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現在に至る

ラオス農村部における食文化と価値観の変容が子どもの健康に与える影響
― 実験・行動経済学的考察 ―
Changing dietary culture and preferences on child health in
Laos: using experimental and behavioral economics methods
In recent years, dietary culture and people’s preferences have been changing in Laos due to
the influence by globalization and economic development. Although these changes are considered
to have an important impact on child health outcomes, previous studies did not fully analyze this
point. We therefore conducted a field research to examine how dietary culture and preferences
affect child health outcomes in rural villages near Vientiane Capital city. We collected data
on mother and child from 100 households by conducting a questionnaire survey, economic
experiment and anthropometric measurement. We also measured gender balance within the
household as a potential determinant of child health by categorizing it into four dimensions:
control over resources; self-efficacy; decision-making; and self-esteem. Results from multivariate
regressions showed food items, mother’s preferences and intra-household gender balance had both
positive and negative effects on child health outcomes.
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1. はじめに
ラオス人民民主共和国（以下、ラオス）は、健康・栄養不良である子どもの割合が東南アジア諸国
の中でも最も高い国の一つである。ラオス全国を対象として、2011 年から 2012 年にかけて行われた
「ラオス社会指標調査」
（ Lao Social Indicator Survey 、以下 LSIS ）によると、ラオスの 5 歳未満児
の44.2％が「発育阻害」
（ stunting）
、26.6％が「低体重」
（ underweight）
、6％が「消耗」
（ wasting）
の状態にある。
表 1は、インドシナ5ヶ国における子どもの健康・栄養と経済関連の指標を示している。ラオスの2014 年
の一人当たり国民総所得（ GNI ）は 1,660USドルと、カンボジア（ 1,020USドル）とミャンマー
（ 1,270US
ドル）よりも高い数値を示しており、ベトナム（ 1,890USドル）と比較しても大きな差はない。しかしなが
ら、ラオスの子どもの健康・栄養指標、特に成長阻害と低体重の割合は 5ヵ国の中で最も高く、子ども
の栄養不良の問題の深刻性がうかがえる。また、ラオスの5 歳児未満の死亡率は1990 年（ 1,000 出生
当り162 ）から2015 年（同 67 ）にかけて半減したが、未だその数値は域内で最も高い。このようにラオ
スでは、近隣諸国と比べて、その経済水準と比して、子どもの栄養・健康指標が悪いことが分かる。
表1. インドシナ5ヶ国の子どもの健康・栄養指標

*5歳未満児の栄養指標
出典：UNICEF ‘The State of the World's Children 2016’

子どもの健康・栄養不良は、幼少時期における身体的成長・認知的発達の阻害要因となるばかり
でなく、その後のライフサイクル全般、例えば教育や労働においても悪影響を与えることが知られている
（ Haas et al 1995 ）。このため、子どもの健康・栄養不良への適切な対応は、保健医療や栄養の分
野にとどまらず、一国の開発の観点からみても極めて重要である。
子どもの健康・栄養問題が深刻である一方、ラオスの成人の間では過体重や肥満化が進んでいる。
ラオスでは過体重（ BMI 25 以上）に分類される成人の割合は、2008 年に男性 12.0％、女性 18.0％で
あったのが、2014 年には男性 13.8％、女性 20.0％と上昇しており、生活習慣病のリスクファクターとして
も注視されている（ IFPRI 2014, WHO 2016 ）。
このように、ラオスでは子どもの低栄養と成人の過栄養が同時期にみられる「栄養不良の二重負荷」
（ double burden of malnutrition ）の現象が現れ始めている。その一因として考えられるのが、近
年の経済発展やグローバリゼーションの影響を受けた住民の食文化と価値観の変容である。こうした
食文化や価値観の変容がどのような影響を子どもの健康・栄養に与えているかを実証的に解明し、
その結果としてのエビデンスに基づいた効果的な保健・栄養政策の立案が望まれる。しかしながら、
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現状ではラオスにおいては当該分野の研究蓄積が非常に乏しい。これまでラオスの子どもの健康・栄
養状態の決定要因について、社会・経済的な側面に着目して実証的な検証を行った研究は存在する
が（ Annim & Imai 2014, Kamiya 2011 ）
、食生活と価値観を重要な因子として扱った研究はほとん
ど存在しない。このような背景より、本研究では、ラオス農村部における食文化と価値観の変容と子ど
もの健康との関連性について独自のフィールド調査をもとに検証を行った。

