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家計間での私的相互援助の実態の多国間比較：
持続可能な社会保障システム,コミュニティ, 幸福度を巡って
Aspects of Private Mutual Assistance among Households in
Asian Countries: Social Welfare, Community, and Happiness
This study aims to suggest a method of generalizing a theory pertaining to an original micro
foundation in terms of its institutional approaches and ideologies, through an empirical case in
Cambodia, and its comparison among other Asian countries; Thailand, South Korea and Indonesia
as developing ones.
We begin our discussion by focusing on theoretical developments and these limits in
Economics, from the perspective of Institutional Economics (Section 1). We suggest the
possibility of there being original mechanisms of autonomous mutual assistance, instead of
official aid; formal Social Security Institutions. Since this type of real economic activity and its
effects have not been studied thus far, the underlying theory should be validated by transparent
and detailed data. To providing an evidence for my finding, I present the preliminary results of a
joint research where we analyzed questionnaire survey conducted in Cambodia and other three
Asian countries (Section 2-3). In brief, our survey results suggest the presence of a kind of private
redistribution mechanism in these countries commonly, involving several differences among
human relationships or cultural and religious elements. In order to explain this phenomenon in
Asian households, I introduce certain institutional ideas such as the difference between “formal”
and “informal” institutions, from the side of theories on the next. Next, I draw a map connecting
these concepts with the actual corresponding features of the households’ activities by focusing on
the relationship between the institutional and micro framework (Section 4). Finally, I summarize
my discussion and suggest some topics that future research should address.
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Ⅰ. 理論的背景と実証的仮説に基づく課題設定
Ⅰ. 1 2 種類の制度：
「フォーマル」な制度と「インフォーマル」な制度
経済学において代表的な「ミクロ経済学」と称される市場分析アプローチは、経済を理解する上で、
より厳密に言えば、社会的な諸資源や財の分配を巡って、それを「市場」に任せることが最良である
と伝統的に主張し続けてきた。その一方で、
「マクロ経済学」として理解される一国分析アプローチは、
「市場」に経済運営を任せることなく、むしろ「国家」
（または政府）が、経済運営に積極的に関与す
べきであると強調している。これらの経済学での代表的な見解に対して、執筆者が注目する制度の経
済理論は、経済を理解する上で「制度」を強調する。またこれを理解する上で、例えば、制度の経済
理論の代表的論者の一人、新制度学派の D. C. North（1990；2005）は、制度を、法律や政策などと
して理解される「フォーマル」な制度と、社会慣習・行動規範・文化的遺産などとして把握されるような
「インフォーマル」な制度とに区別している（ 1 ）。しかしながら、制度の経済理論では、それが登場した
1970 年代～今日に至るまで、フォーマルな制度が社会経済システムに対していかなる影響を与えるのか
という観点からの分析を中心に展開しており、インフォーマルな制度は、あくまでフォーマルな制度を基
礎づけ、規定するモノとして語られている。それゆえ、インフォーマルな制度それ自体の経済的な機能
や役割が、単独で分析され、個別に論じられる事例は皆無である（ 2 ）。
だが、このロジックは、例えば、途上国に代表される様なフォーマルな制度それ自体が未整備である
か未発達である様な状況を、フォーマルな制度の発展途上という観点からしか捉えられないがために、
該当国を十分に精緻に論じることには限界も抱えているとも言わざるを得ない。なぜなら、フォーマルな
制度がなき下で、人々はどの様に行動しているのかということや、市場やフォーマルな制度を介さずに
把握されうる様な経済パフォーマンスについては説明しえないからである。
Ⅰ. 2 アジア「福祉国家論」の展開と「インフォーマル」な制度
上述の理論的限界ないし問題に注目せざるを得ない理由として、今後数十年の間に、日本のみなら
ず、アジア NIEs 及び ASEAN の大多数のアジア諸国が、急激な高齢化社会を迎えることがある。当
然のことながら、これら諸国は、工業化・経済発展を遂げた上で、徐々に高齢化社会に突入しつつあ
る現在の欧米先進諸国とは異なり、現在も依然として経済発展の過程の中で、同時的に迫りくる将来
を見据えて、社会保障制度をより充実・拡張しなければならないという状況にある。つまり、欧米諸国と
は異なり、時間的な余裕がないという意味において、アジア諸国の社会保障整備・高福祉社会の実現
は、歴史的教訓や先例がないため、ヨリ効果的・効率的なモノである必要性がある。
こうした現実に呼応する様に、特に、2000 年代以降、アジア諸国における社会保障の現状について
は、社会学、政策学、地域学などの諸分野で学際的に議論が盛んになってきている。

