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{研究論文]

ジャワ島における女性の主観的自律性と世帯のフードセキュリテイ
第4次インドネシア家族生活調査 (IFLS4)を用いた定量分析…

松 本 寿 子*1・石田章*2 横山繁樹*3

要旨

23 

本稿では，第4次インドネシア家族生活調査の個票データを用いて，ジャワ島における既婚女性の主観的自律性

と世帯の食料消費支出額との関係を明らかにすることを践的とした。家計支出に関する意思決定力を自律性の代理

変数として分位点問婦を用いて分析した結果，低中位支出階層ーとくに最貧層ーでは，家計支出に関する既婚女性

の意思決定力が野菜類・果物類・魚類・肉類・乳製品類の l人当たり消費支出額にプラスの影響を及ぼすことが明

らかとなった。また仁jJ位支出階層では，既婚女性と夫が協力して意思決定をしている佐帝は，既婚女性のみが意思

決定をしている世帯よりもさらに食料支出額は高くなる傾向が認められた。こうした分析結果から，低下ド位階層ー

とくに最貧層ーのフードセキュリティを改善するうえで，家庭内における女性の自律性や意思決定力を高める施策

が効果的であると考えられる O さらに中位階層については，家計支出の決定に妾とともに夫も関与するように促す

啓発活動を推進していくことでより効率的な政策効果が期待される O

[キーワード}女性，自律性，主観的意思決定力，フードセキュリテイ，世帯

Married Women's Subjective Autonomy and Household Food Security 

in Java 
-Quantitative Analysis Using the Fourせ1Wave of the Indonesian Family Life Survey-

Hisako MATSUMOTO'1， Akira ISHIDA'2 and Shigeki YOKOYAMA'3 

Abstract 

This study examines the relationship between married women's subjective decision-making autonomy and 

household food consumption expenditure on vegetables， fruits， fish， meat. and dairy products in households in ] ava. 

The estimated results of the quantile regression analysis， using individual data of the Fourth Wave of the Indonesian 

Family Life Survey (IFLS 4)， indicate that married women's decision-making autonomy positively affects the per 

capita food expenditure between the 10% and 60% quantiles， and it affects the poorest 10% quantile to the greatest 

巴xtent.1n addition， in the middle-expenditure group (the 40% and 50% quantiles)， it is likely that the per capita 

food expenditure in the household with a married woman making expenditure decisions in conjunction with her‘ 

husband is larger than in the household with a married woman making decisions independ巴ntlyfrom her husband. 

The results suggest that improving women's decision-making autonomy increases household expenditur‘e on 

protein-and micronutrient-rich foods in the low and middle expenditure groups in ]ava， 1n the middle-expenditure 

group， involving a married woman's husband in the decision-making process regarding household expenditure 

could improve the household food security. 

[Keywords] Women， Autonomy， Subjective Decision-Making Power， Food Security， Household 
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1.はじめに

人類学や社会学で、は，男女の社会的な役割の違いか

ら夫婦の力関係や選好に差があることが指摘されてき

た (Blumber宮 1984)0また近年， 1詮帯内の資源配分

に関する経済晴究によって，男女の選好の違いが世帯

の厚生水準に影響を与えること一具体的には，女性が

男性と比べて世帯の厚生水準を高める支出選択を志向

する傾向にあることーが実証的に明らかにされてい

る。例えば，家庭内における女性の自律性(autonomy)

が高まり女性の選好が家計支出の決定により大きく反

映されるに伴って，子どもの健康状態 (Brunsonet aL 

2009 ; Engel 1993)や医療受診(和庇I2009)，教育

環 境 (Kusagoand Barham 2001 ; Thomas 1990)， 

食料消費状況(Hoddinottand Haddad 1995 ; 

Quisumbing and Maluccio 2003 ; Schmεer 2005)が

改善されることが明らかにされている O

しかしながら，これら先行研究は平均値周りでの議

論に終始しており，家庭内における女性の自律性が佐

帯の厚生水準に及ぼす影響について所得・支出階層別

に比較検討した研究は極めて浪られている。さらに多

くの先行研究では，女性の自律性を寵接的に計測する

ことが困難なために計測が容易な女性の教育水準や所

得額などの客観的指標を代理変数として分析に用いて

お り (Agarwalaand Lynch 2006 ; Quisumbing and 

Maluccio 2003)，近年の社会科学研究で注自を集めて

いる主観的指標を用いた分析は絡についたばかりであ

る。そのため，とくに主観的指標を用いて，女性の自

律性と健康状態に直結する食料摂取との関係を論じた

研究は皆無に等しい(数少ない研究として Schmeer

(2005)がある)0 

そこで本稿では，世界的に定評のある第 4次インド

ネ シ ア 家 族 生活調査 (Thefourth wave of the 

Indonesian Family Life Survey， IFLS 4)の個票デー

タ1)を用いて，既婚女性の家庭内における自律性が世

帯の厚生水準であるフードセキュリティ(関や地域レ

ベルだけでなく世帯や個人レベルでも安全で十分な栄

養を含む食料が入手できるかどうかを重視する概

念)2)の水準に及ぼす影響を定量的かつ階層別に比較

検討することを目的とする。インドネシア女性の社会

経済的地位は東南アジア諸国の中では低い。例えば，

2008年における UNDPのジェンダー不平等指数

(Gender Inequality Index) をみると， 138カ屈のう

ちインドネシアは 100位，フィリピンは78位，マレー

シアは 50{立であった。このようにインドネシアで

は，女性の社会的地位や自律性向上の余地カ可也の東南

アジア諸国と比較して大きいと推察されることから，

同盟を分析対象とした。

佐帯のフードセキュリティの金側面を捉える完壁な

指標は存在しないが，開発経済学や公衆衛生学など多

岐にわたる分野で多用されてきた指標の Iつに食料消

費支出額がある (Webbet aL 2006)。この食料支出額

は，カロリー摂取量 (Hoddinottand Yohannes 2002) 