2. 方

法

2. 1. 調査方法
2016 年 8月から9月にかけて、ラオスの首都ビエンチャン郊外のパークグム郡（ Pakgnum District ）
に位置する 4 つの農村においてフィールド調査を行った。実施に際して、ラオス国立公衆衛生院
（ National Institute of Public Health 、以下 NIOPH ）を現地研究協力機関とし、2016 年 2 月にラ
オス国保健省の倫理審査委員会によって承認を受けた。フィールド調査では、対象 4 村に居住し、5 歳
未満の子どもを持つ家族をNIOPH が保有する家庭台帳に基づきランダム・サンプリングで 100 家庭を
抽出した上で、各家庭を訪問してデータを収集した。
調査項目としては、家族の食事摂取状況、母親の食事に対する価値観、家庭内でのジェンダー・バ
ランス、子ども・母親・家庭の基本属性について他記式質問票を用いて、母親の社会選好（ social
preference ）については、実験経済学を応用した経済実験（ economic experiment ）の方法を用
いてデータ収集を行った。子どもと母親の栄養状態・体型については、身長は「ポータブル身長計
seca213 」、体重は「体重体組成計 カラダスキャン HBF-214 」を用いて測定した。
2. 2. 子どもの栄養状態
子どもの栄養状態について、測定した身長と体重を元に、人体測定法（ anthropometry ）を用い
て評価した。具体的には、身長と体重の測定値とWHO による基準値との差異を標準偏差の倍数
で表現する Z スコアを用いた。Z スコアは、年齢に対する身長（ height-for-age z-score： HAZ ）、
年齢に対する体重（ weight-for-age z-score： WAZ ）
、身長に対する体重（ weight-for-height
z-score： WHZ ）の 3 つを、WHO のソフトフェアである WHO Anthro（ Version 3.2.2, January
2011 ）を用いて計算した。個々人の HAZ 、WAZ 、WHZ が -2より小さいとき、それぞれ「発育阻害」
（stunting： HAZ＜-2）
、
「低体重」
（ underweight： WAZ ＜-2）
、
「消耗」
（ wasting： WHZ ＜-2）
の状態にあると定義できる。ここで、
「発育阻害」は慢性的な栄養不足、
「低体重」は急性的な栄養不
足、
「消耗」は慢性と急性の両方を表す指標と考えられている。
人体測定法が優れている点として、子どもの栄養状態の全ての段階を捕捉することができるため、
過度に悪化した栄養状態のみ把握する臨床兆候や生化学的指標よりも、子どもの健康状態を包括的
に計測できることが挙げられる（ de Onis, 2000 ）。さらに、人体測定法は子ども個人の健康水準のみ
ならず、社会レベルの貧困や所得水準を反映しており、社会的剥奪（ social deprivation ）を示す指
標としても利用できることから、近年は栄養学や公衆衛生学にとどまらず、広範な分野で関心が高まっ
ている（ Heltberg, 2009 ）。
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2. 3. 母親の体型
母親の体型について、計測された身長と体重をもとに BMI（ボディマス指数、Body Mass Index ）
を求めた（BMI＝体重（kg）
÷身長（cm）2×10 4 ）。計算されたBMIを用いて、母親の体型を「標準」
（ 18.5 以上 25 未満）
、
「過体重」
（ 25 以上）
、
「低体重」
（ 18.5 未満）に分類した。
2. 4. 食事摂取状況
家族単位の食事摂取状況について、独自に考案した食事摂取頻度調査票（ Food Frequency
Questionnaire 、FFQ）を使い調査した。調査項目としては、食品 21 品目（1. もち米 , 2. 白米 , 3. パン,
4. 麺類 , 5. 鮮魚・冷凍魚 , 6. 加工魚・缶詰魚 , 7. 鮮肉・冷凍肉 , 8. 加工肉・缶詰肉 , 9. 卵 , 10. 緑葉
野菜 , 11. その他の野菜 , 12. 乳製品 , 13. 油・ラード, 14. 炭酸飲料 , 15. 水 , 16. ラオスケーキ, 17. イン
スタント麺 , 18. 酒類 , 19. コーヒー・茶 , 20. ファーストフード・調理済食品 , 21. 健康食・バランス栄養
食）について、過去 1 週間の摂取状況（過去 1 週間で摂取したかどうか）と、摂取した場合の日数を
尋ねた。また、10 年前と比べて摂取日数が「増加」、
「減少」、
「同水準」であるかの質問を併せて
行った。
2. 5 . 食事に対する価値観
母親の食事に対する価値観について、
「あなたが日々の食事において最も重きをおく点は何です
か？」という質問で尋ねた。回答の選択肢として、
「栄養バランス」、
「味」、
「家族や友人と一緒に食べ
ること」、
「楽しく食べること」、
「健康」、
「特になし」の6つ（単一回答）を設定した。
2. 6 . 家庭内のジェンダー・バランス
家庭内のジェンダー・バランスに関する質問を母親に対して行った。ジェンダー・バランスは、その背
後にある女性のエンパワーメントの多次元的な側面を考慮し（ Malhotra et al, 2002 ）
、家庭内での資
源のコントロール（ control over resources ）
、自己効力感（ self-efficacy ）
、家庭内での意思決定力
（ decision-making power ）
、自尊感情（ self-esteem ）の 4 つに分類した上で、各側面を定量的に
測定した。
2. 7 . 社会選考
母親の社会選好（ social preference ）として利他心（ altruism ）を計測した。方法としては、経済
実験の「独裁者ゲーム」
（ dictator game ）を仮想質問の形式で行った。質問として、
「仮に、あなた
が誰かから30,000キープ（約 350 円）を受け取ったとします。そのお金の一部または全額をあなたの村
に住む誰かにあげることができるとしたら、いくら渡しますか？」と尋ね、回答を1,000キープ単位で得て、
その金額を利他心の代理変数とした。回答金額が大きいほど、回答者はより大きな利他心を持ってい
るとみなすことができる。
2. 8 . 子ども・母親・家庭の基本属性
子ども・母親・家庭の属性として、子どもの性別と年齢（ 0 ～ 4 歳）
、母親の年齢と教育水準、家庭
の保有資産に関するデータを収集した。
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2. 9 . 回帰分析
対象 4 村における家族の食事摂取状況と価値観が子どもの栄養状態に与える影響を推計するべく
重回帰分析を行った。アウトカム変数として、子どもの栄養状態を表す 3 つの Z スコアのうち、HAZ を
採用した。その理由として、HAZ は子どもの死亡リスクと深く関連しており、慢性的な健康状態を示す
のに最適な指標であると認識されているためである（ de Onis 2000, Pelletier 1994, WHO 1986 ）。
このため、アウトカム変数として、子どもが「発育阻害であるかどうか」の二値変数（ HAZ ＜-2 であれ
ば1、HAZ＞＝-2であれば0 ）を用いた。
推計モデルとしては、村内の個人間の相関を考慮し、村レベルでのクラスター・ロバスト標準誤差を
用いたロジスティック回帰分析（ Logistic regression with robust clustered standard errors at
village level ）を採用した。説明変数としては、家族単位の食事摂取状況、母親の食事に対する価値
観、家庭内のジェンダー・バランス、母親の社会選好（利他心）を用いた。コントロール変数として、子ど
も・母親・家庭の基本属性を推計式に含めた。分析では統計ソフトとしてStata version 14を用いた。

