
  
  カンボジア農村における子供の成長へのリスク・プーリン

グと社会的ネットワークの役割

  誌名 農林業問題研究
ISSN 03888525
著者名 三輪,加奈
発行元 富民協会
巻/号 47巻1号
掲載ページ p. 29-34
発行年月 2011年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



個別報告論文 C 29 J 

カンボジ‘ア農村における子供の成長へのリスク・

プーリングと社会的ネットワークの役割

三輪加奈(釧路公立大学)

The Role of Risk Pooling and Social Networks on Child Growth: 

A Case Study in Rural Cambodia 

Kana Miwa (Kushiro Public University of Economics) 

This paper aims to empirically examine the impact 

that unexpected shocks suffered by households have 

on child growth in rural Cambodia， considering the 

role of informal risk pooling and social networks. In 

2007 and 2009， we had conducted a household survey 

in rural Cambodia， and we measured child growth by 

1 はじめに

子供の成長にはリスクを伴う司たとえば，病気に

かかることや，自然災害などによる住環境の破J!}:fや

良作物への被1玄， およびそれらによる家計所一向の減

少と支出のJ'~i大などのリスクが考えられる. これら

の事前に予期することのできないショックを受ける

ことにより，子供の健康・栄養状態が務ち込み，そ

の後の成長にマイナスの彩科がもたらされること

が， これまでの研究で明らかになっている.

子供0の))成戎長に深く1関勾i述主している， j縫栓段 ¥ í~保呆縫t医公ぢ抗療J正t

lは工'教育などとともに「人的資本 (humancapitaO J 

とよばれ，今日の開発途上国の開発において，その

役割が重要視されている. とりわけ子供の健康・栄

養状態の改善や安定的な成長，教育水準の向上は，

生f1î~性の向上をもたらし会l:tl削減や将米の持続的

発展にとって重要なな味をもっている.したがってち

子供の成長の決定要悶の解明は，健康状態の改議:や，

ひいては食悶の削減について重要な示唆を与えるも

のと考えられる.

そこで本稿ではち開発途1二国のひとつであるカン

ボジアの，特に食|ね問題が深刻な};!k村i3sでの子供の

成長(健康)について，それを決定づけ』る要因とし

ての家主|ーが直面したショッグに焦点をあて，カンボ

ジア1;討すで独自に収集したデータをIIIいて，それら

( 29 ) 

height within the two years. We find tl1at in rural 

Cambodia， unexpected shocks have a significant 

impact on child growth. However， once households 

use the risk pooling system， this impact wil1 disap-

pear. The existence of social networks plays no sig-

nificant role in child growth in our study. 

のショックが子供の成長に与えるJ}}3斜jについて検証

する，なお，本稿での「ショック j とは，民i'r物被

答(不f'i') や，家計構成員の病気やケガ，死亡，失

業など，家計所得・支出の変動をもたらす，家計カミ

ヨniiJに予期することのできない出来lJi:のことである.

ショックの子供の成長への;;民J15を考察した先行研

究tこおし、て， Foster [lOJとdelNinno and Lundberg 

[7Jは，それぞれノくングラデシュで起こった大洪水

の j~辞を検証し，洪水の被害を受けナミ子供の方がよ

り低成長であることを指摘している. Hoooinott ano 

Kinsey [I2]は，千ばつにより，ジンパブエ出村の

幼少WJの子供，貧しい家計の子供.および女児が低

成長であることを示し， Alderman， et a1. [3J は，

ジンパブ工法村での二i土ぱっと内戦が，子.j;Jその栄養状

態に対して長期的に負の影響を与えていることを指

1~品している.また， I~:~作物被:雪(不作)の子供の!記

長への彩\WI~を検証した Yamano， et a1. [13Jは，エチ

オピアの子供はショックに対して脆弱でーあるという

結;命を得ている.