や食料摂取満足度 (Melgar-Quinonezet aL 2006) と

いった他の計測指標と明瞭な棺関関係があると指捕さ

れている O しかし貧国震では，食料支出額が増加しで

もおもに主食である穀類(炭水化物)の摂取量が増加

するのみで，栄養摂取バランスはあまり改善されない

可能性がある(石田ほか 1999)0そこで，インドネ

シアでは動物性たんぱく質や椴量栄養素の摂取不足が

指摘されていること(Usfarand Fahmida 2011 ; 

WFP 2007) を考慮して，本研究では食料消費の支出

合計額ではなく，それら食品への支出額を l金帝のフー

ドセキュリティ水準の代理変数とする。

女性の自律性の代理変数には， Rammohan and 

J ohar (2009)，和田 (2009) などの先行研究に倣っ

て，女性自身の主観的認識による意思決定力を用い

る3)。また分析にあたっては，国:帯のフードセキュリ

ティ水準に影響を及ぼすと考えられる社会経済的な複

数の要因も同時に検討する。

II. データと分析方法

1.データの概要

The RAND Corporation，j)とカジャマダ、大学人口政

策研究所，インドネシアの非政府調査機関である

Survey METERが 2007年から 2008年にかけて実施

した IFLS4の個票データを用いる o IFLS 4は向田 33

ナト!のうち，総人口の約 83%が居住している 14州の

13，535世帯 (44，013人)を対象としている全悶規模の

無作為標本調査である。

本稿では，同国の総人口の約 59%，貧困者人口の

約百%が居住するジャワ島を対象地域とする O ま

た，家族構成の違いによる影響を排除するために，既

婚女性とその夫が同居している世帯のうち，定量分析

に必要なすべての社会経済データが得られた 4，407世

帯(ジャワ潟のサンプル数は 7，905佐帝)を分析対象

とする O 女性の自律性についてのデータは既婚女性自

身の主観的認識による酉答結果を用いる。

2.分析方法

(1 )従属変数と計測方法

Iで述べた通り，インドネシアにおける栄養不足の

現状を考慮して，動物性タンパク質や鉄・ビタミン

Aなどの微量栄養素を豊富に含む野菜類・果物類・

魚類・肉類・乳製品類への消費支出額を出:帯のフード

セキュ 1)ティ水準の代理変数とする。

呉体的には，これらの食品項目に対する lカ月 1人

当たり消費支出額(以降活費支出額と絡す)の対数
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値5)を従属変数として間帰分析を行う。この支出額に

は購入分 (89.2%)に加えて自家消費分・贈与分

(10.8%)の市場評価額も含まれている6)。したがっ

て，農村における自給部分も考慮した値となってい

る。なお，居住地域によって物価水準が異なることか

ら，消費支出額はインドネシア中央統計庁 (Badan

Pusat Statistik)が設定している各州の農村都市部貧

困ラインのデータを用いて物価調整した。

ところで，家計支出額は中央値が平均値よりも相当

に小さく左に歪んだ分布をしていることが多く，一般

的に対数正規分布に近似できることが知られている O

したがって， OLSを用いた場合，推定結果に偏りが

生じることになる O 本稿で用いたデータセットもこの

例外ではなく，消費支出額の平均値と中央値は 86，819

ルピアと 62，908ルピアであった (2007年時点で 1ル

ピア=約 0.01円)。

そこで本稿では，対数変換した消費支出額を従属変

数として用いると同時に，平均値崩りだけではなく任

意の分位点でミ独立変数のパラメータが推定可能な向11寺

分位点回帰 (simultaneousquantile regression) を適

用する。分位点田帰は次のように定式化できる。

lny/ = i3~x/ 十 uo/ with Quanto Ony/ 1 xJニ /3ox/

ここでねは独立変数の列ベクトル，/30は係数(パ

ラメータ)の列ベクトルである。 QuantoOny/ 1ぁ)