3. 結果と考察
3. 1 . 子どもの栄養状態と基本属性
表 2は、身体測定と質問票調査から得られた子どもの栄養状態と基本属性（年齢、栄養状態）であ
る。参考値として、LSIS による栄養状態の平均値を記載した。調査対象となった 4 村 100 家庭におけ
る5 歳未満児の栄養状態をみると、発育阻害が 23％、低体重が 11％、消耗が 7％であった。LSIS か
ら得られたビエンチャンの平均値では、発育阻害が 19％、低体重が 16％、消耗が 7％であり、今回の
調査は LSISと比べても大きな差異がないことが確認できる。子どもの基本属性は女児の割合が 44 ％
であった。年齢は4 歳児が26％と最多であり、最少は1 歳児の14％であった。
表2. 子どもの栄養状態と基本属性
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3. 2 . 母親の体型と基本属性
表 3 は、母親の体型と基本属性である。BMI に基づく体型に関しては、全体に占める「標準」体型
の割合は59％であった。
「低体重」に分類される者が5％しか存在しない一方、
「過体重」の者は36％
もおり、対象農村の幼い子どもの母親の間で過剰栄養が広がっていることが示唆された。3.1 で確認し
たように、子どもの間では低栄養の者が一定数存在していることから、同一域内または同一家庭内に
おける「栄養不良の二重負荷」の存在があることを示唆している。
母親の基本属性に関しては、平均年齢は 29.8 歳、最小値は 17 歳、最大値は 46 歳であった。教育水
準は、小卒以下（ 38％）がもっとも多く、中卒（ 27％）と合計すると全体の6 割以上を占めていた。
表3. 母親の体型と基本属性