成長と関連したこ子供の健康・栄養状態へのショッ

クの影響について， Gertler， et al. [11 ]は両親の病気

のショック(へんス・ショック)が，その子供の健

康状態を悪化させることを，インドネシアの事例で

示し三輪は，本研究の対象国であるカンボジ



[30 J 段;休業問題研究(第 182号・ 2011年6月)

アにおいて，子供自身のへんス・ショックが栄養状

態を悪化させうることを明らかにしている.さらに、

ある 1種類のショックだけでなく，さまざまな経済

的ショック(正負どちらのショックも含む)の影響

を考察した， Cater and Maluccio [6Jは，南アフリカ

において，家計員の死亡や深刻な病気，失業などの

マイナスのショックが子供の栄養状態に負の影響

を，新たな織に就くなどのプラスのイベントが正の

影響をそれぞれもたらすことを指摘している 1)

これらの先行研究より，家計が直面した自然災害

や農作物被害，家計構成長の病気や死亡などの不測

のショックが子供の栄養状態に影響を与え，また成

長を決定づける重要な要因であることが示唆される.

子供の成長などに影響を与えうるショックへの対

処方法のひとつとして，住民の親族関係や人間関係

としての「社会的ネットワーク (socialnetwork) Jを

通じて，家計が他家計との開でインフォーマル信用

や贈与のやり取りを行うことで， (完全ではないなが

らも)ワスクのプールがなされていることが明らか

となっている (Fafchampsand Lund [9J ; Attanasio， et 

aL など)2). このようなインフォーマルなワスク・

プーリング手段の利用は，子供の成長へのショック

の影響を緩和しうるものと考えられるが，実際の関

係についてはこれまでに明らかにされていない.

社会的ネットワークについては，近年その役却が

注尽されており，開発途上留の貧困問題や貧困削減

を考える際の，重要な姿素のーっとして捉えられて

な生業は稲作中心の天水農業である(標本家計の

96%が農家).標本家計の平均家計所得は， 1年間

で約 908ドノしであり， これを l人あたりにすると，

約 217ドルとなっている.

2009年調査では，過去 2年聞に家計が陵商した

ショックと，就職・結婚などのイベントについて聞

いているり.そのショック/イベントについて，発

生件数と関連費用・損失の平均額を示した表 Iより，

急性の病気(風邪や下痢，デング熱などの比較的短

期間で完治する病気)と農作物被害の件数が多いこ

とがわかる.また，急性の病気とi慢性的な疾患とい

う，健康に関連するショックが，ショック全体の半

数近くを占めており， カンボジア犀色村での人々の健

康問題は深刻であるといえよう.関連する費用につ

いては，家計構成員の死亡による葬儀などの費用が

もっとも大きく，結婚に関わる費用がそれに続いて

いる.また，慢性的疾患の治療費などにも多額の費

用がかかっており，それへの支出が家計を圧迫して

いる可能性も考えられる.

これらのショック/イベントに関わる費用を賄

う，また損失を補填するための，インフォーマルな

リスク・プーリングの手段として，本稿では，他家

計からのインフォーマル信用(無利子融資)または

贈与(サンガハめを含む)の供与を受けることがで

きるとし，それらを受けた件数の割合を「リスク・

ブ。ーノレ有Jとする 表 lより，その割合は構成員の

いる (Bar閃 tt[5]).しかしながら，社会的ネットワー 表 1. 家計が藍麗したショック/イベント(過去2年間)

クと子供の成長との関係についての研究はこれまで

に知られていない.

そこで，カンボジア農村を事例として，子供の成

長と家計間でのリスク・プーリングおよび社会的

ネットワークとの関連性を検証しその関係を明ら

かにすることは，子供の安定的な成長や健康・栄養

状態の改努，貧閤削減政策を検討する際の基礎的情

報として重要な意味をもっといえる

2.調査村濯でのショックと社会的ネットワーク

本研究の調査は， 2007年と 2009年に，カンボジ

アのコンポンスプ-7'1'1およびタケオ州の 4村落にお

いて，住民台帳よりランダムに抽出した 161世:帯を

対象に実施したね.