は，独立変数が所与の値のときに， θ分位点における

従属変数lny/の値がいくらかを表している O 。分位

点における分位点回帰は，次式の値を最小化する係数

/30をオミめることによって解くことカfできる O

min 1 ~B 1 lny/一取/1+ ~(1 θ) 1 lny/-/3;x/ 11 
)ERl¥ l i:Yi:?:}:tl

匂

i:Yi</3:rj

(2)説明変数

説明変数には，世帯のフードセキュリティに関する

先行研究の指摘(松本・石田 2010など)を詰まえ

て，多重共様性がないことを確かめたうえで次の諸変

数を用いるわ:佐帯主の年齢(歳)， t世帯主の教育水

準ダミー(未就学，小学校中退，小学校卒，中学校

卒，高校卒，大学卒以上に各々該当する場合=1，非

該当=0)，世帯員数(人)，金融資産ダミー(所有し

ている預金あるいは宝石類あり=1，なしニニ0)，自然

災害ダミー(過去 5年間に災害によって深刻な被害を

受けた=1，非該当ニニ0)，地域ダミー(農村口1，都市

=0)。
これらの説明変数に加えて，女性の自律性の代理変

数として，家計支出の意思決定に関する「既婚女性の

意思決定ダミー(現婚女性が意思決定=1，非該当口

O)Jを用いる。さらに，既婚女性の夫による意思決定

への関与がいかなる影響を及ぼすかを検討するため

に， r夫の意思決定ダミー(既婚女性の夫が意思決定

口1，非該当ニO)Jと「既婚女性と夫の意思決定ダ

ミーjとして 3つのダミー変数一「既婚女性以外J
「既婚女性とその夫Jr既婚女性のみ」が意思決定す

る，に各々該当する場合ヱニ1，非該当=0ーを用い

る8)。

IFLS4では，家寵内で、出費する食料，高額な買い

物，両親や家族への現金贈与，儀礼用の糟答品の 4項

目に対する家計支出について，家族員の誰が意思決定

を行っているかを質問している(複数詞答可)。本稿

では，既婚女性の主観的認識に基づく問答結果を用い

て，既婚女性自身あるいはその夫が4項目すべてに意

思決定を行っていると既婚女性が囲答した場合のみ，

各々が意思決定力を有する(=ダミ…変数で lの値を

とる) と半リ断した9)。

国.分析結果と考察

1.集計結果

表 1に，本稿で使用した変数の平均値と標準偏差を

示した。既婚女性の主観的認識によると，家計支出に

既婚女性の意思決定力がある殴帝は全体の 78.5%で

あるのに対して，夫は 25.l%と両者に明白な差が認

められた。より詳細には，食料消費に意思決定力のあ

る既婚女性は 90.6%であったのに対して，夫は 29.0

%にすぎなかったO また 既婚女性と夫の意思決定夕、

ミーの平均値から， r既婚女性以外Jが意思決定をし

ているのは 21.5%，r既婚女性のみjは62.0%，r既婚

女性と夫jは16.6%であった。

こうした集計結果から，ジャワ社会では女性が家計

管理の中核を担っていること(ギアツ 1980)がうか

がえる 10)。加えて，家計支出に意思決定力を有する夫

は，既婚女性が主として担っている家事に関与してい

るという意味で，世帯内の意思決定に強い影響力を有

するか家事に協力的あるいは関心が高いと推察され

る。

表2に，消費支出階層別にみた消費支出額と意思決

定ダミーの平均値を示した。多重比較 (Dunnettの

T 3) による検定の結果 野菜類などへの支出額は第

I 位(最ド位)支出階層 (20，298ルピア)でとくに低

く，栄養摂取状況に問題があることが硲認された。ま

た，既婚女性に意思決定力のある世帯比率も，第 I位

支出階層 (73.l%)でとくに低いことが判明した0

2007年におけるジャワ島の賞罰者比率が 14.4%であ

ることを考癒すると，貧困層11)では既婚女性の意思決

定力が相対的に低いと推察される。その一方で、， r夫
の意思決定ダミーJ，r既婚女性と夫の意思決定ダ

ミー」の「既婚女性とその夫Jと f既婚女性のみJに

ついては階層間で有意な差は認められなかった。こう

した点も踏まえて，つづく 2では，世帯のフードセ

キュリティに影響を及ぼすと考えられる複数の要因を
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表 1 平均値と穣準偏差

王子均値 標準偏差

消費支出綴(l人当たり野菜類・果物類・魚類・肉類・乳製品類への消

費支出額(千ルピア/月綴))
86.819 

0.785 
0.251 

87.643 

0.411 
0.434 

既婚女性の意思決定ダミー(既婚友牲が意思決定=1，非該当=0)
夫の窓思決定ダミー(既婚女性の夫が窓思決定之江1，非該当=0)
既婚:9:'1笠と夫の意思決定ダミー(該当口1，非該当口0)

長E婚女性以外が意思決定

既婚女性と犬が慈し思決定

既主義女性のみ意思決定

世論今主の年齢(歳)

也手術::tの教育水準ダミー(該当記1，非該当=0)
未就学(基準)

小学校中ill
小学校卒

中学校卒

潟校卒

大学卒以上

世帯?員数(人)

0.215 
0.166 
0.619 

43.219 

0.411 
0‘372 
0.486 

13.048 

金融資産ダミー(預金 or宝万殺を所有している口1，非該当=0)

0.054 
0.165 
0.267 
0.139 
0.279 
0.097 
4.055 
0.655 
0.081 
0.425 

0.227 
0.371 
0.442 
0.346 
0.448 
0.296 
1.498 
0.475 
0.273 
0.494 

自然災~ダミー(過去 5 年間に災害による被答あり 1，非該当 =0)
農村ダミー(農村=1，者1;司1=0)

表2 支出階層別にみた消費支出額と意思決定ダミーの平均値

消費支出額 既婚女性の意思 犬のm忠、決定 成婚女性と夫のな思決定夕、ミー

(千ルピア)2) 決定ダミ _2) ダミ 女↑生以外2) 女性とその夫 久:t主のみ
第 I階層1) 20.298 0.731 0.252 0.269 0.148 0.583 
第111替問 42.013 0.792 0.240 0.208 0.161 0.631 
員r，rn1法府 63.696 0.787 0.250 0.213 0.171 0.616 
第五司法府 97.500 0.797 0.246 0.203 0.165 0.632 
第V階!務 210.260 0.820 0.268 0.180 0.185 0.635 