3. 3 . 食事摂取状況
表 4 は、食事摂取頻度調査から得られた家族の食事摂取状況を表す。まず、栄養素分類で炭水
化物をみると、ラオスの主食であるもち米（97％、6.5日）は、うるち米（ 62％、2.9日）よりも頻繁に摂取さ
れている。米の代替材となりうるパン（ 73 ％、2.2日）と麺類（ 90 ％、3.5日）については、割合的にはよく
7 〜 9 割と高いが、日数的には 2 〜 3日と少ない。これらの品目の摂取状況を10 年前と比較すると、もち
米の増加（ 60％）が大きい。一方、白米、パン、麺類は「増加」よりも「同じ」と回答した家庭の方が多
いことから、対象地域では、主食としてもち米が長年にかけて摂取されていることが分かる。
次に、たんぱく質に関しては、鮮魚・冷凍魚（98％、4.9日）
、鮮肉・冷凍肉（95％、3.4日）
、卵（92％、4.2日）
は頻繁に摂取されている。一方、加工魚・缶詰魚（ 46％、1.8日）
、加工肉・缶詰肉（ 14％、1.2日）の摂
取頻度は少なく、加工・缶詰製品よりも新鮮な魚と肉がより頻繁に摂取されていることが分かる。10 年前
との比較においては、全体的に 4 ～ 6 割の家庭で「同じ」と回答があった。
「増加」の割合が最も高い
のは鮮魚・冷凍魚（46％）であり、
「減少」の割合が高いのは加工魚・缶詰魚（ 35％）
、加工肉・缶詰
肉（ 35％）であった。すなわち、10年前と比べて、現在はより新鮮な食品が摂取される傾向にある。
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ビタミンに関しては、緑葉野菜（ 100 ％、5.8日）とその他の野菜（ 88 ％、4.9日）ともに、ほとんどの家
庭で摂取されている。10 年前との比較では、緑葉野菜（ 47％）とその他の野菜（ 39％）ともに「増加」
と答えた割合は、それぞれ「減少」と答えた家庭（緑葉野菜 6％、その他の野菜 12％）よりも多く、ここ
10 年間で野菜の摂取が増加していることが示唆される。
無機質に分類される乳製品（ 64 ％、3.2 日）については、半数以上の家庭で摂取されているが、
10 年前と比較して、
「増加」と答えた家庭が 14％である一方、減少が「 49％」と、摂取頻度は減少傾
向にあることが分かる。
脂質に分類される油・ラード（ 94％、3.5日）は、ほぼ全ての家庭で摂取されている。10 年前と比べる
と、
「増加」23％、
「減少」24％とほぼ同じ割合であり、
「同じ」と答えた家庭が半数以上となっている。
最後に、その他に分類される品目に関しては、日常生活に欠かせない水（ 98 ％、6.9日）はほぼ全て
の家庭で毎日摂取されている。それ以外の飲料製品では、炭酸飲料（ 73％、2.8日）が約 4 分の 3と多
くの家庭で摂取されている一方、コーヒー・茶（ 33％、4.1日）は約 3 分の 1と割合的に少ない。既製品
のラオスケーキ（ 19％、2.1日）とファーストフード・調理済食品（ 19％、2.3日）は、約 5 分の 1と少数の
家庭で摂取されている。また、栄養バランスの偏るインスタント麺（ 74％、3.2日）は約 4 分の3と多くの家
庭で食べられているのに一方、健康食・バランス栄養食（ 14％、3.3日）はごく少数の家庭で飲み摂取
されている。10 年前と比較すると、肥満や栄養不良の原因となりうる品目の摂取は減少傾向にあること
が炭酸飲料、ラオスケーキ）
、インスタント麺の摂取について「減少」と答えた家庭が「増加」と答えた
家庭よりも多いことからうかがえる。
表4. 家庭の食事摂取状況
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3. 4 . 子どもの栄養状態別でみた食事摂取状況
表 5 は、子どもの栄養状態別でみた家族の食事摂取状況である。子どもが「発育阻害」
（ N＝23 ）
と「標準」
（ N＝77 ）の場合で分けて食品の摂取状況をみたとき、
「炭水化物」、
「たんぱく質」、
「ビタ
ミン」については摂取有無および回数に大きな差はみられず、統計的な有意差も確認されなかった。
一方、乳製品については、摂取有無と摂取回数ともに有意的な差が確認された。摂取有無では、子ど
もが「発育阻害」
（ 52％、1.5 回）の家庭は、
「標準」
（ 68％、4.1 回）の家庭よりも摂取割合が低く、週当
たりの摂取回数も統計的に有意に少なかった。
脂質に関しては、子どもが「発育阻害」である家庭の方が、
「標準」である家庭よりも油・ラードの摂
取割合が高く
（ 100％ vs 92％）
、その差も統計的に有意であった。
その他の品目に関しては、ラオスケーキおよび酒類の摂取有無に有意的な結果が確認された。ラオ
スケーキでは、子どもが「発育阻害」の家庭（ 9 ％）の方が、
「標準」の家庭（ 22 ％）よりも、摂取割合
が低かった。酒類の摂取割合についても同様に、
「発育阻害」の家庭（ 30 ％）の方が「標準」の家庭
（ 53％）よりも低かった。
表5. 子どもの栄養状態別でみた家庭の食事摂取状況