（1） この議論については、江口（ 2009 ）を参照。
（2） 例えば、社会をある種の均衡状態として求める上での一変数として文化的要素を扱う、青木昌彦らの比較制度分
析に代表される数理的アプローチの手法も存在するが、このアプローチは、与式に投入する諸変数の中での文化
的要素の重みづけそれ自体を説明することが出来ないという意味で、文化的要素それ自体を論じているとは言え
ない。
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表1. アジア諸国における社会保障の現状を巡る類型

例えば、表 1 は、地域研究分野でしばしば取り上げられる、アジア各国における社会保障の現状を、
経済発展や人口規模の観点から類型化した代表的な研究成果であるが、この表からは、端的に言
えば、経済成長を遂げるにつれて、公的社会保障制度が普遍化し充実することが、現実的に再確認
できることを表しているにすぎない（ 3 ）。アジア福祉国家の類型論に加えて、各国の各種社会保障制度
（ e.g. 、年金、医療、労働・雇用関係）の歴史的経緯や仔細の特徴も明らかにされつつあるが、その
文脈では、アジアの福祉を理解する上では、公的制度以外の型での支援や相援助の状態に注目する
ことが必要であると説かれている（e.g. , 末廣（編著）, 2010；鎮目・近藤 , 2013 ）。
Ⅰ. 3 実証的仮説：
「インフォーマル」な制度的機能としての「私的な金銭のやりとり」
以上の様な学問的・現実的動向を踏まえ、執筆者は、特に統計でも明らかに出来ないような「私的
な金銭のやりとり」の実態やその経済的規模・効果を解明するべく、2010 年度以降にタイ・バンコク都
で独自に回収したのべ 2000 部弱の個票調査結果に基づき、以下 4 点を事例として指摘している（ 4 ）。
第 1 には、被験者の所得の約 2 割に当たる金額が、私的な援助として、第三者に対して支出されて
いる点である。また、第 2 には、VATを除く租税支払が、統計的傾向と同様に、多くても5％程度と相
対的に低い金額である点である。さらに、第 3 には、被験者の 2 割以上の者が、他者からの金銭的支
援を受けつつ、違う第三者を自分が支援していると回答している点である。そして、第 4 には、半数以
上の被験者が、誰かに定期的に金銭的な私的な援助していると回答した点である。尚、これら 4 点の
特徴は、特定の製造業企業に勤務する労働者 300 名弱に対象を限定した場合でも、同様の傾向で
あった。
つまり、端的に言えば、少なくてもタイの家計レベルでは、標準的な所得の2 割程度という無視し得な
い経済規模で、日常的に私的な金銭のやりとりがみられるということであり、公的社会保障制度と共に

（3） この見解は、勝間田（ 2013 ）でも再確認されている。
（4） 詳細は、江口（ 2013 ）及び Eguchi and Arissara（ 2016 ）を参照。
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独自に所得再分配の機能を担っている可能性が確認される。
加えて、この実態からは、従来から開発経済学で示唆されてきたような、地方の若者が都市部に働
きに出て、地方の両親や家族に送金するという経路に加え、都市部内部でも披験者の約 6 割が金銭
的な支援をしていることも指摘できる。
Ⅰ. 4 課題・仮説の設定：3つの検証課題の析出
前述の様な形での社会全体においても看過しえない様な、私的な金銭のやり取りの実態が、果たし
てタイに限られたモノなのか、あるいは他のアジア諸国にも見られることなのかを問うことが、まずは、ア
ジアにおける福祉・社会保障を精緻に理解する上では重要であろう。
より具体的に言えば、第 1 には、既述の表 1 にも挙げた様な、タイとは経済発展状態が異なると位置
づけられている、韓国やカンボジア、あるいは同等の経済水準だとされるインドネシアでは、このような私
的な金銭のやりとりがみられるのかということを、まず、確認する必要がある。
その上で、第 2 には、仮にそれら諸国でも、私的な金銭のやりとりがみられることが確認された場合
には、諸国間での共通点と相違点を検証することが重要になる。そして、第 3 には、当然のこうした私
的な金銭のやりとりは、いわゆるフォーマルな制度に基礎づけられた行為ではない。それゆえ、いかな
る理由で金銭的なやりとりを行っているのか、あるいはその時にどの様な心情でいるのかを理解するこ
とも必要であろう。なぜなら、社会慣習や文化、あるいは常識の名の下に、ある特定の属性（ e.g. 、性
別や職業、居住地など）のアクターに強制を強いる行為であるなら、そうした「インフォーマル」な制度
は、社会的には有用であっても、個々人のより良い生き方・生きる選択肢を与える上でのルール・制度と
しては、問題を抱えているからである。
したがって、以下では、上述の3つを本研究課題として展開した結果について検討していく。