平均 86.753 0.785 0.251 0.215 0.166 0.619 

a: 1) 世f菜類・染物aí'l・ f!.\類・肉類・乳製品類への消~J(支出窓1が{ほい=1-高い v 。
2) Dunnett の T3 による多重iヒ絞の給来，滞情 I とその他の階的との 11自に 10% 水準以下で有)~Jこ去をが見られた。

検討していく。

2.開時分位点顕帰分析の計測結果

表3に，支出分位 10% (低位支出階層)から 90%

(高位支出階層)までの支出関数の計測結果を 3パ

ターン一つまり， r既婚女性の意思決定ダミー」のみ

(計iRlJ式I)， r夫の意思決定ダミーJのみ(悶 II) ， 

f既婚女性t)、外Jr既婚女性のみJr既婚女勺性とその夫」

の意思決定ダミー(問団)ーに分けて示した。いずれ

の計測式においても，従属変数は消費支出額の対数値

であることから係数の推定値は，説明変数が連続変数

である場合には，説明変数が l単位だけ変化するとき

に消費支出額が何%変化するかを示している。説明変

数がダミー変数の場合には，説明変数がOの債を取る

ときによヒベて lの値を取るときに，消費支出額が何%

変化するかを読み取ることができる。

E士帝主の年齢はすべての計測結果で有意に正であっ

た。しかし，係数値は極めて小さいことから，世帯主

の年齢が世帯の消費支出額の増加に与える影響は小さ

いと考えられる。こうした背景として，年功序列に

よって加齢とともに給与水準が概して高くなるフォ

マル部門への就業者比率が低いことなどが想定され

るO

I世帯主の教育水準も概ね有意で、あり，教育水準が高

くなるほど係数値も正に大きくなっている。また，金

融資産ダミーもすべての計測結果で有意に正である。

したがって，フィリピン(松本・ 5田 2010) など他

の途上国と問様に人的資本の蓄積と金融資産の保有は

世帯の消費支出額に大きく寄与することを示してい

る。

世帝員数の係数値はすべての計測結果で有意に負で

あり，食料支出額に規模の経済が働いている可能性

(Kusago and Barham 2001)が示された。農村ダミー

もいくつかの分伎点で有意に負であり，インドネシア

において都市部よりも農村部に居住する世ー帯は概して

フードセキュリティの水準が低いという Usfaret al 

(2007) の指摘とも整合的である O その理由として，

Usfar et al. (2007) も指摘しているとおり，農村部

よりも都市部では，給与水準が高いことに加えて固定

給を得ているフォーマル部門の就業者比率が高いこと

などがあろう。

さらに，いずれの計浪IJ式においても，自然災害ダ

ミーは最貧層である 10%から比較的高位時層に属す

る70%分位点で
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表 3 問時分f立点回帰分析のき十浪IJ結果

10%分{立点 20%分{立点 309自分位)~~
I 召 m I 五 盟 E 田

既婚女性の意思決 0.132ネ 0.097* 0.114 * * 
定ダミー (2.078) (2.368) (3.143) 
うミの意思決定ダ 一0.068 -0.014 -0.014 
、、、一 (一1.026) (-0.326) (-0.398) 
既婚女性と夫
:女性以外・主主後
:女性と夫 0.087 0.101 0.095 

(0.916) (1.695) (1.894) 
:女性のみ 0.133* 0.095ネ 0.115ネ*

(2.058) (2.207) (3.002) 
1立苛主のifoi論、 0.009* * 0.009* * 0.009* * 0.007* * 0.007* * 0.007ネ * 0.008* * 0.008* * 0.008* * 

(4.47) (4.959) (4.682) (4.198) (4.336) (3.938) (6.501) (6.869) (6.801) 
{止荷主の教育水準

未就学・主主添
小学校中退 0.118 0.106 0.197 0.182*ネ 0.171 * 0.185* 0.294 * * 0.302* * 0.300* * 

(0.99) (0.912) (1.555) (2.598) (2.486) (2.484) (4.351) (4.529) (4.366) 
小学校卒 0.287* * 0.293* * 0.374 * * 0.325* * 0.309* * 0.324 * * 0.400* * 0.398* * 0.405*説

(2.669) (2.703) (3.371) (4.759) (4.841) (4.721) (6.022) (6.079) (6.162) 
中学校卒 0.303* 0.321 * * 0.384 * * 0.427* * 0.406* * 0.435* * 0.484キ* 0.479* * 0.483* * 

(2.442) (2.612) (2.852) (5.32) (5.343) (5.16) (6.586) (6.382) (6.244) 
rr，~;校卒 0.644 * * 0.671 * * 0.733* * 0.709* * 0.715* * 0.710* * 0.812* * 0.809* * 0.808* * 

(5.495) (5.531) (6.151) (9.101) (9.353) (8.737) (11.084) (11.329) (10.624) 
コミ学卒以上 1.121学ネ 1.149* * 1.229ネ * 1.077* * 1.091 * * 1.078* * 1.127* * 1.113** 1.129*ネ