4村落はカンボジアの平野部に位置し，家計の主

(30 ) 

件数
授用/損失 リスク・
(リエノレ勺 プーノレ有

急性の病気 183 269，544 16.4% 

慢性的な疾患 95 1，392，737 25.3% 

ケガ 45 878，067 26.7% 

構成長の死亡 24 4，120，833 66.7% 

失業 8 1，430，000 12.5% 

f良作物被答 131 558，350 5.3% 

家主告などの滋難被努 34 92，083 0.0% 
就織 b 13 

結婚 28 3，938，710 57.1% 
その他 b 5 

出所・ 2009年カンボジア段村部き取り調査より，さ在者{乍

成

aカンボジアのi丞t'i:.4，200リエノレ=1USドノレ

b就職とそのf患の費用/期待所得額については明縫なデー

タなし
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死亡(葬儀費用など)に対してがもっとも高く，慢 また，回答者と相手の経済状況を比較すると，半数

性的な疾患とケガがそれに続いていることから，比 近くまたはそれ以上の相手が同様の経済状況で、ある

絞的費用がかかるショックに対して，家計間でリス ことから，近隣に居住しかっ経済状況が同じよう

クのプールがなされている可能性が示唆される. な家計と，ネットワークをより形成していることが

なお，結婚について，カンボジアでは男性(熔) 示唆される.その多くの相手に対して，家計は助け

側がその費用の多くをもつのが一般的であるため， を求めることができ，かつ必要な持には助けてあげ

男性の構成員が結婚した場合には，費用の不足分を ると答えている

インフォーマルf言用などで賄い，女性の家計員が結

婚した場合には結婚相手(またはその家族)からの 3. 実証分析

贈与供与を受けることが多いと考えられる(1)実証モデル

次に，カンボジア調査村落における，住民の親族・ 以下では，子供の成長に対して，家計が直面した

人間関係としての「社会的ネットワークJについて， ショックと社会的ネットワークの与える影響につい

社会的ネットワークの設問として，調査では， rも て考察するための笑註モデルを示す.本稿では，子

し必要となった持に， !j;fJけを求めることができる人， 供の成長を汲IJる指標として， r身長の伸び(去を)J を

または助lナてあげる人は誰ですか」と尋ねた 6) 用い，子供の成長の決定関数を次のように定式化す

その結果をまとめた表 2より， 1家計は平均で 2.9 る(理論的枠組みについて，詳しくは Derconand 

人(最高で 10人)をその相手として挙げているが Hoddinott[8JやYamano，et al. [13] らを:参照)• 

そのほとんどが近親か親族である.相手の居住地と

しては， どの相手も同じ村がもっとも多く，近親と

親族については，他の列、iや海外に居住している人な

ど，速くに住む相手を挙げているケースもみられる.

表 2.家計の社会的ネットワーク

相手 近親 a 親族
友人・
隣人

人数 335 114 23 

相手の居住地

同じ村 245 89 22 

!渇じコミューン 25 5 I 

同じ州 30 10 。
それ以外(他:丹、!・外1'l'J) 35 10 。
相手の家との距離(km) 1l.95 7.70 0.08 

相手の経済状況(回答者との比較)

かなり良い 52 23 l 

どちからといえば良い 91 29 6 

同様 159 57 16 

どちらかといえば惑い 28 4 。
かなり惑い 4 。

助けを求める or助ける?

両方する 236 65 12 

助けを求めるのみ 81 47 11 

助けるのみ 18 2 。
出所:2009 年カンボジア g~村mJき取り誠まをより，筆者作

成

a近親tこは「続・子・きょうだいjが含まれ，それ以外の

穀類は「親族」に分類している

Hj，トI Htt出向+α1・HiI+α2・SIt/+α3.xtt
)
 

l
 

(
 十α4・XIt/十α5・NIt，十 Uj/

被説明変数である H川 -Hげは，子供iのt+lJ切で

の身長Hj/+1から初期 (n坊)時点での身長Hj，を引

いたものであり， 2 j閉の向にどのくらい子供が成長

したか，その身長の伸びを示す. (1)式の推計には，

最小二乗法 (OLS)を用いる.