3. 5 . 食事への価値観
表 6 は、母親に食事の際に何を最も重視するかという価値観を尋ねた結果である。サンプル全体
の結果をみると、
「健康」
（ 36％）が最も高く、次に「味」
（ 23％）と「栄養バランス」
（ 16％）の続くことか
ら、母親は健康や食自体に対して高い価値を置いていることがわかる。一方、
「家族や友人と一緒に
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食べる」
（ 6％）
、
「楽しく食べる」
（ 1％）
といった食事時の雰囲気や環境については平均的に低かった。
次に、子どもが「発育阻害」である家庭と「標準」の家庭を比較すると、
「健康」が最も重要と答え
た割合にほとんど差はなかった（ 35％ vs 36％）。しかし、
「発育阻害」の子どもを持つ家庭では「栄養
バランス」の回答割合が 13％と低く、逆に「味」は 30％と高かった。つまり、
「発育阻害」の子どもがい
る家庭では、
「標準」の家庭と比べて、母親は味を重視し、栄養バランスを軽視していることが示唆さ
れる。
表6. 母親の食事に対する価値観

3. 6 . 家庭内のジェンダー・バランスと母親の社会選好
表 7 は家庭内のジェンダー・バランスと母親の社会選好（利他心）を示している。ジェンダー・バラン
スの変数について、1 つめの資源のコントロールは、サンプル全体で 38 ％が「自分自身で自由に使える
お金を持っている」と答えた。子どもが「発育阻害」の家庭（ 35％）と「標準」である家庭（ 39％）の間
でも大きな差はない。
2 つめの自己効力感は、母親に対して、
「子どもの厚生に対する自身の影響力の高さはどの程度
か」という質問を行い、5 段階（ 0 〜 5：大きい数値ほど影響力がある）で回答を得た。子どもが「発育
阻害」の家庭（ 3.39 ）の方が、
「標準」の家庭（ 3.09 ）よりも、平均的に母親の自己効力感が高いこと
が分かる。
3 つめの家庭内での意思決定力に関しては、6 つの状況（ 1. 夫の稼ぎの使い道、2. 妻の稼ぎの使
い道、3. 家族の日常の買い物、4. 子どもの健康、5. 妻自身の健康、6. 友人・親戚宅への訪問）に関
して、
「家庭内の誰が意思決定をしているか？」を尋ねた。その結果は、子どもが「発育阻害」の家庭
では、
「標準」である家庭と比べて、妻が単独で意思決定を行っている傾向にあることがわかる。逆に、
子どもの栄養状態が「標準」である家庭は、
「発育阻害」の家庭と比べて、妻と夫（子どもにとっては
母親と父親）が合同で意思決定を行っている傾向にある。
4 つめの自尊感情については、
「一般的にどのような状況であれば、夫による妻の暴力（ドメスティッ
ク・バイオレンス）が許容されると思うか？」という質問を妻に対して行った。4 つの状況（ 1. 妻が夫に
無断で外出する、2. 妻が夫に口答えする、3. 妻が夫との性行為を拒絶する、4. 妻が家族の年長者に
従わない）を想定してもらい、各状況についての設問に「はい」と答えた場合に、妻の自尊感情が低い
とみなす。結果をみると、子どもが「発育阻害」の家庭では、
「標準」である家庭と比べて、妻の自尊
感情が低い傾向にあることが確認できる。
最後に、母親の社会選好についての結果をみると、サンプル全体については、投資額つまり利他心
の平均値は3900キープであった。子どもの栄養状態別でみると、
「発育阻害」の子どもをもつ母親ほど
利他心が高い傾向にあった。
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表7. 家庭内のジェンダー・バランスと母親の社会選好