(8.592) (8.72) (9.29) (12.605) (12.796) (12.451) (14.937) (14.369) (14.754) 
世情員数(人) 一0.110** …0.119* * -0.113 * * 一0.111* * -0.115 * * -0.112* * -0.120* * -0.122キ* -0.121 *キ

(-6.003) (…6.059) (-6.031) (-8.635) (-9.71) (-8.902) (-11.465) (-11.263) (-11.454) 
金融資産ダミ 0.333* * 0.312* * 0.323* * 0.326キ* 0.338キ* 0.326* * 0.286* * 0.293* * 0.285* * 

(6.074) (5.183) (5.767) (8.989) (9.834) (8.704) (7.787) (8.108) (7.575) 
自然災~.ダミー -0.247* -0.227* -0.238* -0.123* …0.137* 一0.120* …0.132* -0.116 * -0.138* 

(…2.378) (…2.129) (-2.176) (…2.198) (一2.285) (…2.089) (-2.351) (-2.107) ( -2.48) 
EZ村ダミー …0.089 一0.072 …0.095 -0.051 -0.044 -0.047 -0.089* -0.091 * * -0.099本キ

(-1.412) (一1.084) (一1.601) (-1.189) (-1.029) (-1.117) ( -2.523) (-2.617) (-2.878) 
まさ数項 9.460* * 9.585* * 9.398* * 9.895* * 9.978決* 9.896* * 10.078*ネ 10.178* * 10.083* * 

(49.047) (54.829) (49.585) (76.5) (81.94) (72.629) (105.518) (104.394) (102.38) 
疑似決定係数 0.090 0.089 0.090 0.112 0.111 0.112 0.120 0.118 0.120 

40%分f立点 50%分{むさ 60% 分七'Lr~X
I H 湿 I E 湿 H m 

既婚女性の意思決 0.100* * 0.060* 0.070* 
定ダミ (2.842) (1.996) (1.987) 
夫の窓思決定ダ 0.025 0.022 0.024 
、、、一 (0.78) (0.748) (0.75) 
既婚女性と夫
:女:性j:)、外・基準

:ムJ院と炎 0.108 * 0.085* 0.077 
(2.233) (2.067) (1.737) 

:女性のみ 0.099* * 0.057 0.069 
(2.739) (1.776) (1.937) 

i止荷主の年齢 0.009* * 0.009* * 0.009*本 0.009* * 0.009* * 0.009* * 0.010* * 0.010* * 0.010* * 
(7.465) (8.085) (7.606) (6.952) (7.442) (7.573) (8‘028) (8.177) (8.198) 

世帯?主の教育水滋
未就学・務当主

小学校中退 0.310* * 0.280* * 0.309* * 0.243* * 0.237* * 0.251 * * 0.205* * 0.199* * 0.209* * 
(3.988) (3.588) (4.103) (3.197) (3.322) (3.2) (2.885) (2.983) (2.931) 

小学校卒 0.399* * 0.376本* 0.400* * 0.373* * 0.360* * 0.380* * 0.337* * 0.338*ネ 0.342* * 
(5.395) (5.027) (5.599) (5.063) (5.056) (5.129) (4.638) (4マ875) (4.761) 

中学校卒 0.487* * 0.464 * * 0.487* * 0.464 * * 0.454 * * 0.462* * 0.436* * 0.439* * 0.444*平

(6.207) (5.73) (6.241) (5.568) (5.751) (5.478) (5.562) (5.851) (5.684) 
高校卒 0.829* * 0.811 * * 0.829* * 0.779* * 0.778* * 0.787* * 0.765* * 0.762* * 0.770*本

(11.107) (10.611) (11.373) (10.074) (10.405) (9.969) (10.484) (10.93) 00.599) 
大学卒以上 1.158 * * 1.122* * 1.159* * 1.122* * 1.113* * 1.135* * 1.108* * 1.113* * 1.113* * 

(13.478) (12.937) (13.598) (12.765) (12.888) (12.815) (13.974) (14.53) (14.107) 
世帯員数(人) -0.121 * * -0.120* * -0.120ネネ -0.120* * -0.124 *キ -0.121 * * -0.126* * …0.126* * -0.126* * 

(-13.18) (-12.342) (-12.84) (-12.292) (-12.417) (-12.646) (-13‘335) (…12.995) (-12.915) 
金融資ilEダミー 0.268* * 0.277ネネ 0.267*キ 0.239* * 0.241 * * 0.235* * 0.247* * 0.254 * * 0.245* * 

(8.91) (9.966) (8.591) (8.222) (8.611) (8.253) (9.008) (9.29) (9.141) 
自然災害ダミー 一0.168** …0.170* * …0.166 * 一0.107* 一0.104* 一0.113* -0.149* * -0.152* * -0.150* * 

(-2.905) (…2.939) (-2.968) (-2.381) (-2.106) ( -2.441) (-3.386) (-3.398) (-3.298) 
農村ダミー -0.091 * * 一0.090** 一0.093** -0.082* * -0.086* * -0.083* * -0.058 -0.058 -0.056 

(-2.714) (-2.882) (-3.007) (-2.78) (-3.097) (-2.987) (-1.842) (一1.931) (-1.829) 
定数項 10.239* * 10.309* * 10.234 *本 10.494 * * 10.537* * 10.481キネ 10.635* * 10.683* * 10.627* * 

