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作成したものである。本稿の作成にあたっては、栗田匡相准教授（関西学院大学）をはじめ、多くの方々から有益
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要約 

 近年、アフリカ諸国の開発が世界でも注目を浴びるようになってきた。原油や鉱物など

の資源が豊富であること、若い労働人口が豊富であること、市場がまだまだ未発達であり、

大きな成長市場となる可能性も秘めている。つまり経済成長の見込みがあることから注目

されるようになり、実際に 2000 年以降はアフリカの経済成長は顕著になっている。 

 しかしながら期待値が高い反面、世界最も開発が遅れている地域もアフリカである。特

にサブサハラ・アフリカ地域での開発の遅れは目立っている。サブサハラ・アフリカ地域

では貧困ラインである 1 日 1.25＄以下での暮らしを強いられている人々が多数存在してい

る。そして、2000 年に国際社会が貧困脱却に向けて制定された国連ミレニアム開発目標の

達成度を他地域と比較した際、極めて低い状況に陥っている。目標設定以降進展が見られ

ない項目が多く、達成は困難と見られている。 

 そのサブサハラ・アフリカの中でも 1 日 1.25＄以下で生活する貧困者の割合が上昇して

いる数少ない国、絶対的貧困者比率 80％を超える世界有数の最貧国であるマダガスカルに

対して我々はアプローチする。マダガスカルは経済的側面で貧困に陥っているだけでなく、

長寿であるか、知識があるか、人間らしい生活ができる状況であるかといった点を考慮し

てつくられた人間開発指数でも 187 か国中 155 位（2014 年）と非常に低い水準となって

いる国である。 

 マダガスカルはアフリカ大陸の南東部に位置する世界 4 位の大きさを持つ島国である。

また、世界的に動植物の宝庫として有名な国である。実際にこの豊かな自然環境によって

世界各国からも観光客が訪れている。世界に誇れる点がある反面、歴史的背景から見てみ

ると現在の貧困を生み出してしまった厳しい背景がある。1960 年にフランスから独立して

以降、親仏政策により順調な成長を見せていた。しかしながら 1972 年の政治的混乱を

きっかけに親仏路線から社会主義路線への転換、さらには 1992 年には社会主義から自由

主義への転換といったように国の体制に大きな変化が見られた。しかしながらここから今

に至るまでに経験した 2 度の大きな政治的混乱がマダガスカルの成長に対して大きなダ

メージとなった。2001 年の大統領選挙の結果をめぐっての対立と 2009 年の大統領と反政

府勢力の対立である。特に 2009 年の政治的対立では憲法を遵守しない形で暫定政府を発

足してしまったことが国際社会では大きな波紋を呼んだ。国際社会からは承認されず、公

的投資の 75％を占めていた海外からの援助はほとんど停止された。さらに海外投資や観光

業の落ち込み、雇用の大幅な減少も見られた。貧困脱却に向けたアプローチとしてマダガ

スカル政府の取り組みに対しても 2009 年の政治的対立は影響を与えた。長期の実行計画

であったマダガスカル行動計画はこの政変以降は計画が実現されないままである。その結

果が現在世界最貧国の 1 つとして位置づけられているところにも関わってくる。また、マ

ダガスカルは産業、教育、インフラ、衛生、医療といった国を支える土台の部分にも大き

な問題を抱えている現状がある。 

 そんなマダガスカルに対して旧宗主国であるフランスの次に援助額が多いのが日本であ

る。日本は 1965 年からマダガスカルに対する援助を開始しており、インフラ設備、農業、

漁業、教育保健、水や栄養等の幅広い技術協力、無償資金協力および円借款を実施してき

ている。現段階ではマダガスカルに進出している日系企業は少ないが、援助の成果や今後

の成長次第では日本企業がマダガスカルに進出していくことは十分に考えられる。 
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 このようなマダガスカルの情報を踏まえたうえで我々は「健康」に焦点を当てて分析を

行う。健康は人生におけるさまざまな活動に対して影響を与える、人生の選択肢の幅を決

定づけるほどの重要性がある。そして今後のマダガスカルの成長を考え、将来世代である

子どもの健康水準向上をテーマとする。国連ミレニアム開発目標の Goal4 として「乳幼児

死亡率の削減」があるように子どもの健康水準改善は開発途上国での重要な政策目標と

なっている。実際にマダガスカルでも栄養不良、体重不足、発育不良の子どもが見られて

おり、特に農村部ではその状態は厳しいものである。このような状況では不健康によって

子どもが死ぬこと、病気によって子どもの就学が妨げられ、生産性の低い成人にしてしま

いかねない。その結果、将来の貧困を引き起こすことにつながってしまいかねない。また、

マダガスカルでは将来世代であるマダガスカルの若年層、0 歳から 14 歳人口の割合は約

42％と若年人口の割合が高い。この点から子どもの健康水準の改善がこれから質の高い労

働人口を増やし将来の経済発展を導くことが十分に考えられる。 

健康水準の向上に対して栄養バランスの良い食事をとる、衛生環境を整えるといったこ

とが正の影響を与えることは周知である。そこでより健康水準を向上させる要因を先行研

究や文献から導出した。甲斐田（2013）、和田（2008）、和田（2009）の先行研究から

女性のジェンダーと子どもの健康の関係が要因の 1 つとして浮かび上がってきた。この関

係性については UNDP や UNICEF でも示されている。（UNDP 2012）（UNICEF 2007）

さらに子どもの健康水準に関わってくるものとして Daniel Hallberg, Anders Klevmarken 

（2000）、山内（2001）の先行研究から時間配分と子どもの健康の関係も 1 つの要因と

して考えた。以上のことから母親の夫婦間交渉力や 1 日の時間配分が子どもの健康水準に

影響を持つことがわかった。そして、これらのことがマダガスカル農村でも同様に存在す

ると考え、「マダガスカルにおいて母親の家事労働・育児時間の増加と夫婦間の交渉力が

上昇すると子どもの健康水準が向上する」という仮説を立て実証分析を行う。そして分析

結果をもとにマダガスカルの経済成長に繋がる具体的な政策を提案する。 

分析方法には三段階最小二乗法を採用し、導出された分析結果から、子どもの健康水準

を上げるために夫に対する母親の夫婦間交渉力を向上させる必要があるとわかった。そし

て父親に対する母親の夫婦間交渉力を向上させるためには、母親の収入を増やし、尚且つ

平日の労働時間を増やす必要がある事もわかった。この結果、考察を踏まえたうえで自宅

にいて家事や育児もしながら収入を得ることが出来る「一村一品運動」、栄養面にメリッ

トを与えながら収入を得ることができる「大豆生産の普及」の 2点を政策提言とする。 

 

キーワード：子供の健康 夫婦間交渉力 時間配分 
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はじめに 

 本稿はマダガスカル農村の子どもの健康水準の向上という目的に対して多くの研究から

も明らかとなっている栄養面や衛生面の影響以外に女性のジェンダーと親の時間配分が子

どもの健康に与える影響を分析し、その分析結果をもとにマダガスカルの経済成長に繋が

る政策提言を行ったものである。まず第 1 章で現状分析、問題意識に関して述べる。世界

で最も貧困に苦しむ地域であるアフリカの開発に関して説明をし、その中でも 1 日 1.25

ドル以下での生活を強いられている貧困者が多い、さらには経済的側面だけでなく、平均

余命、教育、所得の側面から構成される人間開発指数でも極めて厳しい状況であるマダガ

スカルに焦点をあて現状を述べる。具体的には基本情報、歴史的背景、農業、産業、教

育、インフラ、衛生•医療•健康、さらには日本との関係に関して述べる。そこから貧困を

生みだす要因となる健康、特に将来の発展を担う子どもの健康に焦点をあて、問題意識に

ついて述べる。その次に第 2 章として先行研究を紹介し、我々の仮説に繋げる。第 3 章で

理論•分析に関して述べる。理論モデルを説明し、その後分析結果を行う流れである。分析

結果をもとに第 4 章で政策提言を行う。最後に第 5 章おわりにを述べ、先行研究・参考文

献・データ出典をもって本稿を締めさせていただく。 
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第1章 現状分析・問題意識 

第 1 節 現状分析 

 

アフリカの開発 
 近年、アジア諸国の高度経済成長に付随して発生したアジア市場の飽和状態によって、

新しい市場を求める動きが先進国を中心に高まり、アフリカの開発が注目されている。原

油や鉱物など資源が豊富にあること、若い労働人口が豊富であること、市場がまだまだ未

発達であり、大きな成長市場となる可能性があることなど経済成長の見込みがあることが

アフリカの開発が注目される要因になっている。また、世界の最貧国として位置づけられ

ている国が多いサブサハラ・アフリカ地域の経済に関しても天然資源とインフラへの投資

拡大、順調な個人消費などによって 2014 年の経済成長率は 5.2％が見込まれており、

2014 年の世界の経済成長率の見込みである 3.2％を上回っている。（出典：世界銀行）し

かしながら未開拓の地が多々存在しているアフリカは現在世界で最も発展の遅れた地域で

あり、貧困ラインである 1 日 1.25 ドル以下での暮らしを強いられる貧困者が多く存在し

ている地域となっている。アフリカの成長の大幅な遅れを引き起こす要因には経済、政治、

宗教、健康、インフラ、教育などの問題が挙げられ、さらにそれらが複合的に絡み合うこ

とで解決の難しいものとなっている。2000 年 9 月、147 の国家元首を含む 189 の加盟国

代表の出席の下、国連ミレニアム・サミットがニューヨークで開催され、21 世紀の国際社

会の目標として国連ミレニアム宣言が採択された。ミレニアム宣言は、平和と安全、開発

と貧困、環境、人権とグッドガバナンス（良い統治）、アフリカの特別なニーズなどを課

題として掲げ、21 世紀の国連の役割に関する明確な方向性を提示した。同年に制定された

国連ミレニアム開発目標（以下 MDGs）は 8 つのゴールからなり「極度の貧困と飢餓の撲

滅」、「普遍的初等教育の達成」、「ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上」、「幼

児死亡率の削減」、「妊産婦の健康の改善」、「HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の

蔓延防止」、「環境の持続可能性の確保」、「開発のためのグローバル・パートナーシッ

プの推進」が挙げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 国連ミレニアム開発目標 (MDGs)  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/link.html#un2000
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_mori/arc_00/m_summit/sengen.html
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出典）外務省 HP「国際協力政府開発援助 ODA ホームページ」2014.7.31 アクセス 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html) 