Ⅱ. 調査概要と分析手法
先に挙げた 3 つの課題を検証する上では、独自の個票調査を実施することが不可欠であることか
ら、本研究では、特にカンボジアでの現地個票調査を実施する目的で獲得した研究資金を投入し、こ
れにより、カンボジア・首都プノンペンを中心に377 票を得た。
同時に、個票では、特に「私的な金銭のやりとり」の実態とその特徴を把握するべく、全 15 項目（性
別・年齢層・収入・職業・婚姻の有無・子供の数、金銭のやりとりの有無とその相手など）を設け、基
本的に選択記入形式を採用した。
尚、カンボジアでの全 377 名の個票回答者のうちで、有効回答があった者の主な属性は以下の通り
である。性別／男性 190 名、女性 182 名、その他 1 名、年齢／金銭のやり手になりうる20 代～ 30 代
が回答者の約 8 割（ 293 名）
、職業／統計分類による18 種類であり特定の職種に限定せず、婚姻の
有無／未婚者が2 / 3（ 231 名）
、既婚者が1 / 3（ 119 名）などである。
また、今次調査で得た個票数では、サンプル数が統計学上の有意水準（ N＝1500 強）を満たさない
ことから、以下の私的な金銭のやりとりの実態とその特徴把握にあたっては、微細に個々の諸属性に着
目したカンボジア 1 国を対象とした数理解析結果を指摘することでは、課題に対して十分な意味・意義
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を見出しにくいと判断し、申請者の他の財団等から得た資金に基づく成果も引用しつつ、多国間比較
の形で議論を進めていくことを断っておきたい（ 6 ）。

Ⅲ. 現地調査から確認される特徴：3つの課題に対する多国間比較の視点から
Ⅲ. 1 私的な金銭のやりとりの状況：諸国間での共通性
表2. 私的な金銭のやりとりの実態：多国間比較

※ 韓国は全体比ではかなり小さい金額になるため、該当者の所得に対する比で算定。

表 2 は、タイ、韓国、インドネシアそしてカンボジアでの 4カ国において、執筆者が独自個票から得た
調査結果の概要を示している。この表から読み取れることとして、まずは、①日常的に誰か他の家計

（ outside of household ）の者に対して金銭的な支援をしている者 は、4 カ国いずれにおいても存在
すると共に、韓国を除く3 カ国では、いずれも被験者の半数近くに上ることを強調しておきたい。また、
国毎のサンプル数に相違があるため、あくまでケーススタディとしての意味であるが、その金銭的規模
に注目すると、いずれの国でも被験者の家計での平均収入の 2 割程度が私的な金銭の援助であり、
家計レベルでは、一定の所得再分配機能を有している可能性も示唆できる。
また、逆に、②日常的に誰か他の家計の者から金銭的な支援を受けている者も、カンボジアとタイ
では約半数おり、特に、カンボジアでは、家計の平均的な収入に占める割合も4 割近くになっている。

（6） 韓国での調査データは、2015 年度『旭硝子財団』
「人文・社会科学若手研究助成」、インドネシアのデータは、
2015年度『村田学術振興財団』
「社会科学研究助成」での調査結果にそれぞれ基づいている。
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このことは、私的な援助が、家計収入にとって重要な意味を持っていることを示している。加えて、韓国
を除くタイ、カンボジア、インドネシアの 3カ国では、③ 他者から金銭支援をしてもらい、自分が第三者に

支援をしている者 、つまり、自分が他の誰かから金銭的支援を受けつつも、自分が得た金銭を他の違
う人に渡しているという者の姿も確認できる。特にカンボジアの場合には、タイと類似しており、そうした
者の数も約 2 割程度みられる。こうした状況からは、私的な金銭のやりとりが社会的に広範にネットワー
ク化している可能性も類推できる。
Ⅲ. 2 金銭的なフローの詳細や主な担い手の違い：文化的な要因？
前述の様に、経済発展段階の違いには関係なく、4 カ国で共通して私的な金銭のやりとりの実態が
ありうることがまず確認できる。その上で、国毎の違いや特徴を検討するべく、次に金銭に支援する相
手と反対に支援を受ける相手について取り上げたものが、以下の表 3と表 4である。
表3. 表2- ①の詳細：金銭的な支援をする相手

