、南京の3つ
の研究，N=499）

 



 

 

• テーブル：障害自己同一性（上海浦東研究，N=845）

非常に不一致 同意しないで
ください

感じなかった もっと同意する 非常に同意する

障害は個人的な不幸です 16.9 25.0 13.1 33.4 11.6
障害は治療を必要とする疾患で
ある

8.0 18.2 14.2 43.3 16.2

障害は人生の状態です 14.4 24.6 23.0 30.9 7.1
障害を持つ人々が直面する障害
は、主に社会からのものです

7.5 32.7 13.3 37.6 9.0

障害を持つ人々は価値を創造す
る能力を持っています

6.6 8.5 10.3 45.0 29.5

障害を持つ人々は、国家によっ
て特別な注意を払わなければな
らない

6.4 13.0 13.3 44.7 22.6

障害者は社会的負担です 19.8 40.6 12.3 19.6 7.7
病状が悪いために障害がある 9.6 39.2 14.4 26.4 10.4

 

 

 

• 自己識別
• パーソナルによるもの（残念ながら、病気、医療状態）

• 国家政策介入を楽しみにしている

• 低い保有者の割合、障害者が国の政策消費者に翻訳しなかったという
事実

 



 

 

今後の方向性

• 識別基準を変更しますか？

• チャレンジに直面する
• 障害と老化

• 障害とレベル

 

 

 

• 2008年，中国障害者連盟は、中国における障害者のデータベー
スを構築し始めた。 2013年現在、身体障害者証明書2651.5百
万件と非認定障害者1136.7百万人を含む37.952百万人の障害者
が集まり、障害者の割合は31.2％であった（Zhang Jun、
2013）。 2016年の中国障害者の発展に関する統計コミュニケ
ーション（CDPF（2017）15号）によれば、2016年末現在、障
害者の基本データベースは32,144,000人。



 

• 第2回全国障害者調査データを用いたWang JinyingとZhang 
Chong（2009）は、年齢とともに障害の危険性が増し、60歳以
上で障害の危険性が急速に高まったことを示した。 このデータ
によると、中国の人口平均余命は73.48歳であり、そのうちの
7,779歳が身体障害者で、生活史の10.43％を占めている。

 

 

表上海新年ハンドブック2015年齢層（人）
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• 2006異なる年齢層の年の障害（ユニット：百万人，%）
年齢（年） 0-14 15-59 60上記 どの：65上記 合計

年齢層の総人口 25961 90586 14901 10419 131448

この年齢層の人口の割合 19.8 68.9 11.3 7.9

この年齢層の障害者の数 387 3493 4416 3755 8296

この年齢層の障害者の割合 4.66 42.10 53.24 45.26

この年齢層における障害者の総人口の割合 1.49 3.86 29.64 36.04 6.31

注：1.出所：2006年第2回国家障害サンプル調査データ、2006年国家経済社会開発統計情報。 2.障害者の第2回全国調査によると、2006年
4月1日によると、中国の総人口は6.34％を占め、国家統計局は2005年末までに全国人口を基にしてこのテーブル 2006年の国全体の人口は、
障害者の割合がわずかに異なります。

 

 

 

 

• 現在の定義は、主に被害に基づいています（ボディ構造），実
際、障害者の数/割合（潜在的な消費者）

• 証明書/証明書の割合が低い，多数の障害者が目に見えない政策
消費者になる

• 情報化は方向性である（識別する），しかし、挑戦に直面する
• 高齢化と障害（disability≈aged？）

 

 

  