 

表 1 国連ミレニアム開発目標 (MDGs) プログレス・チャート 2014 

 

出典）外務省 HP「国際協力政府開発援助 ODA ホームページ」2014.7.31 アクセス 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html) 

 

MDGs プログレス・チャート 2014 の表からサブサハラ・アフリカの達成率が他地域に比

べ、極めて低いことからもサブサハラ・アフリカの人々が貧困に苦しんでいる状況がわか

る。MDGs の達成は貧困の削減、人間らしい生活を営むために必要条件であることに加え、

持続的な経済成長を進めるために欠かせない土台である。MDGs の達成状況に関して、国

連経済社会局統計部によるとアジアでは 2012 年 6 月時点で 2015 年までに目標達成が見

込まれている。しかしサブサハラ・アフリカやオセアニアでは目標設定以降進展が見られ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
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ず、達成は困難あるいは悪化している。 

 

マダガスカルについて 
 

 貧困撲滅に向けて厳しい状況にあるサブサハラ・アフリカの中でも世界最貧国に位置づ

けられ、さらには 1 日 1.25 ドル以下で生活する人々の総人口に対する割合が低下してい

る国がほとんどの中で、貧困者の割合が上昇している数少ない国の 1 つとなっているマダ

ガスカル共和国(以下、マダガスカル)に焦点を当てる。マダガスカルは 1960 年代にアフリ

カでも有数の経済成長を遂げた国であったが、その後の政治混乱などにより経済は低迷し

た。2014 年の人間開発指数（HDI）のランキングは 187 か国中 155 位である。人間開発

指数を開発したパキスタンの経済学者であるマブーブル・ハックによると人間開発につい

て「開発の基本的な目標は人々の選択肢を拡大することである。これらの選択肢は原則と

して無限に存在し、また移ろいゆくものである。人は時に、所得や成長率のように即時

的・同時的に表れることのない成果、つまり、知識へのアクセスの拡大、栄養状態や医療

サービスの向上、生計の安定、犯罪や身体的な暴力からの安全の確保、十分な余暇、政治

的・文化的自由や地域社会の活動への参加意識などに価値を見出す。開発の目的とは、

人々が、長寿で、健康かつ創造的な人生を享受するための環境を創造することなのであ

る。」と述べており、社会の豊かさや進歩を測る際に、経済的側面だけでなくこれまで数

字として現れなかった部分も考慮することが示された。この人間開発指数は平均余命・教

育・所得の側面から人間開発の達成度を示す指数そのものであり、マダガスカルでは人生

における活動の選択肢が非常に限られていると考えられる。マダガスカルの貧困率の高さ

と HDI の低さを重ね合わせて考えると、世界最貧国の 1 つであることは明らかである。 

 

マダガスカルの現状 
 

基本情報 

 マダガスカルはアフリカ大陸の南東部に位置する島国で、世界で 4 番目に大きな島であ

る。首都をアンタナナリボとし、面積は 59 万平方㎞で日本の約 1.6 倍、人口は 2290 万人

である。外務省のデータによると、民族はアフリカ大陸系、マレー系で部族は約 18 の部

族が存在している。公用語はマダガスカル語と、以前植民地化されていたフランスの影響

により、フランス語も公用語とされている。宗教はキリスト教が 41%、伝統宗教は 52%、

イスラム教が 7%である。通貨はマダガスカルアリアリ（MDA）で 1000 マダガスカルア

リアリが日本円換算で約 42 円である。（2014 年 9 月現在）マダガスカルの気候は乾季(4

～10 月)と雨季(11～3 月)に分かれ、雨季の中でも 12 から 2 月はサイクロンの来襲があり、

しばしば農産物が被害を受ける。さらに通年高温多湿の熱帯性気候である東海岸、アンタ

ナナリボのある比較的涼しい中央高地、乾季は温暖乾燥で雨季は高温多湿の西海岸の 3 地

帯で気候帯も異なっている。主な農産物は米、コーヒー、バニラで、海に囲まれた島国の

ためエビやマグロなどの魚介類も豊富である。さらにマダガスカルはバオバブや固有の動

植物が生息する自然環境、さらには国立公園などの観光地もあり世界各国から観光客が訪

れている。 

 

 

歴史・背景 

 マダガスカルは 1896 年フランスの植民地となり、その後 1960 年に独立した。1972 年

までの間、仏共同体内の共和国として親仏政策がとられていた。しかし 1972 年に経済低

迷などを背景とした政治的混乱が生じ、その結果、軍事政権が成立した。同軍事政権下で

は親仏路線から社会主義路線への転換がなされた。その後 90 年代に入ってから社会主義

の行き詰まりにより、民主化や憲法改正を求める内外からの圧力を背景として大規模なデ
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モとストライキが発生し、社会的・政治的混乱が長引いたが、1992 年に国民投票により

新憲法が採択され、経済体制的には 20 年近く続いた社会主義から自由主義への転換が行

われた。 2001 年 12 月に行われた大統領選挙の結果をめぐり、ラチラカ前大統領とラ

ヴァルマナナ現大統領との間で対立が起こり、再び政治的混乱に陥った。2002 年 2 月ラ

ヴァルマナナ氏が一方的に大統領就任を宣言する一方、7 月にラチラカ前大統領はフラン

スへ出国し、事態は収束に向かった。続く 12 月の国民議会選挙ではラヴァルマナナ大統

領派が圧勝し、2003 年後半以降は徐々に内政も安定化してきている。同大統領は、「迅

速かつ持続的な発展」をスローガンに経済再建と良い統治を目指した政権運営を進めた。 

2006 年 12 月に大統領選挙が行われ、社会経済の安定化を背景にラヴァルマナナ現大統領

が再選された。その後 2008 年末には経済成長率は年率 7％以上と好調な推移が予測され

ていた。しかし大統領と反政府勢力との政治的対立が起こり、軍の支持を受け 2009 年 3

月にラジョリナ新政権が発足した。これを周辺国は憲法を遵守しない形での政権交代であ

るとして、ラジョリナ暫定政府は国際社会から承認を得られず、海外からの援助も停止し、

国内に再び政治的混乱を生むことになった。公的投資の約 75％を占めていた各国からの援

助のほとんどが停止したことや、それに伴い海外投資や観光業の落ち込みが激しく、雇用

の大幅な減少が起こり、都市部での失業者は増えた。このような不安定な政治的背景から

もわかるように貧困から抜け出すことに苦労しているマダガスカルだが、以前から貧困脱

却に対するアプローチは見られた。2003 年にはマダガスカル政府が MDGs 達成に向けて

貧困削減戦略ペーパー（以下 PRSP ）を作成した。その翌年に Madagascar 

Naturellement (マダガスカルナチュレルモン)が大統領の国家ビジョン、最優先の開発理

念として公表された。これは 2015 年までの長期ビジョンであり、依存経済から市場経済

への本格的な移行の実行を目的とし、マダガスカルの経済、社会像、その達成に向けて環

境に配慮しながらマダガスカルの潜在能力を最大限に有効活用することを重要視している

ものである。さらに当時、新たに設置された 22 県に関してはそれぞれの特色を活かしな

がら、インフラ整備、村落開発強化、パートナーシップ、テクノロジー利用を通じて、貧

困削減を図る内容となっている。PSRP はおおよそ他国と類似している内容ではあったが、

その内容にマダガスカル独自の視点や課題を加えた長期の実行計画となった。そして 2006

年からはマダガスカル行動計画（Madagascar Action Plan 2007－2012：以下 MAP）を

策定した。MAP とは中長期の実行計画で、責任ある統治、インフラ、教育改革、農村開

発と緑の革命、保健・家族計画・HIV/エイズとの闘い、高度経済成長、環境への配慮、国

民の連帯という 8 つの公約より構成されている。最終目標としては持続可能で高い経済成

長を実現し、国際市場にも影響力をもつ強固な経済体制を構築し、貧困削減と国民生活の

改善を推し進めることが挙げられている。実施プロセスにおいては成果重視の考え方を強

調しており、そのための数値目標を明示している。表２が数値目標である。 

 