説明変数である Sh/は子供 iの家計hが直面し

た予期せぬショック/イベント， xtfは子供の属性，

Xh/は家計の属性，Nh/は家計の社会的ネットワーク

をそれぞれ示している (α。~α5はパラメーターを，

U
j
/は撹乱項を示すになお本稿では，ショックを渋u

る指標として，それに関わる資問または損失の総額

を用い，またプラスのショック(イベント)として，

家計構成員の新たな就職(全家計構成員に占める新

たな就職者の割合)を用いる.

加えて，本稿で、は，家計が予知せぬショックに直

面した際に，他家計ーからのインフォーマル信用や贈

与供与などのリスク・プーリング手段を利用するこ

とで，子供の成長へのショックの影響が緩和されう

るかについても検証していく

HiI十j-HiI=so+sj・HiI+s2 ，SIt/ +s3.Rh/ 

+s4，Xi/十s5・XIt/+s6・Nh/+ej，
(2) 

(2)式の新たな説明変数である Rh/は， rリスク・

( 31) 
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プールの有無」を表わす変数であり，シ g ックに対

して，他家計ーからインフォーマル信用または贈与の

供与を受けた場合には Iの値をとるダミー変数とす

る また，ショックの費用/損失額とリスク・プー

ノレの有無の交差項も説明変数として加える. (2)式

も， (1)式と同様に OLSにより推計する 7) なお，

ßI)~凡はパラメーターを， e
jt
は撹乱項を示している.

ここで，(1)・ (2)式に共通で含まれる説明変数

のひとつである，子供の初期時点での身長H11の係

数 (αIとs1)は，子供の成長と初期の身長との関連

~I: を ìJW る指標となりうる (Hoddinott and Kinsey [12J; 

del Ninno and Lungberg [むなどに Hoddinottand 

Kinsey [l2J らは， Hjtの係数がゼロの場合には，

子供の成長が初期の身長とは非独立的で，初期の身

長により成長が完全に決定づけられる(同じ栄養状

態が続く)とし係数が -1と等しい場合には，成

長が初期の身長とは独立(無関係)に決定されると

している また，係数がゼロと -1の閣の値をとる

場合には，ショックを受け， より身長の低い(より

栄養状態がよくない)子供の方がより速く成長する

が，その成長は(ショックを受けていない/身長の

高い子供の成長には)完全にキャッチアップするこ

とはない， としていることから，本稿でもこの点に

ついて検証する 8)

(2)推定結果

(1)式および (2)式の子供の成長の決定関数の

批定結果を示したのが，表 3である.

はじめに，表 3の第 l列に示した，子供の成長の

(1)式の推定結果(モデル1)より，家計が直面し

た予期せぬショックにより発生した費用/損失額の

係数が有志に負となっていることから，カンボジア

良村において，ショックの度合いが深刻である(費

用/損失額が大きい)家計の子供ほど，身長の伸び

は小さい，低成長であるといえる. プラスのイベン

トとしての，家計構成員の新たな就職は，子供の成

長に対して有志に正の影響を示しており， これは就

職が家計所得の増大につながるためと考えられる.

一方，家計の社会的ネットワークの子供の成長に

対する有意な影響はみられず，カンボジア良村にお

いては，家計一と深い関わりを持つ家族・親戚や友人・

表 3. 子供の成長(身長の伸び)決定関数の推定結果 (OLS)