3. 7 . 回帰分析の推計結果
表 8 は、村レベルでのクラスター・ロバスト標準誤差を用いたロジスティック回帰分析の推計結果で
ある。
推計値としてオッズ比を掲載している。このため、各変数の推計値が 1よりも小さい場合は、その変
数は子どもの発育阻害を抑制する要因（発育にとって好ましい変数）となっており、1よりも大きい場合
は、子どもの発育阻害を助長する要因（発育にとって好ましくない変数）となっていると考えることがで
きる。
推計結果からは、子どもの発育阻害を抑制する要因として、栄養素分類では無機質（乳製品）の
摂取、母親の食事に対する価値観では「家族や友人と一緒に食べること」、家庭内のジェンダー・バ
ランスでは「夫婦合同で意思決定をすること」
（特に、1. 夫の稼ぎの使い道、2. 妻の稼ぎの使い道、
5. 妻自身の健康で統計的に有意）が確認された。逆に、子どもの発育阻害を助長する要因としては、
「妻が単独での意思決定すること」
（特に、2. 妻の稼ぎの使い道、3. 家族の日常の買い物、5. 妻自身
の健康で統計的に有意）
、母親の自尊感情が低いこと、母親の利他心が高いことが確認された。
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表8. ロジスティック回帰分析の推計結果

4. まとめ
本研究では、ラオスにおける住民の食文化と人々の価値観の変容が子どもの健康に及ぼす影響
について、ビエンチャン郊外で実施した独自のフィールド調査をもとに実証的に検証した。その結果、
住民の間の現在における食事摂取の状況と、10 年前からの変遷が詳細なデータとして確認できた。
例えば、近年、住民は主食としてラオスの伝統食であるもち米をより多く摂取していること、タンパク源
としての魚と肉については、昔よりもより新鮮なものを摂取していること、野菜の摂取頻度についても
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増加していることが明らかになった。また、子どもの栄養状態別で食事摂取状況をみた場合、子どもが
「発育阻害」の状況にある家庭では、乳製品の摂取頻度と回数が少ない一方、油・ラードの摂取頻
度が高い傾向がみられた。
さらに、母親の食事に対する価値観、家庭内のジェンダー・バランス、そして母親の社会選好が子
どもの栄養状態に正負の影響を与えていることが確認された。これらの結果は、子どもの栄養状態の
改善策を考案する際には、食事という直接的な因子のみを考えるのではなく、親の価値観、家庭内
の力関係や意思決定プロセスといった家族の心理・行動面についても考慮せねばならないことを示し
ている。
本研究の課題としては、ラオスの食文化や人々の価値観が昔から現代にかけて「いかに変容してき
たか？」という問いについては、十分に深い考察ができなかった点が挙げられる。その理由として、本
研究は現在という一時点におけるクロスセクション調査をもとにした実証分析であり、過去の出来事に
ついては「 10 年前と比較してどうであったか？」という回答者の記憶に頼った質問でしか把握すること
ができなかった。今後は、過去に第三者によって収集されたデータを二次情報として利用することで、
この欠点を克服することが望ましい。
最後に、本研究の成果として、ラオスにおいて変容を続ける食文化と多様化する価値観の中で、住
民の食文化や価値観が子どもの健康・栄養状態にいかなる影響を与えているかが明らかになった点
が挙げられる。従来、子どもの健康・栄養の決定要因としては、家族や村レベルにおける社会・経済・
人口属性が主に分析されてきた。しかしながら、経済発展やグローバル化により、住民の健康リスクが
多様化している現在、文化や価値観といった、より広範な事象への配慮が求められている。本研究は、
ラオス農村部の食文化と価値観という、これまでほとんど検証されることがなかった点に着目し、独自の
フィールド調査により検証を行った点に希少性があり、今後ラオスにおける栄養研究の重要なエビデン
スとなると思われる。
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