表 2 MAP 達成目標 

 
2005 年 2012 

人間開発指数 177 ヶ国中 146 位 100 位 

絶対的貧困者比率 85.1％ 50% 

（貧困線として 1 日 2 ドル基準） （2003 年）  

特殊合計出生率 5.4% 3~4% 

平均寿命 55.5 歳 58~61 歳 

識字率 63% 80% 

前期中等教育修了率 19% 56% 

後期中等教育修了率 7% 14% 

経済成長率 4.6% 8~10% 

国内総生産 50 億ドル 120 億ドル 

1 人当たりの国民所得 309 ドル 476 ドル 
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外国直接投資額 8400 万ドル 5 億ドル 

世銀ビジネス環境ランク 131 位 80 位 

汚職指数 2.8 5.2 

土地証書所有者比率 10% 75% 

※金額は米ドル換算 

出典）JICA（2012）『マダガスカル貧困プロファイル』 

 

これらは制度上および構造上の改革と国民の意識改革を目指した計画となっていて、制

度上の改革としては国立リーダー養成学院と経済開発評議会（EBDM）の新規設立、さら

には税、投資や安全、保健、司法、緑の革命の分野での改革促進が挙げられている。国民

の意識改革としては中央・地方・各界指導者にリーダーシップの発揮を促し、開発を阻害

する国民のメンタリティと慣習の変革を求めている。つまり、国民のイニシアチブと創造

性を鼓舞し、開発に向けた国民の集結と動員を図るものとなっている。 

しかしながら 2009 年の政権争いによって引き起こされたマダガスカルクーデターの後、

政変以前に策定された MAP の政策目標は 2012 年まで継続されるとしていたが、実現し

ないまま過ぎ去ってしまった。 

 

農業 
 マダガスカルはアフリカ第 2 位の米生産国である。専業・兼業農家を合わせて 80.6％の

世帯が農業を行っているが、一般にマダガスカルにおける平均経営耕地面積は狭く、

1.5ha 以下の小規模事業者が圧倒的に多い。 (平均経営耕地面積：日本 2.27ha、米国

169.6ha) 農家の 88％は複数の作物を栽培しており、そのほとんどが米、あるいは米の代

用食となるとうもろこし、イモ類などの作物である。しかし、農地の細分化や不十分な農

具や農作業技術の未熟さ、さらにはインフラが十分整備されていないことによって生産効

率の向上を妨げている。サイクロンなどの自然災害や収穫の端境期などを埋める形で、

2010 年時点で国内需要の 310％程度は輸入米に依存している。 

 

教育 
マダガスカルの教育制度は 5－4－3 制であり、初等教育は義務教育期間で 5 年間(6～10

歳)、中等教育は 4 年間(11～14 歳)、高等教育は 3 年間(15～17 歳)とされている。高校卒

業時にバカロレアという試験を受験し、結果に応じて大学や専門学校への入学許可が与え

られる。また、大学は基本的に 2 年を最短期間とし、3 年または 4 年で学士、5 年で修士、

7 年で博士を授与される。マダガスカルにおける学校の選択肢として、公立学校、私立学

校、国際学校がある。その選択によって教育の内容やレベルが大きく異なる。都市には多

くの私立学校があり、フランス語で授業が行われている。国際学校は幼稚園から高校まで

一貫教育で卒業生のほとんどが海外の大学に進学する。アンタナナリボや地方の大都市に

は私立の幼稚園も存在するが、託児所といった乳児のための教育機関は存在せず、経済的

に余裕のある家庭は乳母を雇うのが一般的である。マダガスカルにおける教育の背景とし

て、1983 年の世界銀行や IMF からの構造調整計画によって、1988 年に経済成長率 3％を

達成した。しかし、1991 年の内政混乱により生産は再び下落し、経済成長もマイナスに転

じた。そして経済低迷、緊縮財政政策により、教育関連予算が縮小し、教育施設の設備を

実施できない状況に陥った。さらに、人口増加は 3％以上と高い水準で推移し、就学児童

数が増加の一途をたどっているのに対して、既存の公立小学校の老朽化、施設損壊、人員

不足などにより、純就学率は 1991 年の 70％から、1995 年には 65％まで低下した。その

ために、1997 年に PNAE-2 といわれる第二次国家教育改善計画がたてられた。これは純

就学率を 2005 年に 80％、2015 年までに 97％まで引き上げることを目標にしている。マ

ダガスカル政府は、ラヴァルマナナ大統領が 2002 年に就任して以来、MAP を策定し、学

費、教材が無償化され、初等教育就学率は 98％まで上昇した。また初等教育へのアクセス
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改善のために、ドナー国からの無償資金協力による小学校建設や機材投与が行われている。

しかし 2009 年の政変に伴い、教育セクターにも悪影響が生じ、国家統計局が定期的に

行っている調査によれば、純就学率は 2005 年の 83%から、2010 年には 73.4%にまで低

下している。またドナーの援助が減少したことや、暫定政権における明確な政策の欠如が

教育水準の向上を妨げている。 

 

インフラ 
マダガスカルにおけるインフラ問題はかなり劣悪なものであるというのが現状だ。インフ

ラの未整備が多いため、MAP の中で「インフラストラクチャー整備」を策定した。マダ

ガスカル政府は 2002 年より農村部へのアクセスをも改善させるという目標の下、適切な

道路補修を行ってきた。2005 年だけでも、既存補修道路を含めて、8782 ㎞の道路整備を

行っている。2003 年には、アクセス不可能であった農村部が 59％も存在していたにもか

かわらず、2005 年には 33％にまで改善している。しかしアクセス不可能な農村は未だ多

数存在しておりインフラの問題は解決したとは決して言えない。また雨季の時期はほとん

どの地域の道路状況が悪化し、市場へのアクセスが難しくなり物価高騰を生む。 

 

衛生・医療・健康 
マダガスカルの衛生状態は非常に悪い。首都であるアンタナナリボでさえ、未だに下水道

などのインフラ設備が整っておらず、各地で衛生面が汚染された地域が多々存在する。ま

た安全な水やトイレの設備もほとんど整っていない状態で、ユニセフの活動においても水

と衛生の活動が行われ、マダガスカルの水や衛生、トイレの問題を解決しようという活動

となっている。またマダガスカルの医療水準は非常に低く、病院の診断機器や医療器具も

不十分である。ユニセフによるとマダガスカルの子どもの栄養不良はとても深刻な問題で、

栄養不良による発育阻害の 5 歳未満の子どもの数は世界でも 6 番目に多い。ユニセフ・マ

ダガスカル事務所によると、マダガスカルでは下痢性疾患や急性呼吸器感染症、マラリア

などの予防可能な病気で 5 歳の誕生日を迎えることができない子どもは毎年 3 万 8000 人

以上にのぼるそうだ。この数字は毎日 104 人の子どもが亡くなっていることに同等する。

また改善された衛生設備にアクセスを持つ人の割合は都市部では 19％、農村部では

11.3％と非常に低い現状がある。さらに乳幼児死亡率や妊産婦死亡率も依然として高い。 

 

日本との関係 
マダガスカルは人種的・文化的にアジアに近いという歴史的背景より、日本に対する関心

が高く、日本語学習や武道も盛んである。また外務省ホームページによると、日本はマダ

ガスカルに対して、1965 年から技術援助等を開始し、以後インフラ設備、農業・漁業、教

育保健、水と栄養等、幅広い分野において技術協力、無償資金協力および円借款を実施し

てきた。2009 年の暫定政府誕生により日本からの経済協力は止まったものの、2014 年 1

月民主的な選挙により大統領が選出され、また同年 4 月に新政権が発足したことで、日本

はマダガスカルと二国間経済協力を再開した。マダガスカルは旧フランス宗主国であった

ことから、現在フランスからの資金援助、技術援助がもっとも多く、その次に援助額が多

いのが日本である。マダガスカルに対する ODA の基本方針は基礎生活分野、地方開発に

つながるインフラ整備、農業・水産業・環境分野に重点を置いている。経済成長を通じた

貧困削減への支援として農業セクター開発、民間セクター開発、インフラ整備が行われて

いる。安全保障、および持続可能な開発の為の支援として初等教育、保健・医療、水供給

に対する支援が行われている。しかしマダガスカルに進出している日系企業はまだ少なく、

未だインフラや言語の壁など進出に向けた環境が整っていないことが原因に考えられる。

このように日本は昔からマダガスカルとの関係が深い国であると言える。またマダガスカ

ル人は比較的勤勉さも持ち合わせているため、これから日本企業がマダガスカルに進出し

ていく可能性は十分に高いと考えられる。 
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第 2 節 問題意識 
 前述したようにマダガスカルには各セクターで大きな問題が存在する。その 1 つ 1 つが