(107.217) 008.852) (106.662) (96.522) (99.058) (96.921) 000.21) (108.031) (100.51) 
疑似決定係数 0.125 0.124 0.125 0.130 0.129 0.130 0.135 0.135 0.135 

注1)* *は l% 水誌も *1ま 5% 水準で統計'flヲ;こ存T~であることを示す。また， j舌弧内は z1直を~す。
2 )野菜類 果物類・魚類 肉類・乳製品類への消費支出額が低い=1096分{立点~おし¥=90%分{立点。
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表3 同時分イ立正常、回帰分析の計測結巣(つづき)

70%分{立点 80%分位点 90%分{立点

E 国 E 血 I H 回

既婚女性の湾、思決 0.040 0.032 0.022 
定ダミー (1.218) (0.926) (0.502) 
夫の意思決定ダ …{).004 -0.046 …0.013 
、、、 (-0.127) (-1.55) (…0.261) 
既婚友性と夫
:女性以外・基準
.女性と夫 0.014 ベ0.020 -0.003 

(0.338) (-.489) (-.053) 
-女性のみ 0.041 

(0103458 3) 
0.029 

(1.254) (0.653) 
f!I:荷主の年齢 0.010* * 0.010* * 0.010* * 0.010* * 0.010* * 0.010*ネ 0.010* * 0.010* * 0.010* * 

(8.398) (8.159) (8.783) (6.852) (7.298) (7.169) (6.942) (6.855) (6.406) 
I!!怜2主の教育水準
未就学・基準
小学校中退 0.245* * 0.233* * 0.253* * 0.227* * 0.224 *キ 0.235* * 0.164 0.220* 0.175 

(4.033) (3.976) (4.128) (2.759) (2.806) (3.003) (1.538) (2.028) (1.682) 
小学校卒 0.407*ネ 0.397* * 0.412* * 0.394* * 0.391 * * 0.394 * * 0.288* * 0.335* * 0.297* * 

(6.516) (6.836) (6.941) (5.114) (5.168) (5.324) (2.843) (3.215) (2.87) 
中学校卒 0.509* * 0.494 * * 0.516* * 0.515* * 0.497*ネ 0.503* * 0.487* * 0.537* * 0.496* * 

(7.479) (7.421) (7.423) (6.087) (5.87) (6.058) (4.38) (4.645) (4.386) 
高校卒 0.805* * 0.795* * 0.814 * * 0.767* * 0.761 * * 0.758* * 0.680* * 0.724 * * 0.689* * 

(13.191) (13.373) (13.372) (9.22) (9.486) (9.552) (6.375) (6.663) (6.344) 
大学王手以上 1.174** 1.166 * * 1.180* * 1.182* * 1.184 * * 1.174** 1.082* * 1.110* * 1.089* * 

06.087) 06.2) (16.489) (12.484) (13.127) (13.04) (9.54) (9.721) (9.478) 
世帯員数(人) -0.129* * -0.127* * -0.129* * -0.125 * * 一{).128* * 一{).127村 -0.129* * -0.132* * -0.129* * 

( -12.891) (-13.055) (-13.074) (-12.762) (-12.605) (-12.667) (…12.324) (-12.074) (-12.127) 
金員虫望号ilEダミ 0.253* * 0.252* * 0.257キ* 0.224 * * 0.230* * 0.229* * 0.205* * 0.207* * 0.208* * 

(8.826) (8.685) (8.951) (7.389) (7.082) (7.052) (5.235) (4.899) (4.867) 
自然災害ダミー -0.158* * 一0.157** -0.157* * 一0.069 一0.078 -0.074 -0.086 0.075 …0.056 

(-2.67) (-2.593) (-2.633) (-1.091) (一1.275) (…1.228) (-.99) (-.887) (-.646) 
j長村ダミ -0.054 -0.050 -0.052 -0.052 0.052 一0.061* …0.035 -0号043 -0.029 

( -1.864) (-1.819) ( -1.823) (-1.725) (-1.687) (-2.052) (….707) (-.883) (-.614) 
定数項 10.799* * 10.830* * 10.782*本 10.995* * 11.054 * * 11.007* * 11.398 * * 11.381 * * 11.384 * * 

(113.266) (115.118) (111.105) (91.528) (96.759) (92.331) (81.532) (80.146) (76.24) 
疑似決定係数 0.137 0.137 0.137 0.136 。‘137 0.137 0.132 0.132 0.132 