モデノレ]
基本統計二ilt

被説明~数 身長の{111び a

説明変数 係数 til直 係数 tiffii 平均 際iWfllII室長

切片 26.12'" 4.50 25.56今命事 3.91 

初期の身長 (cm) 0.13… …3.23 -0.13… …3.20 117.86 20.62 

ショック!f1imb (対数値) 0.55息$ 一2.02 -0.61 …1.43 14.11 1.12 

就職者割合(%) 11.67" 2.47 12.06家事 2.52 0.02 0.06 

リスク・ブーノレ(あり=1) -3.35 …0.45 0.47 

ショック ~~m xリスク・プーノレ(交差項) 0.21 0.40 6.84 7.30 

子供の性別(女児=1) 0.38 -0.68 -0.38 -0.68 0.49 

:子 j~~ の{r- I治(丹， 2007 {fo) -0.06有 …1.73 -0.06亀 …1.71 107.06 45.12 

二子供の年齢2乗項 0.0005手会場 3.71 0.0005邸阜畠 3.66 

霊友長性別(女性=1) 1.76' 1.88 1.91命歩 1.97 0.16 

家長年齢(段、 2007年) 0.08村 …2.38 -0.08'牟 …2.38 41.64 10.17 

家計H立成員数(人， 2007年) 0.37'命 2.00 0.38'奪 2.03 5.35 1.65 

家計資産(文、I数値， 2007年) 0.51 1.50 0.48 1.35 15.79 0.94 

0.02 …0.01 -0.02 -0.10 2.68 1.79 

自白EZ修正済み R2 0.169 0.162 

総本数 195 195 

出所夜者作成 注・'(主 10%，吋は 5%，山は 1%水準で統計的にもfM~

" 2007 ~ 2009年の身f毛主主 (cm) で， 王子均 10.50，t~i~判偏差長 4.1 6 である

bこれには，表 Iの急性の病気から家主主などの浴疑者主審までに関返する費用または損失額を含み，また結婚については，当

該家ま|ーが支払った金綴のみを含む

( 32 ) 
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隣人の人数の多さは，子供の成長を決定づけーる有志

な姿悶とはいえないようである.

次lこ，ショックに対する他家計からのインフォー

マノレ信用またはHll1与の供与を受けーた経験を考慮し

た， (2)式の推定結果を示した表 3第 2列(モデル

2)をみると， リスク・プールの係数と， ショッグ

f空間とリスク・プーノレの交差項の係数は， ともに有

志ではないものの， これら変数を追加したことによ

り，ショック費用の係数がもはや有意ではなくなっ

ている このことは，カンボジア民村において，他

とのl1cljでリスクのプールがなされる場合には，

ショックの子供の成長への彩斡が緩和される可能性

を示唆している.また，ここでも構成員の新たな就

Jf剣士有志に正の影科を示し社会的ネットワークに

ついては，有志な影響は示されていない.

モデル lと2の推定結果において，初期の身長の

係数がともに 1%水準で有立となっている. これよ

り，子供の成長は初期時点の身長(栄養状態)とは

独立に決定され，また，係数の{自がゼロと…lのIMj

;こ位;抗することから， ショックを受けナミ子供の方が

受けなかった子供よりも速く成長するが，その完全

なキャッチアップはなされていないといえる.

4. おわりに

本稿では，子供の成長と，家計が直前iした予知せ

ぬショックと家計l切でのリスク・プーワング，相会

的ネットワークの関連性について，カンボジアJ;討す
からのデータを用いて検証したその分析結果より，

子供の成長に対して，ショックの深刻さが有Jd~な影

響を与えているという結論が得られた.ただしそ

の影法3は，家計がインフォーマノLなワスク・プーリ

ングの手段を利用する場合には有志:ではなくなるた

め，家計|協でインフォーマル信用や贈与供与4 を通し

てリスクがプーんされ，成長への負の影響が緩和さ

れていることが示唆される叫.なお，住民の親族関

係・人間関係としての社会的ネットワークについて

は，子供の成長への有意な影響はみられなかった.

これまでに，子供の成長の決定要因についての研

究・分析がほとんど行われてこなかったカンボジア

において，それらを実証的に示したという点で，本

研究は意義があるといえる.

本1bijの分析結果を踏まえ，カンボジアにおいて子

供がより安定的に成長をしていくためには，安定計が

(33 ) 

ショックを呂避できるようにする対策が先ずは必要

となろう.洪水や千ばつなどの自然災害や良作物被

害のショックについては，ヨ1ミ然に防ぐことは容易で

はない. しかしながら，ショックのなかでもその割

合が高い，家計構成員の病気のショック(ヘルス・

ショック)については，カンボジア良村で多く実施

されている，保健衛生や栄養などに関するプログラ

ムのより効率的な実施により，それを未然に紡ぐよ

うに促すことができるだろう.また，病気の正しい

知識や，家庭で行える対処方法を十分に伝えること

と，加えて，g討す音[¥でのヘルス・センターのよ1iJ設と

医師や肴護帥などの医療従事者の育成，貧困家計の

へんス・ケアへのアクセスを改善させるような政策

も [(~Jg となるものと考えられる

また，分析結果より，ショックの影響が家計開で

の信用や贈与供与を通じてプールされている可能性

が示唆されることから，そのようなインフォーマル

なりスク・プーリング制度の強化も大切であろう.