重なり、結果として絶対的貧困者比率 80％を超える非常に悪い状態にあるのである。マダ

ガスカルは貧困削減がなかなか進まず、インフラや治安などの国が成長するための土台と

なるべき部分が出来ていない。前述した通り、マダガスカルは絶対的貧困者比率 80％を超

える、これは言い換えると全体的にそれぞれの家計収入が低い水準にあることである。そ

して人が働くことにおいてその人自身の健康状態は大きな影響力を持つ。WHO によると

健康は“人々が心身ともに健やかな状態”をいい、これは身体的にだけ健康ということだ

けを表すのではなく、精神的、社会的にも良好な状態をいい、単に病気あるいは虚弱でな

いことが健康ではないと定義している。また、子どもが健康に育つことは学校への出席率

や将来の労働生産性に影響を及ぼし、職業や結婚選択の幅といった人生の活動における選

択肢を与える。つまり健康は人的資本形成に大きな影響をもたらす重要な要素である。こ

のように健康状態が人生に与える影響は多岐にわたり健康水準の向上に比例して生産性や

効率性も上昇する。極度の貧困から脱却するために将来世代である子どもの栄養失調をは

じめとするさまざまな健康に関する問題を少しでも緩和、解決するべく我々は人間の行動

の基礎である健康に焦点をあてた。人が健康状態で暮らすという事は、その分だけ人生の

選択の幅が増えることであり、また逆に劣悪な健康状態は人生において様々な負の影響を

もたらし、人間開発や経済成長の進歩を停止、または悪化させてしまう危険性を持ってい

る。つまり、貧困脱却において劣悪な健康状態を改善することは重要な意味を持つ。 

また、将来世代であるマダガスカルの若年層、0 歳から 14 歳人口の割合は約 42％（日本

での 0 歳から 14 歳人口の割合は約 13％）であり、中国において一人っ子政策が始まった

翌年 1980 年の人口割合は、0 歳から 14 歳までの若年人口が 35%であった。（世界銀行）

これが意味することとしては、中国では 1980 年から 1990 年の経済成長率の平均は 9.76%

であり、当時の中国と同様に若年人口の割合が高いマダガスカルにおいて、将来の経済発

展が見込まれる。将来世代である子どもの健康水準向上はこれから質の高い労働人口を増

やし、さらに高い生産性を生むことが出来、それが将来のマダガスカルの発展につながり

得る。しかし逆も然りで、劣悪な健康状態は病気を誘発し、それが教育水準の低下や労働

生産性の低下を引き起こす。さらにこれらの状況は、将来的な賃金の低下につながり、次

世代への投資の減少にもつながり貧困の罠へ陥る。以上の点から我々はマダガスカルが世

界最貧国を脱出し、安定した経済発展を実現するために将来世代の子どもの健康水準向上

をテーマとした。健康水準を向上させるために栄養バランスの良い食事をとり、衛生的な

環境で過ごすことが正の影響を持つことは周知である。しかし我々はより多面的に健康水

準を向上させる要因を先行研究や文献から導出し、マダガスカルの子どもにも適応するか

を実証する。 
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第2章 先行研究 

 

第1節 女性のジェンダーと子どもの健康 
 

世界の貧困削減に向けた目標として掲げられる国連ミレニアム開発目標の中で、ジェンダー

の平等推進と女性の地位向上に関する項目が設けられている。途上国の開発を進める際に社会

的不平等が存在していること、その中でも男女間の格差の存在、女性が社会的に低い地位と

なっていることは大きな障壁になるという認識が世界全体でされるようになった。 

また、開発援助の特徴として、主に世帯を対象に物資を配布し、世帯の収入向上を目標とす

る貧困削減プロジェクトを実施するなどの世帯単位での援助が多い。つまり、世帯内資源配分

が重要となる。世帯内資源配分に偏りがある際に世帯内での格差が生まれ、政策介入の効果に

多大な影響を及ぼす可能性があることが挙げられている。しかしながら男女のジェンダー格

差、つまり世帯内の不平等があることにより、その効果がうまく分配されていない地域もあ

る。 

 

世帯内意思決定への女性の関わり方 

～ナイジェリア北部ハウサ社会を事例として～  甲斐田 (2013) 
 

世帯内の資源配分をめぐる意思決定に関して、女性が望む資源を獲得する要因を明らか

にすることを目的として、妻が夫の決定に従うことが妻の義務とされているナイジェリア

北部のハウサ社会で調査を行っている。資源とは経済的資源だけでなく、人的資源や、情

報や知識といった文化的資源、信頼や権力などの社会関係資源も含めたものである。世帯

内の意思決定とは世帯に共通する衣食住に関わる費用、教育費、医療費などの世帯ニーズ

に対して誰の収入を分配するのか、妻が親や親戚を訪問する際、外出することに対して誰

がどのように決めるのか、妻や子どもが病気になった際の対応を誰が決めるのかなどを決

定することである。そして研究課題である「世帯内資源配分をめぐる意思決定プロセスに

女性がより関わるのはどのような場合であるか」に対して、女性の収入獲得が世帯内資源

配分の意思決定における女性の関わりに対する影響、世帯内意思決定で女性が意見を伝え

る場の様態、世帯内意思決定で意見を言える女性の特徴の 3 つが副課題としてのテーマと

なっている。この研究では世帯内資源配分をめぐる意思決定の範囲として女性の生活に関

わることに限定している。これが意味するのは世帯共通にかかわる世帯ニーズの充足と子

どもの教育に関すること、親戚訪問やセレモニー出席などの外出、妻の病気の際の対応、

妻自身の家畜の購入、売却などである。結果として世帯内において妻が収入を得ることに

よって妻が経済的に貢献していると夫が認めるようになることが示された。その結果、夫

妻の話し合う環境に繋がり、世帯内意思決定への女性の関わりを促進する要因の 1 つと

なっていることが示唆された。また妻が義両親、夫の他妻との同居が少ないこと、妻の初

婚年齢が高い、教育レベルが高い、経済活動に携わる、夫に自分の収入を貸与する、など

といった女性の決別点が高い場合に日常的に夫妻双方が話し合う機会があることが示され

た。また女性が実際に意思決定しなくとも、女性が望む決定を獲得できる場合があること
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が示唆された。それは妻が夫と話し合う機会が多いこと、夫が妻に相談することを通じて、

決定に妻の意見が反映される可能性がある。つまり、最低限として女性が意思決定に参加

する、夫妻双方の話し合いの場を持つことが必要だと示された。 

 

一方で、女性が世帯内の意思決定に影響を与えるようになることが食糧の安定確保を導

くことが示され、さらに女性が意思決定に影響力を持つことによって子どもの栄養状態が

良くなることも示された。（UNDP 2012）また女性が世帯内の意思決定から排除される

ことが子どもの栄養や健康状態、教育に負の影響を与えるという研究例から女性の意思決

定力の必要性がわかる（UNICEF 2007）、このようなことも示されている。実際に途上

国では病気に苦しむ子ども、栄養失調に苦しむ子どもが最終的に死亡してしまうケースは

少なくない。実際に国連ミレニアム開発目標にも乳幼児死亡率の削減は掲げられている。 

貧困削減に向けて大きな意味を持つジェンダーの平等と子どもの健康の相互補完関係に

ついての存在は認識されてきており、女性のエンパワーメントが子どもの厚生に対して良

い効果をもたらすことは多くの実証研究からも示されている。 

 

途上国における夫婦の交渉力と子どもの就学 

ケニア農村のマイクロデータによる実証分析 和田 (2009) 

 

東アフリカの途上国の 1 つであるケニアの農村の家計データを利用し、女性のエンパ

ワーメントが子どもの厚生にどのような効果をもたらすかに関して検討を行っている。ケ

ニアはアフリカの中でも成長著しい国とされているが、女性の法的権利が制限されており、

ジェンダーの不平等が根強く残っている特長がある。子どもの厚生を表す指標としては子

どもの小学校の就学状況が挙げられている。子どもが健康であることが学校への出席率に

影響を与えていること、国連ミレニアム開発目標の政策目標の 1 つに普遍的初等教育の達

成が掲げられていることもあり、貧困脱却に向けて重要な位置づけとなっている。分析結

果から女性のエンパワーメントを示すものとしての妻の土地保有面積の増加が子どもの就

学状況を改善する傾向にあった。反対に夫の土地保有面積に関しては有意な結果が見られ

なかった。これは家庭内の意思決定過程において妻の夫に対する交渉力を向上させること

を通じて子どもの厚生、初等教育における就学状況に良い影響を与えている可能性が高い

ということが示された。 

 

女性の自律性は子どもの厚生を改善しうるか？  

インド・マイクロデータの実証分析 和田 (2008) 
 

インドでの女性の自律性が意思決定過程を通じて家計内資源配分にもたらす影響に焦点

を当てている。女性の自律性の定義としては女性が家計内において自らに関連する事柄を

自らの意思を反映させることができる程度とされている。そしてこの論文では女性の自律

性と家計内資源配分への影響を通じた子どもの医療・保健状況に対する効果に焦点を当て

た論文となっている。調査地のインドでは、女性のエンパワーメントが途上国の主要な政

策課題となっているにも関わらず、女性に対する抑圧が根強いという特徴がある。さらに

は子どもに対する抑圧も強く、適切な栄養摂取や医療の受診がなされていない特徴もある。

以上のような背景を踏まえて女性のエンパワーメントの重要な一要素である女性の自律性

が子どもの厚生を示す医療・保健状況に対して影響を与えているのかということに焦点が

当てられた。結果としては女性の自律性の向上が必ずしも子どもの厚生の改善をもたらす

とは限らないことが挙げられた。しかしながら女性の自律性が改善されることで子どもの

日常的な医療、保健状況の改善がもたらされることが結果として挙げられた。 

 

第 2 節 時間配分と子どもの健康 
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さらに我々は子どもの健康水準に関わってくるものとして子どもに対する親の時間配分

にも注目した。人間の一生の暮らしにおいて最も基本となる集団であり、重要な意味を持

つ集団は家族である。そして知識や教養を教えるのは学校であるが、基礎的な人格形成に

関しては家族と過ごす時間は大きく関わってくる。そんな中で親が子どもの世話をする時

間は子どもの成長にとって重要な時間となる。 

 

Time for children: A study of parent’s time allocation   

Daniel Hallberg, Anders Klevmarken (2000) 
 