i主1) **は 196水i焦*は 5%水HH:.で統計局的lこ有意であることを示す。また，括弧内は Z値を示す。

2)野菜類 采物類・魚類・肉類 乳製品類へのii守焚支出額が低い=10%分f立点~高いエ=90%分{立点。

貧層で最も負に大きい。つまり，経済的に余力のない

貧国世帝ほど予知せぬ災害からのダメージを間避でき

ず，その影響が長51く可能性も大きいと推察される。

それではここで，本稿の主題である女性の自律性と

消費支出額との関係をみていこう。計測式 Iの推定結

果から明自なとおり，既婚女性の意思決定ダミーは，

低中位支出階層 00%から 60%分位点)で 1%ある

いは 5%水準で、フ。ラスに有意で、ある O よって，これら

の分位点では，他の変数を所与としたときに，既婚女

性が意思決定をしている世帯はそうでない世帯と比べ

て，消費支出額が 6~13% 程度増加すると考えられ

るO つまり，既婚女性に家計支出の意思決定力がある

場合，世帯の消費支出額は概して高くなることが明ら

かとなった。

ここで，存意であった分位点の係数値を比較する

と， 10%分位点ではO目132，20%分{立点では 0.097，30 

%分位点では 0.114，40%分位点では 0.100，50%分

位点では 0.060，60%分位点では 0.070であり，低位

分位点ーとくに最貧層である 10%分位点ーで係数値

は大きかった。したがって，低位支出時層の世帯ほど

既婚女性に家計支出の意思決定力があれば，社帯の消

費支出額の上昇率は大きい…つまり，世帯のフードセ

キュリティ水準が向上する可能性が高いーといえる。

表2の集計結果(既婚女性に意思決定力のある I止帯割

合は最貧層で最も低いこと)を勘案すると，最貧層で

は女i生の自律'生を高めることによってフードセキュリ

ティの水準を改善する余地があるともいえよう。

その一方で、，計測式Hの推定結果から，夫の意思決

定ダミーはすべての分位点で有意ではなく，消費支出

額には影響しないことが示された。こうした分析結来

は，男女に選好の違いがあり，女性は男性より役帯の

厚生水準を高めるような選択(抑えば食料支出額の増

加)そ選好するという先行研究の指摘 (Hoddinott

and Haddad 1995など)と整合的である。

それでは，夫が家計支出の意思決定に関与すること

は本当に意味がないのだろうか。また，既婚女性とそ

の夫がともに家計支出の意思決定を行っている場合に

は，消費支出額にどのような影響を及ぼすのであろう

か。これらの疑問を解明するために，既婚女性と夫の

意思決定ダミーの計測結果をみてみよう O

計ì~1j式 E の推定結巣から，既婚女性のみが意思決定

を行っている場合，既婚女性の意思決定ダミーと同様

に10%から 40%分位点で 1%あるいはら%水準で消

費支出額が増加することが読みとれる。より詳述する

と，これらの分位点では，他の変数を所与としたとき

に，既婚女性のみが意思決定をしている i止帝は既婚女
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性が意思決定をしていない世帯と比べて，出費支出額

が 9~13% 程度増加すると推定できる。

さらにここで留意すべきことは，夫の意思決定ダ

ミーと消費支出額とは無関係であったにもかかわら

ず，既婚女性と夫がともに意思決定をしている世帯

は， 40%と50%分位点において消費支出額が5%水

準で有意に大きいということである O しかも，係数値

は既婚女性のみが意思決定をしている世帯より大き

かった (40%分、f立点では 0.108>0.099，50%力、f立点

では 0.085>0.057)。つまり，これらの分位点では，

既婚女性と夫が協力して家計支出を決定している限:帯

ほど，消費支出額は増加する傾向にあるといえる。し

たがって，これらの中位階層の男性は家庭の食料消費

に一定の関心をもっていることが示唆される O

それではなぜ， 10%から 30%分位点において，既

婚女性と夫がともに意思決定をしている世帯の支出額

が有意に大きくなかったのだろうか。低位支出階層で

は夫が家計に関与している世帯ほど，そうでない除帯

と比べて 1人当たりタバコなど晴好品への支出額が多

かった(下位 30%支出階層では 21，298>19，843ルピ

ア，それ以上の支出措!替では 27，822ルピア<29，844

ルピアと逆転している)。このことから， 30%分{立点

以下では夫の関与はタバコなどl脅好品への支出額の増

加を助長する可能性がある。こうした分析結果は，所

得水準が高いほど男性の栄養摂取への関心が高いとい

う指摘 (Rooset al. 1998; Satheannoppakao et al. 2009) 