加えて，インフォーマルな制度のみならず，マイク

ロインシュランスや公的な保険制度の導入・確立に

より，家計のショックに対する1!im負担'a;"il¥-Ei成させ

ることも必要な政策であるといえる.

故後に， Z足Hの社会的ネットワークについて，本

稿の分析では，カンボジア12村において，それの子

供の成長に対する有;15:なJ2手，~~はみられなかった.た

だし本稿では単純な OLSによる推計しか行って

いないこと，また人数だけを考慮していることなど

から， より詳細なデータや他の分析手法を用い， こ

の結果が強防!なものであるのか，あるいはネット

ワークがなんらかの役割を果たしているのかについ

て，さらに詳しく検証し，確認していく必要がある.

この点は，今後に残された研究課題で、ある.

注])なお，上記の 3研究では子供の栄養状態の変化(成

iミ)に対するショックのj~詳は言及されていない.

2) 三輪 [2J では，カンボジア J1~けずにおいて，家計 1M]

でのインフォーマル信月]による資金貸借と給与交

換が， ザスグをブーんする役割をよl!:たしているこ

とが示されているが，社会的ネットワークとの関

連性については言及されていない

3) 調査は， 臼本学術娠興会科学研究補助金の助成，

および (2009年調査の一部は)財間法人松 F国際

Rj日j(現松下幸之助記念日1[1:])の研究助成により

実施したものである.なお本11%の実証分析では，
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子供の成長と家計ーが経験したショック，社会的ネッ

トワークとの関係を検証するため， 2007・2009年

の前年ともの調主主データが整っている， 2007年調

まま11寺に 1~ 15裁であった子供(195人)とその家

計のみに焦点をあて分析する

4)謁交対象 161佐子itのうち， 98.8%の家計が過去 2

年初に少なくとも 1つ以上のショック/イベント

を経験している.

5) Iサンガハj とは，ある家計の構成員が深刻な病気・

ケガになった際の医療授や，死亡した際の葬儀費

問の負担， (家族の)生活のためのサポートを必姿

とする家計に対して， 11出家青|ーから苦手付(本研究の

調査地域では，喜志本的にお金と米)を怒る，村単

位またはコミューンなどの数村単位での伝統的な

リスク・プーザング制度である

6) この設問は， Fafchamps and Lund [9Jを参考にし

ている.

7) Yamano， et al. [I3Jらが指jf，ljしているように， (1)・

(2)式を推計ーする際の説明変数である，初期の身

長Hitには内生性の問題が存在する.そこで， <tl切

の) I枇荷主の教育年数j と「扶養家族比率jの2

変数を操作変数として内生性の検定を行い，H;，I土

内生~怒〔ではないという結論を得た また， (2) 

式の検討の|怒には， リスク・プーノレの有無RhIにも，

内全性の問題が考えられるため， I役員!l所有郎官三」

と 11m出家族の人数j を操作変数として内生性の

検定を行った結果，Rhtは外生変数であるという結

論に至った. したがって， (1)・ (2) 式の推計は，

ともに単純な OLSにより行う.

8) これは，初期l時点で身長の低い(栄養状態のよく

ない)子供に対して，家計はより多くのケアや資

源の配分をすると考えられるためで‘ある(Hoddinott

and Kinsey [12J) 

9) なお，本稿の分析でのリスク・プーリングには，

社会的ネットワークを形成している家計以外から

のインフォーマノレ信用や総与供与も含まれている

そのため，ここでのリスク・ブーリングは，必ず

しも社会的ネットワークを通じたものではないこ

とを言及しておく.
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