調査データとしてスウェーデンの世帯の 1984 年と 1993 年のデータを使い、経済的刺激

がどのように市場労働と子どもと過ごす時間や余暇時間の間にある相互補完関係を考慮し

た親の子どもに対する時間配分を決定づけているかについて分析を行った。そして、市場

労働時間と親が子どもと一緒に過ごす活動に対する時間には相互補完関係があることが示

唆された。それは片方の親が市場労働を長く行った際、家にいるもう片方の親がある程度

子どもの世話をするというものである。そして母親の労働時間は父親の労働時間の変化と

比べて子どもと過ごす時間に対して影響を与えないことも示された。また賃金率や収入の

差による経済的刺激は親の子どもに対する時間配分に直接的な強い影響はなかった。 

 

 また親が子どもと接する時間には病気やケガの予防など子どもの成長にも影響する健康

にも影響がある。 

 

子どもの健康資本と親の時間配分行動  

－親は家計内健康格差に回避的か？－ 山内 (2001) 
 

市場労働と家庭内育児労働との間における親の時間配分が子どもの健康資本形成をいか

に決定づけているか、そして子どもの健康賦存が親の労働供給や夫婦間分業にいかに影響

しているかということを焦点に当てて分析を行った。この実証分析では厚生省の「国民生

活基礎調査」で実施された家族構成員の健康状態に関する詳細な調査を活用し、子どもの

「傷病数」と「自覚症状数」とを健康指標として使用している。使用データは「国民生活

基礎調査」の 1995 年調査分である。分析結果として、母子家計での親の市場労働供給は

子どもの健康状態を悪化させること、両親家計では父親の労働供給行動とは異なり、母親

の労働供給行動は子どもの健康賦存の関係していることが挙げられている。つまり、子ど

もの健康状態が悪い時、健康賦存が低いときには母親が育児・家庭内労働に特化すること

によって子どもの健康状態を補完し健康状態の家庭内均等化を促しているということであ

る。 

 

第 3 節 本稿の位置づけ 

 
 我々は先行研究や文献から、子どもの健康水準を向上させる要因を多面的に導出しよう

とした。結果、母親の夫婦間交渉力や一日の時間配分が子どもの健康水準に影響を持つこ

とがわかった。本稿の位置づけとしては、第一にこれらがマダガスカル農村でも影響力を

持つことを実証分析し、将来世代の健康水準を向上させ、将来のマダガスカルの経済成長

に繋がる具体的で段階的に実現出来る政策を提言する。第二に政府機関や国際機関に政策

を提言するだけでなく、夫婦間の交渉力バランスが子どもの健康水準に影響することを、

分析結果から示し世界のジェンダー撤廃に繋げる。以上２点をもって先行研究との差別化

を図る。 
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第3章 分析・分析結果 

第 1 節 データ 
 2014 年 8 月 7 日から 2014 年 8 月 19 日の 13 日間に、マダガスカルの中央高地地域で

13 の農村を訪れ収集した 519 世帯のデータを使用する。調査を行った農村は以下の通り

である。 

 

表 3 調査地詳細 

Manjakandriana 地域  Antsahamaina   

 Antanibe  

 Anonarivo  

 Ankaniby  

   

Ankazobe 地域 Ambohitromby  

 Ankazonorona  

   

Antsirabe 地域 Andreganiuchofra  

 Antanamanjaka  

 Antanimandry  

 Tsiratrinikamo  

 Ankarinomby  

 Ambohipeno  

 Ambalavato 401  

出典）作者作成 

 

表 3.4.5.6 は調査地域別、調査村別の 12 歳未満児の BMI 値と母親の夫婦間交渉力の分布

である。 

表 4 12 歳未満児の BMI 値（地域別） 

 
1）マダガスカル調査地のうちの 591 名の 12 歳未満の子どもを対象。 

 

15.1

15.15

15.2

15.25

Manjakandriana Ankazobe Antsirabe

Manjakandriana 

Ankazobe 

Antsirabe 
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出典）作者作成 

表 5 12 歳未満児の BMI 値（村別） 

 
1）マダガスカル調査地のうちの 591 名の 12 歳未満の子どもを対象。 

出典）作者作成 

 

表 6 母親の夫婦間交渉力のスコア（地域別） 

 
1）調査地のうちの 899 世帯の 12 歳以上の母親を対象。 

出典）作者作成 

 

表 7 母親の夫婦間交渉力のスコア（村別） 

 
 

1）調査地のうちの 899 世帯の 12 歳以上の母親を対象。 

出典）作者作成 

 

 

13.5

14

14.5

15

15.5

16

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

Manjakandriana Ankazobe Antsirabe

（点）

0
1
2
3
4
5
6
7

（点）
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第2節 仮説 
 前述の問題提起と先行研究より我々は、マダガスカルの子どもの健康水準を向上させる

要因は食事の質や量に限らず、他にも存在すると考察した。そして「マダガスカルにおい

て母親の家事労働・育児時間の増加と夫婦間の交渉力が上昇すると子どもの健康水準が向

上する」という仮説を立て実証分析を行う。 

第3節 分析モデル 
 
理論モデル 

 我々は母親の夫婦間交渉力と親の時間配分が、子どもの健康状態にどのような影響を与

えているのかに焦点を当て調査、分析する。まずジェンダーギャップが日本よりは高いに

しても完全平等ではないマダガスカルは、妻の交渉力が夫の交渉力よりも低いと推測する。

よって妻の夫に対する交渉力に注目し、意思決定主体が二人である場合を検討する。この

ように複数の意思決定主体が互いの意見を主張するような場合の分析モデルとして、非対

称なナッシュ均衡点を持つバーゲニングモデルが、妻の交渉力を測るのには最適だと思わ

れる。よって以下のモデルを利用する。 

 

max [Uf(x,c,Tf)-V0
f]r [Um(x,c,Tm)-V0

m]1-r  (1) 

 

s.t. px + qc ≦ I f + I m 

T = tw + th + tl 
I = wtw + Y 

 
U は効用関数で上付きの f、m はそれぞれ妻、夫を表す。また同様に V0 は交渉が決裂し

た場合の効用水準(スレット・ユーティリティ)を表す。x は妻と夫の私的財、c は子ども

の健康水準、p は私的財の価格、q は子どもの健康を維持に要するコストである。r は妻

と夫の交渉に対する選好に基づいた相対的な力関係を表し、I f と I m はそれぞれの所得

を示す。 

T は 1 日の総時間を表しており、tw は賃金労働時間、th は家事労働時間、tl は睡眠時間を

含む余暇時間であり、W は時給、Y は不労所得を表している。また、家計は予算制約と時

間制約に縛られることを仮定する。 

 

c = f (th )  (2) 

 
上式の生産関数は、親の家事労働時間は、子どもの健康水準と直接的に関係していること

を表している。(1)式、(2)式から、我々は次のような式を導出する。 

 

c=f (r, p, q, I f, I m, V0
f, V0

m, th
f, th

m)  (3) 

 
(3)式から、我々は以下の回帰モデルを作成した。 

子どもの BMIi =β0 +β1i(妻の夫婦間交渉力) +β2i(食費) +β3i(年間医療品消費)  

+β4i(一人当たり収入) +β5i(年齢) +β6i(年齢の二乗) +β7i(男の子ダミー)  

+β8i(兄弟数) +β9i(兄弟順位) +β10i(母親の平日家事労働時間)  
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+β11i(母親の週末家事労働時間) +β12i(殺虫剤ダミー) +β13i(部屋数) + U(攪乱項)it 

 

しかし、本稿で使用するデータはパネル分析が出来ず、誤差項と説明変数間で相関が生じ

てしまい、回帰分析の標準的仮定の条件をクリアせずには BLUE（Best Linear Unbiased 

Estimator）を行うことができない。{ cov(妻の夫婦間交渉力,U)≠0} 説明変数の一つであ

る母親の夫婦間交渉力は、撹乱項の中に含まれる個人の性格やその生活環境と相関してい

ると考えられる。そこで我々は操作変数を使用し三段階最小二乗法を分析モデルとして用

いる。三段階最二乗法は、操作変数を使用することによって、回帰式の中に存在する説明

変数と撹乱項の相関の問題を解決し、説明変数の不均一分散を修正する。 

 

cov (母親のテレビ視聴頻度,U) = cov (母親のラジオ視聴頻度,U) 

= cov (母親の携帯電話使用頻度,U) = cov (夫婦間の年齢差,U) 

= cov (結婚持参金の有無,U) = cov (結婚持参金の金額,U) = cov (結婚持参牛の有無,U) 

= cov (結婚持参皿の有無,U) = cov (結婚持参家具の数,U) = cov (結婚持参土地の有

無,U) 

= cov (結婚持参家畜の有無,U) = cov (その他の結婚持参の有無,U)=0 

 

操作変数とデータ化することができない撹乱項との相関を確認するために、撹乱項を含む

非説明変数である子どもの BMI との相関で上式の仮定を確認する方法を我々は選んだ。

子どもの BMI と操作変数の相関係数を計算した結果、0.1 を超える操作変数は、90％優位

水準のとき、棄却域に入る結婚時持参した家具の数のみだった。その他の操作変数は上式

の仮定を満たしていると我々は判断し、操作変数として分析に用いる。以下が三段階最小

二乗法の分析結果である。 

 

第4節 分析結果 
 
 

表 8 3 段階最小二乗法による子どもの BMI の決定要因 

BMI サ ン プ ル 数

=346 

決定係数=0.0798 

母親の夫婦間交渉力 サ ン プ ル 数

=346 

決定係数=0.0958 

   