や妻だけでなく夫の関与が世帯厚生の向上に寄与する

という指摘 (Engle1993) とも整合的である O

最後に， 70%分位点以上の上位支出階層では，ど

の計測式においても意思決定ダミーは有意ではなかっ

た。所得が高くなるほど夫婦は食料以外の財・サービ

スを選k子するようになるという Kusagoand Barham 

(2001)の指嬬を勘案すれば，上位支出階層では既婚

女性，夫ともに選好が食料以外(教育や耐久消費財な

ど)に向かうため，もはや世帯内の意思決定が浪費支

出額に影響を及ぼさないことを示しているのかもしれ

ない12)。

IV.おわりに

本稿では，インドネシアの IFLSデータを用いて，

既婚女性の自律性と世帯の食料消費支出額との関係を

定量的かつ階層別に比較検討することを目的とした。

調査対象であるジャワ島では，既婚女性の 78.6%

は世帯支出に意思決定力がある で，夫の 25.1% 

のみがut帯支出の意思決定に関与していた。また，既

婚女性に意思決定力のある世帯比率はとくに最貧富で

低いことが明らかになった。問時分位点i到帰分析の結

果，野菜類・果物類・魚類・肉類・乳製品類の 1カ月

1人当たり消費支出額と，阪:帯主の教育水準，金融資

産の保有とはプラスの隠係がある一方で t1t帯員数，

自然災害，農村居住はマイナスの関係があることが示

された。こうした分析結果は先行研究の指摘と概ね整

合的である O

家庭内における家計支出の意思決定に関しては，低

中位支出階層においては，既婚女性が家計支出の意思

決定をしている世帯はそうでない世帯と比べて消費支

出額が有意に高いことが明らかとなったO また，既婚

女性の意思決定力は最貧国層において消費支出額に最

もプラスの影響を及ぼすことが示された。さらに，夫

の意思決定力は，すべての支出階層で、消費支出額に影

を及ぼさないことも明らかとなった。しかし，中位

支出指層では既婚女性と夫が協力して意思決定をして

いる仕上帝は，既婚女性のみが意思決定をしている祉帯

よりも消費支出額が高くなることが示された。加え

て，高位支出階層では，既婚女性と夫の選好が食料消

費以外(教育や耐久消費財など)に向かうため， 1止帯

内の意思決定力が諮費支出額に影響を及ぼさない可能

性が示唆された。

これらの分析結果から，女性の自律性がut帯の厚生

水準に及ぼす影響はl1t帯の経済力によって異なること

が明らかになった。世A帯の厚生水準と世荷内意思決定

との関係を考察するためには，階層別に検討する必要

が確言忠されたのである。また，インドネシアにおいて

女性{憂位が認識されてきた家事への男性の関与を検討

する必要性も示された。

それでは，本稿の分析結果から，どのような政策的

インプリケーションが得られるであろうか。 i止帝主の

教育水準の向上や資産の塙噺iを政策的に実現すること

は緩めて困難である。それゆえに，女性の自律J性がも

ともと低くないジャワ烏においても， 1丘中位階層ーと

くに最貧層ーのフードセキュリティを改善するうえ

で，家庭内における女性の自律性や意思決定力を高め

る施策が効果的であると考えられる O また，ある程度

経済的に余裕がでできて男性も食生活に関心をもっ中

位階層については，家計支出の決定に妻とともに夫も

関与するように促す啓発活動を推進していくことが効

果的かもしれない。さらに，食育や生活改替プログラ

ムのターゲットを低・中所得層の女性と中所得層の男

性に絞り込むことで，政策効率の向上が期待される。

こうした活動の受け肌としては，スハルト政権下に確

立された PKK(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

<料理講習，栄養知識の普及を含む家族福祉運動>)

などの既存チャネルの活用も効果的かもしれない13)。

付記:本稿は，科学研究費補助金(基盤研究 A，課

題番号 22255012)の成果の一部である。
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(注)

1) IFLS はインドネシアIl[g-のパネルデータであり，一定の司11

線を受けた調査員(大学卒以上程度の学涯を有する)が聞

き l絞り f凋査を f子なっていることから，データの信 NI.~位予は 22i

いと考えられる。対象i止慌の選定や調査内容等に関しては

http://www，rand，org/labor/FLS/IFLS，html (2012年 4Jj

9日に最終アクセス)を参照されたい。今後はパネルデータ

分析がÄ#~題である。

2) FAO (2010)は“Foodsecurity exists when all people， at 

all times， have physical， social and economic access to sufficient， 

safe and nutritious food that m関係 theirdi芭taryneeds and 

food preferences for an active and healthy life，"と定義し

ている。

3 )ジャワ烏のような多文化で劇的な絞済社会変化を経験して

いる地域では，教育水準などではなく史観的指擦のほうが

適切で?あるという指摘 (Frankenb巴rgandThomas 2001)が

ある。

4) The RAND Corporationは，研究と分析を通して政策改善

などを支1;立する j主11祭的なJド'長1・利高[U誌である (http://www

rand.org/about/history.htm1，2012 "fo 4月9日におえ終アクセ

ス)。

5 )対数変換する過程で，食料消費支出額がOルピアである 15

jlJ:{i¥' (0.03 % )をサンプルから削徐した。

6 )自家ii'i~そう子・贈与分の割合は農村吉11 (l7.l 9o ) >都市部

(7.7%)であった。その内訳(野菜・染物の自主主栽筏など)

はILFS4[こ含まれていないため，自家栽培なと々が消費支出

額に及ぼす影響については分析できなかった。

7)多重共線伎の有無を終認するために各独lL変数の VIFf[立を

オとめたところ，すべての関先!?式における絞火値は 5.37，王子

均僚は 2.39であった。よって，独立変数1mに多支共級位は

ないと判断できる。

8 )既婚女性が2人以!こいる 298U上帝 (6.8%)については， j止

，;背内の支出自己分により関与していると推察される世花;支の

況偶者の陸l答紡来をmいた。

9 )自律性を言hJllJする燥しさは複数の研究で指扱されているが

(Agarwala and Lynch 2006)， 4'稿では便宜的にこれらの

変数を1日いる。

10)ただし， r既婚女性のな思決定ダミー」の平均値はスラウエ

シぬ (0.88)，スマトラ烏(0.80)，小スンダ列島 (0.77) と

間程度であり，ジャワ島における女性優位性は確認できな

かった。

11) 1人当たり食料支出額と 1人当たり家計支出額との!問には正

のi{lf主jが認められた(相関係数は 0.64)。

12)エンゲル係数と 1人当たり家計支出額とのIIJJには負の相関

が認められた(相関係数は-0.39)。

13) PKK は貧困絡去をを強めた (Beardand Cartmill 2007)，あ

るいは炎を支える姿像を強調した(1:1'谷 2007) という指

摘がある一方で、， ~と性自身の自律性向上に役立っていると

いう指摘(平!]!'I' 2005) もある O こうした自律性に彩写~i を

」チえる~悶も含めた検討は今後の諜足立としたい。
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