BMI 係数 標準偏差 Z 値 P 値 95％信頼区間 

母親の 

夫婦間交渉力 

0.3591458 0.1838877 1.95 0.051 —0.0012674 0.719559 

家計消費(log) 0.0597626 0.1056318 0.57 0.572 —0.1472718 0.266797 

年齢 —0.3793878 0.1158727 —3.27 0.001 —0.6064941 —0.1522814 

年齢 2 乗 0.0291875 0.0090505 3.22 0.001 0.0114489 0.0469262 

男性ダミー 0.3264068 0.1726442 1.89 0.059 —0.0119697 0.6647833 

兄弟数 —0.3350857 0.1188109 —2.82 0.005 —0.5679509 —0.1022206 

兄弟順位 0.3252407 0.1233097 2.64 0.008 0.0835581 0.5669233 

医療品消費(log) 0.0130336 0.0663571 0.2 0.844 —0.1170239 0.143091 
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母親の家事労

働時間(平日) 

0.0021271 0.0006797 3.13 0.002 0.0007949 0.0034593 

母親の家事労

働時間(休日) 

—0.0020694 0.0007016 —2.95 0.003 —0.0034444 —0.0006943 

化学肥料ダミー —0.5054504 0.2156028 —2.34 0.019 —0.9280241 —0.0828767 

部屋数 0.1432934 0.0513116 2.79 0.005 0.0427245 0.2438622 

1 人当たり収入(log) —0.0343361 0.0999182 —0.34 0.731 —0.2301722 0.1615001 

切片 14.65975 1.491362 9.83 0 11.73674 17.58277 

 

母親の夫婦間交渉力      

 係数 標準偏差 Z 値 P 値 95％信頼区間 

母親の 

TV 視聴頻度 

—0.1339339 0.0537447 —2.49 0.013 —0.2392716 —0.0285963 

母親のラジオ

視聴頻度 

0.1329464 0.0542056 2.45 0.014 0.0267054 0.2391874 

母親の携帯電話

使用頻度 

—0.0258459 0.0591306 —0.44 0.662 —0.1417398 0.0900479 

父親の年齢 − 

母親の年齢 

0.0049146 0.0102964 0.48 0.633 —0.015266 0.0250952 

結婚持参物の

有無 

—0.3437946 0.3068776 —1.12 0.263 —0.9452637 0.2576745 

結婚持参物: 

(お金) 

0.1038691 0.0344566 3.01 0.003 0.0363353 0.1714028 

結婚持参物: 

牛ダミー 

—0.4951287 0.8956292 —0.55 0.58 —2.25053 1.260272 

結婚持参物: 

食器ダミー 

—0.0556701 0.2643353 —0.21 0.833 —0.5737578 0.4624177 

結婚持参:  

家具ダミー 

0.3607649 0.2208691 1.63 0.102 —0.0721305 0.7936604 

結婚持参物: 

土地ダミー 

1.329396 1.148603 1.16 0.247 —0.9218244 3.580616 

結婚持参物: 

家畜ダミー 

—1.521629 0.6634282 —2.29 0.022 —2.821925 —0.2213338 

結婚持参物: 

その他ダミー 

1.284225 0.5793305 2.22 0.027 0.1487583 2.419692 

切片 3.080052 0.3149822 9.78 0 2.462698 3.697406 

出典）作者作成 

 

 内生変数である母親の夫婦間交渉力の決定要因を分析するために、以下の回帰モデルを

立てた。1 世帯の食費はその他の世帯の食費と相関すると想定し、その不均一分散を修正

する一般化最小二乗法で分析を行った。 

母親の夫婦間交渉力 = β0 +β1 (母親の収入)+β2 (母親の教育水準) +β3 (祖母の教育水準) 

+β4 (祖父の教育水準) +β5 (子どもの数) +β6 (母親の平日労働時間) +β7 (母親の平日労働

時間) 

+β8 (夫婦間の年齢差) +β9 (兄弟の数) +β10 (兄弟姉妹の順位)  

+β11 (一人当たり家計消費額)+Ui 
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表 9 一般化最小二乗法による母親の夫婦間交渉力の決定要因 

母親の夫婦間交渉力 サンプル数=101 決定係数=0.1471 

 

 係数 標準偏差 T 値 P 値 95％信頼区間 

年収(log) 0.1719148 0.073525 2.34 0.022 0.0258208 0.3180089 

学歴 -0.00926 0.056216 -0.16 0.87 -0.12096 0.1024401 

母親の学歴 -0.0208252 0.054681 -0.38 0.704 -0.1294762 0.0878257 

父親の学歴 0.0032273 0.051936 0.06 0.951 -0.09997 0.1064247 

子ども数 0.0062557 0.085873 0.07 0.942 -0.1643737 0.1768851 

市場労働時間 0.0023187 0.001093 2.12 0.037 0.0001458 0.0044917 

市場労働時間 -0.0023386 0.000743 -3.15 0.002 -0.0038156 -0.0008616 

父親の年齢 − 

母親の年齢 

0.0415952 0.032231 1.29 0.2 -0.0224487 0.1056391 

兄弟数 0.0125315 0.064156 0.2 0.846 -0.114946 0.140009 

兄弟順位 0.0297375 0.071169 0.42 0.677 -0.1116753 0.1711502 

1 人当たり 

家計食費 

1.10E-06 1.34E-06 0.82 0.414 -1.56E-06 3.75E-06 

切片 0.0147672 1.15247 0.01 0.99 -2.275167 2.304701 

出典）作者作成 

 

 

第5節 説明変数補足 
 

各説明変数についての詳細は下記を参照していただきたい。 

 

 BMI…身長と体重から健康水準を測る値である。体重(Kg)／体重(m)／体重(m)で求

めることが出来る。BMI は 22 がもっとも健康である理想値とし、18.5 未満を痩せ、

18.5 以上 25 未満を標準、25 以上を肥満とする。 

 母親の夫婦間交渉力…以下の 7 つの項目の YES の総数から家庭内における妻の夫婦

間交渉力を測定した。 

 

妻の家計内での交渉力に関する質問項目 

 料理を決定することが自由にできるか 

 自由に使えるお金を持っているか 

 過去数ヶ月間に FP（family planning）に関して夫と相談したことがあるか 

 市場への外出に許可が必要か 

 自分の両親や姉妹宅への外泊に許可が必要か 

 親戚や友人を訪ねる場合に許可が必要か 

 自分自身の医療受診の際に許可が必要か 

  

 家計消費…家計内の一ヶ月における消費量を表す変数である。米、魚、肉、野菜、そ
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の他食物にかかる出費から成立している。 

 年齢…月齢換算した 12 歳未満の子どもの年齢を用いる。 

 男性ダミー…男性を 1、それ以外を 0 とする。 

 兄弟順位…最年長の子どもを基準とした男女関係のない兄弟の順位を表す変数である。 

 医療品消費…家計内における一年間の医療分野への消費を表す変数である。 

 母親の市場労働時間…12 歳未満の子どもを持つ母親が 1 週間に市場労働にかける総

時間を表す変数である。 

 母親の家事労働時間…12 歳未満の子どもを持つ母親が 1 週間に市場労働にかける総

時間を表す変数である。 

 科学肥料ダミー…農業世帯において、農地で科学肥料を使用しているかの変数である。

化学肥料を使用している場合を 1、使用していない場合を 0 とする。 

 部屋数…12 歳未満の子どもが居住する家屋が持つ部屋の数とする。 

 １人当たり収入…家計の１人当たりの年間収入とする。 

 母親の TV 視聴頻度…12 歳未満の子どもを持つ母親がどのくらいの頻度で TV を視聴

しているかを表す変数であり、毎日視聴している場合を１、週に１回の場合を 2、月

に 1 回の場合を 3、月に 1 回より少ない場合を 4、視聴したことがない場合を 5 とす

る。 

 母親のラジオ視聴頻度…母親がどのくらいの頻度でラジオを視聴しているかを表す変

数であり、毎日視聴している場合を 1、週に 1 回の場合を 2、月に 1 回の場合を 3、

月に 1 回より少ない場合を 4、視聴したことがない場合を５とする。 

 母親の携帯電話使用頻度…母親がどのくらいの頻度で携帯電話を使用しているかを表

す変数であり、毎日使用している場合を 1、週に 1 回の場合を 2、月に 1 回の場合を

3、月に 1 回より少ない場合を 4、使用したことがない場合を 5 とする。 

 父親の年齢 − 母親の年齢…母親を基準とした、父親と母親の年齢差とする。 

 結婚持参物の有無…母親が結婚する際、持参物が存在したかどうかを表す変数であり、

結婚持参物が存在する場合を 1、なかった場合 0 とする。 

 結婚持参物(お金)…妻が結婚する際に持参品として持参したかお金の総額を表す変数

であり、単位は Ar(マダガスカルアリアリ)である。 

 結婚持参物ダミー(牛)…妻が結婚する際に持参品として牛を持参したかどうかを表す

変数であり、持参した場合を 1、持参しなかった場合を 0 とする。 

 結婚持参物ダミー(食器)…妻が結婚する際に持参品として食器を持参したかどうかを

表す変数であり、持参した場合を 1、持参しなかった場合を 0 とする。 

 結婚持参物ダミー(家具)…妻が結婚する際に持参品として家具を持参したかどうかを

表す変数であり、持参した場合を 1、持参しなかった場合を 0 とする。 

 結婚持参物ダミー(土地)…妻が結婚する際に持参品として土地を持参したかどうかを

表す変数であり、持参した場合を 1、持参しなかった場合を 0 とする。 

 結婚持参物ダミー(家畜)…妻が結婚する際に持参品として牛以外の家畜を持参したか

どうかを表す変数であり、持参した場合を 1、持参しなかった場合を 0とする。 

 結婚持参物ダミー(その他)…妻が結婚する際に上記以外の持参品を持参したかどうか

を表す変数であり、持参した場合を 1、持参しなかった場合を 0 とする。 

 学歴…個人の最終学歴を表す変数である。(表 6) 
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表 6 学歴 

小学 1 年生=1 中学 1 年生=6 高校 1 年生=10 大学 1 年生=14 

小学 2 年生=2 中学 2 年生=7 高校 2 年生=11 大学 2 年生=15 

小学 3 年生=3 中学 3 年生=8 高校 3 年生=12 大学 3 年生=16 

小学 4 年生=4 中学 4 年生=9 高校 4 年生=13 

小学 5 年生=5 

 出典)作者作成  

 

表 10 選択した変数の詳細 

12 歳未満児を基準とした変数 

変数名 サンプル数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

BMI 523 15.1755 1.687933 11.14744 19.67593 

母親の 

夫婦間交渉力 

470 2.861702 1.612855 0 7 

家計総食費 487 11.45343 0.938905 9.229033 18.05656 

年齢 523 6.344328 3.349637 0.0833333 11.91667 

年齢 2 乗 523 51.4491 42.36966 0.0069444 142.007 

男性ダミー 523 0.508604 0.5004046 0 1 

兄弟数 523 3.399618 1.720665 1 11 

兄弟順位 523 2.65392 1.670318 1 10 

年間医薬品消費 486 9.891311 1.444321 6.214608 15.89495 

母親の 

市場労働時間 

503 300.7058 179.5417 0 780 

母親の 

家事労働時間 

502 206.7283 167.3018 0 1140 

殺虫剤ダミー 505 0.304950 0.460843 0 1 

部屋数 523 3.43021 1.781236 1 12 

１人当たりの 

家計収入 

520 12.80592 1.168008 7.728736 18.07819 

 

 

 

 

12 歳未満児を持つ母親を基準とした変数 

変数名 サンプル数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

母親の夫婦間交

渉力 

2069 2.825036 1.573576 0 7 

母親の年収

(log) 

761 12.75442 1.725354 9.21034 19.32894 

母親の学歴 428 4.133178 3.292675 0 15 

祖母の学歴 2160 6.289352 2.785205 0 14 

祖父の学歴 2085 6.717026 3.209948 0 16 

子供数 2656 2.527861 1.668805 0 10 
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母親の市場労働

総時間(平日) 

2417 181.7253 212.3354 0 1200 

母親の市場労働

総時間(休日) 

2415 120.8178 182.2947 0 900 

父親の年齢 − 

母親の年齢 

2068 4.62234 7.976078 -54 64 

兄弟数 2624 5.080793 2.692308 1 20 

兄弟順位 2613 3.028703 2.15257 1 14 

1 人当たりの食費 2421 294408.6 3154976 6955.556 6.95E+07 

出典）作者作成 

 

 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

25 

 

第4章 政策提言 

我々の分析結果より、子どもの健康水準を上げるために夫に対する母親の夫婦間交渉力を向

上させる必要があるとわかった。そして父親に対する母親の夫婦間交渉力を向上させるために

は、母親の収入を増やし、尚且つ平日の労働時間を増やす必要がある事もわかった。これらを

実行するため我々は JICA の協力のもと、女性が労働により参入できる大規模な大豆畑を設備

し、女性の夫に対する交渉力を上げるという政策を提言する。 

第1節 政策提言の方向性 
本稿では、三段階最小二乗法を用いて子どもの健康水準を向上させる要因について分析

を行った。この分析結果から、特に母親の夫婦間交渉力を上昇させ、子どもの健康水準が

向上することを実現するために、我々は 2 つの政策を提言する。 

 

Ⅰ．一村一品運動 

Ⅱ．大豆生産の普及 

 

第2節 政策提言 
Ⅰ．一村一品運動 

我々は子どもの健康水準を向上させるには、母親の市場労働時間を増加させ、家計収入

を増加させることで夫婦間交渉力を上昇させることが必要であると分析結果からわかった。

実際に 81.5%の女性が労働し生産活動を行っているが、農業やショップキーパーなどの低

賃金労働者が多く、より賃金を効率良く生み出せる状態に変化していくことで、経済発展

に繋がると考えた。 

調査世帯の大部分が農業世帯であり、雇用を新たに生む工場を建設するには莫大な初期

費用が発生することから自宅にいて家事や育児もしながら収入を得ることが出来る「一村

一品運動」をマダガスカル農村で普及させる。そして農村での労働市場を作ることによっ

て、農村の人々の家計収入増加だけでなく、母親の技術力向上や創意工夫による人材育成

にも繋がる。マダガスカルの特産品の例を挙げると水晶、化石、バニラビーンズ、カカオ、

レッドペッパーなどの香辛料、香水の原料になるイランイラン、グレイワイン、世界無形

遺産の木彫り、ゼブ牛のブレスレット、サイザルやラフィアというアロエのような植物の

繊維で作られるカゴや鞄、手縫いの刺繍製品など多数存在する。 
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    バオバブの木彫り            植物の繊維で作られるカゴ 

（出典：『どっぽのブログ マダガスカルの旅（土産編）』2014.4.6 更新） 

2014.11.1 アクセス(http://ameblo.jp/shin21937/entry-11815138038.html) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    木彫りのコースター         刺繍デザインによるポーチ 

    （出典：執筆者撮影） 

 

我々の農村調査の結果、自転車・バイク・車・その他の乗り物など自分の交通手段を

持っている人が 24.11%、つまり 4 人に 1 人程度で、村外への自由なアクセスが困難である。

さらに母親は家事や子育てなどで村外に働きに行くことが難しいが、一村一品運動を行う

ことによってこれらの問題を解決することが出来る。 

 

政策のメリット 
政策のメリットとしては 5 つ挙げられる。1 つ目は学歴関係なく働けること、2 つ目は

自由に労働時間を決められるなど労働の自由度が高いこと、3 つ目は重労働の割に低賃金

である農業などと比較すると友人とコミュニケーションをとりながら生産できる特産品の

生産は軽労働で従事しやすいこと、4 つ目は何を作るのか・どうやって付加価値をつける

のかと考えさせることで住民の自主性を見つけられること、そして 5 つ目はビジネスを通

じて都市部にはないその地域だけの価値を外部へ提供する思考を持つ人材を育てることが

できる。 

http://ameblo.jp/shin21937/entry-11815138038.html
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政策のデメリット 
政策のデメリットは 3 つ挙げられる。1 つ目は誰に焦点を当てて販売するのか、2 つ目

は市場のニーズを村内にいながら掴み取ることは難しい・あるいはリピーターがつきにく

い特産品になってしまう可能性がある、そして 3 つ目はインフラ整備が不十分であること

がある。 

これらの課題を解決するために、ケニアの JICA プロジェクトを参考にする。そのプロ

ジェクトでは、一村一品運動に関する講座を開き興味を持った人が申請書なるものを提出

し、内容次第で採択されレベルにあったビジネス支援（技術支援、資金支援、アドバイス

提供など）を行う。まずはマダガスカルでも同様な採択方法を利用する。誰に・どのよう

に販売するのかを明確に記載されていれば少ないビジネス支援、具体的な案が出にくけれ

ばビジネス支援を手厚くし意見を上手く促していく。さらに技術力の底上げ・向上を図る

ために政府からの補助で、村の中から何人か無料で技術講座を受ける権利を与え、技術講

座を受け終わった後に必ず村内で定期的に技術講座を開くなどのイベントを支援すると、

村内だけでは手に入れにくいニーズをくみ取ることができ、珍しい付加価値を加えやすく

なるだろう。また、インフラ整備に関しては避けられない問題だが、今の段階で出来る範

囲で行っていく。生産された特産品を配送する前に JICA やローカル NGO 団体、あるい

は企業などに協力してもらい、一村一品の写真を掲載して認知度を上げることで、需要を

増やす可能性も見込まれる。 

 

Ⅱ．大豆生産の普及 
 

大豆に注目した理由 

 我々の真の目的は、子どもの健康水準を向上させることである、このことをまず断って

おく。そして我々の分析結果から子どもの健康水準を上げるためには、まず母親の夫婦間

交渉力を上昇させる必要があることが分かった。まず母親の父親に対する交渉力を上昇さ

せるためには、母親の収入を上げ、さらに母親の労働時間を増やす必要があるという答え

に至った。よって我々はマダガスカルで大豆畑を増やし、そこで女性に労働機会を与える

ことによって交渉力の上昇を目指す。そして大豆を選んだ理由は大きく分けて 3 つある。

1 つ目の理由は大豆の栄養価にある。大豆には肉に相当するタンパク質が含まれ、またそ

れ以外にも様々な栄養を多く含む。そして大豆に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホル

モンであるエストロゲン同様の化学構造と似ているため、女性に起こりやすい骨粗しょう

症の原因の 1 つである骨量減少の抑制などに効果が期待出来る。このような点からヨー

ロッパの各国からも大豆が注目されている。ちなみに世界的な健康志向の者達からは「ミ

ラクルフード」と呼ばれ、ドイツ人からは「畑の牛肉」、アメリカ人からは「大地の黄金」

と呼ばれている。その理由としては、大豆の構成要素にはタンパク質や炭水化物が多く含

まれていて、他にも食物繊維、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ビ

タミン E、ビタミン B1、葉酸など様々な栄養素が含まれている。大豆から摂取できるカ

リウムは水のナトリウムと作用すると、細胞内外の水分バランスを整え、生命活動を維持

する上で重要な働きをする。カルシウムは丈夫な骨や歯の形成に必要な栄養素である。マ

グネシウムは体のさまざまな機能を維持する役割がある。鉄は赤血球の構成物質としてか

らだの隅々にまで酸素を運ぶという大切な働きをするなど、人間にとって必要な様々な栄

養素を含む食材であることが分かる。さらに大豆に含まれる大豆イソフラボンの効力とし

ては、更年期のほてり、のぼせが改善（女性ホルモンの調節）、カルシウムで骨粗鬆症の

予防（牛乳より優れている）、レシチンで循環器病の予防（心臓病・脳血管病・高脂血

症・高血圧）、食物繊維でがん予防（乳がん・前立腺がん）なども存在すると言われてい

る。よってこのような豊富な栄養を持つ大豆が、より市場に出回れば人々の健康にとって

も望ましいと我々は考え、大豆に目を付けた。 
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次に大豆に注目した理由として、マダガスカルの農村では適切な大豆栽培が行われてい

ないことが挙げられる。農林水産省のデータによると日本では 1ha あたり最大に採れる地

域で 2500 ㎏。最低でも 1200 ㎏は採れることが分かる。一方マダガスカルでは FAO の

2013 年データによると 1ha あたり約 600 ㎏程度である。実際我々の調査資料でもこれ相

応の結果しか得られなかった。よって最低でも JICA の協力があれば、少なくとも 2 倍の

収穫量が見込まれることが分かる。さらにマダガスカルでは最も栽培されている米の 1 ㎏

当たりの値段が、調査地で平均約 750ariary(日本円換算 30 円)であった。それに対し大豆

は、調査地で 1 ㎏あたり平均約 1000ariary(日本円換算 42 円)という結果も出ているため、

ある程度の需要が見込まれる。我々が調査した 519 世帯のうち 496 世帯が農業に従事し、

さらに 252 世帯が大豆作りに従事していた。このことより、マダガスカルで大豆作りを広

めることが可能なことも分かる。 

 そして最後の理由として、JICA が関与することで豆腐や味噌、醤油といった食材の共

有も可能になるのではないかということも考える。仮に大豆の生産が潤っても、大豆の用

途が分からなければ大豆を作り続ける農家は減っていく可能性がある。しかし、JICA が

関与することで容易に大豆の用途を広め、生産意欲増産にも繋げられると我々は推測する。

これらの理由から、我々は大豆に注目した。 

 

政策内容 
 政策内容としては、我々の訪れた村々をモデル地とし、村に応じた大規模な大豆畑を設

備し、そこで女性の労働者を募る。そして JICA の適切な大豆栽培の教育のもと大豆作り

に従事してもらう。調査地の女性の平均労働時間は 180 分とまだまだ労働に割くに余地が 

存在する。そして労働に参加した女性には、マダガスカルの女性の日当相当である 2000

マダガスカルアリアリ(8 時間労働)を自給換算し、1 時間当たり 250 マダガスカルアリア

リを 1 日の労働時間分支払うことにする。また、これらの地で取れた大豆は都市部や農村

さらに翌々は日本を含む先進国などに輸出する。そして労働者にはこの地で取れた大豆を

市場価格の半額で販売し、栄養価の高い大豆を安価で入手出来るシステムを構築する。 

 

政策のメリット 
 まず女性が平日に大豆畑で労働することによって、女性の収入が増え、労働時間が増え

ることにより、女性の交渉力が増えることが予想できる。さらに大豆は世界中の先進国で

も注目される栄養価が高い作物であり、12 歳未満の子どもの BMI が低く栄養も十分摂取

できていないと考えられるマダガスカルでは、より消費されるべきだとも考えられる。さ

らに JICA の大豆作りの教育により適切な栽培方法が広まれば、マダガスカルでの大豆の

収穫量の増加、さらにはマダガスカル人自身の健康水準の向上が見込まれる。他には米と

大豆を同時に栽培することで畑の肥力を上げ、より多くの米の収穫が可能であるというこ

とが ARPN Journal of Agricultural and Biological Science の混合農業に関する論文から

分かっている。我々が訪れた 496 世帯のうち 457 世帯で米が栽培されていたことから、

JICA の大規模農地で適切な大豆の栽培方法を学ぶことで、将来的に自分たちの農地で大

豆を作る際米と一緒に栽培することが出来、より多くの農業収益を得ることが推測される。

最後に大豆は品種の多い穀物で、気候によって品種を変えることでマダガスカルの各村に

適した大豆を栽培することが出来る。日本でいうと、北海道でユキホマレ、東北でリュウ

ホウ、関東でタチナガハ、北陸でエンレイ、東海・近畿でフクユタカ、中国四国でサチユ

タカ、九州でフクユタカ、といった具合にどの地域でも生産可能なことが分かる。多種多

様な気候にも適した大豆の品種の豊富さもマダガスカルで大豆を栽培することが安易なこ

とを示している。 

 

政策のデメリット  

 先述でもあるように、FAO のデータによるとマダガスカルでは１ha あたり平均 600 ㎏
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の大豆しか収穫出来ていない。これは日本の収穫量と比べてもわかるように大豆栽培が理

想的に行われていないことを意味する。よって一定期間の大豆栽培の教育と、そのための

大豆の栽培方法を指導する者が必要になる。さらに大規模な農地の確保も問題である。土

地の買収や農作機械にかかるコストなど大きな財源とコスト回収が将来可能なのかの確実

性が不明瞭である。 

 

予測される政策実行後 
 まずこの政策には先述の通り多額の費用が必要になる。大豆が収穫できるまでの労働者

に支払う給料や大規模農地の設備費。さらには大豆栽培の指導者や、都市への輸送費など、

政策には初めある程度の纏まった投資が必要になる。しかし、この程度の出費はどんな政

策を行う上でも必要で、むしろ最低限に抑えられていると考えられる。その理由としては

大規模なインフラ設備が必要なわけでもなければ、工場や大規模な機械類も必要ないから

だ。そして我々の政策提言による数年後、モデル地域では明らかな変化が見られると考え

られる。 

まず大豆作りを適切な教育のもと大規模農地で時間に余裕のある女性に従事してもらう。

そうすることによって収入と労働時間が増え、母親の父親に対する夫婦間交渉力が上昇し、

子どもの健康水準が上昇する。さらに適切な教育のもと栽培された大豆は、品質も良く今

までの 2 倍近い収穫量が見込まれるので、多くの収入が得られることにもなる。日本と違

い機械などは使えないが、その分安い人件費と女性労働者が十分に存在するため、人件費

不足や労働者不足の心配もない。JICA の指導下にいた労働者は将来的に自分の土地でも

教わった農法を活かして大豆作りを始める人々が出てくると考えられる。そのような自分

の農地で米と大豆を生産する人々には、同時に栽培することを推奨し米の生産性を向上さ

せる。そしてこの時点まで政策が上手くいけば、労働者たちに大豆を使った日本料理や大

豆の栄養価の高さなどを伝えることで、より一層の生産意欲を高めることが予想でき、同

時に大豆の国内需要が次第に減少してくることも推測できる。そうなれば日本やその他の

国々への輸出、さらには大豆を加工した豆腐や味噌、醤油製造業が新たにマダガスカル市

場へ参入し、マダガスカルの大豆需要を刺激することも可能である。そして一番のポイン

トとして女性の収入が上がり、子どもの健康水準の向上が見込まれる。 
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第5章 おわりに 

本稿の目的は「マダガスカルにおいて母親の家事労働時間の増加と夫婦間の交渉力が上昇

すると子どもの健康水準が向上する」という仮説を立て実証分析を行った。その結果、夫

婦間での妻の交渉力が子どもの健康水準に影響を与えることがわかり、妻の年収が夫婦間

での妻の交渉力の向上に影響力を持つことが本稿の結果より示された。そして、妻の年収

を増加させるには妻が働くことで解決される。そのため、我々は一村一品運動と大豆生産

を行うことを政策として提言する。これらの政策は今後推進されるべきものであるが、不

完全なインフラストラクチャーが政策の実施・継続を妨げる要因になることが予測され

る。南北に延びる国道一号線を中心に各農村へ道路や電気、水道などを行き届かせること

がマダガスカルの政策実施に対する必要不可欠な課題であり、我々が実際にマダガスカル

を訪れて感じたことでもある。 

今回の研究では、上記以外にも有意に出た部屋数や母親のラジオ視聴頻度、結婚持参物:

金ダミーなどについての結果を詳しく議論・分析することができなかった。今後これらを

課題として、改めて研究していきたいと思う。 

最後に、本研究を進めるにあたりご指導を頂いた栗田匡相准教授や調査の際、多大なる

ご協力を賜った JICA の方々、アンケート調査際、協力して下さったアンタナナリボ大学

の方々、そしてマダガスカル農村の方々へ心から感謝の気持ちを表して謝辞とさせて頂き

ます。 
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