6

表4. 表2- ②の詳細：金銭的支援を受ける相手

まずは、表 3に示している通り、金銭的な支援をする相手については、カンボジアを除く3カ国では親
に対する金銭的援助がその半数以上を占めているが、カンボジアでは、親以外の血縁に基づく親戚
への支援が3 割強と最も大きな相手となっている。また2 番目以降の相手は、親子、兄弟などとなってい
るが、国毎に微妙な違いがみられる。また、表 4 に挙げる金銭的な支援を受ける相手でもカンボジアの
みが、親以外の血縁に基づく親戚が 7 割弱と他国と比較して極端な特徴を示している。これらのことか
ら、社会全体として経済発展途上にあるカンボジアでは、親子に限らず他国と比べて相対的に幅広い
血縁者での相互援助ネットワークがみられる可能性もある。
そして、この特徴についてより具体的に把握するべく、特に前述 ③の自らが他者から援助を受けつ
つも、第三者に対して金銭的な支援をしている者について、その金銭的なフローのマトリクスを用いて
特定しつつカンボジアとタイを比較すると以下の形になる。
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表5. カンボジアにおける金銭的フロー

表6. タイにおける金銭的フロー

表 5から解るように、カンボジアでは、親戚から得た金銭を、別の親戚にあげている流れと親に渡して
いるフローの合計で約半分を占めており、この 2 つの経路に特徴があると思われる。また、カンボジアと
同様に、自ら支援を受けた金銭を第三者に渡す者が約 3 割居るタイの場合には、表 6 から解るように、
親子を除くと恋人から得た金銭を親や子供に渡す経路が 3 割強あることを確認できる。つまり、端的に
言えば、カンボジア＝親戚、タイ＝恋人というように、私的な金銭のフローのネットワークにおける主な担
い手が異なるということである。この違いが経済発展段階の違いに起因するのか、あるいは文化的な
要因に起因するかの判断は、本研究調査結果単独ではつきかねるが、両国の社会的基盤には、共に
仏教の教えがある。そしてこのことが、詳細は改めて後述するが、他者に対する支援を社会的に「常
識」や「当然」とみなす風潮とリンクしている可能性も、否定できない。
Ⅲ. 3 私的な援助行為に対する個人レベルでの解釈を巡って
第Ⅰ章において指摘した様に、もし、仮に私的な金銭的なやりとりが、社会全体として一定の所得再
分配機能の機能や役割を担っているとしても、それが個々人にとって、とりわけ私的な援助を他者にし
ている当人にとって、いかなる意味を持っているのかということも考慮する必要性がある。それゆえ、こ
れについて、今次調査でのカンボジアにおける回答を取り上げつつ、また同時期に同形式で調査した
インドネシアでの回答と比較する。
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表7. 支援する理由とその時の気分

表8. 支援を受ける理由とその時の気分

まず、表 7 は、金銭的な支援をする理由とそのときの気分を尋ねた調査項目を集計したものである。
この結果に基づいて言えば、カンボジアでは、回答者のほぼ半数が、自分自身の何らかの「義務」とし
て捉えていることが確認されると共に、他の社会的な常識なども含む自己の行為の条件として捉えてい
る回答が、8 割以上を占めている。つまり、個人レベルで内部化されたルールや制度的行為になってい
る可能性が高い。このことは、いわゆる純粋な自発的な行為、自己の主体的な判断・発心のみに基づ
く思いやり行為（ボランティア）の形で金銭的援助をしていると思われる者が、15 ％程度に留まっている
ことからも確認できる。ただし、カンボジアよりも明らかに公的社会保障制度が整備され、社会的に豊か
なインドネシアでは、その数値は極端に落ち込み、2.8 ％に過ぎない。同時に、行為をすることそれ自体
に対しては、両国共に8 割強の回答者が肯定的な個人的な感情を抱いてもいる。
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また、表 8は、逆に金銭的な支援を受ける者として感じる心情を尋ねた調査項目の集計結果である。
カンボジアにおいて、現在金銭的な支援を受けている者のうち 45 ％が、他の支援があれば、受け取り
たくはないと表明していることは、興味深い。インドネシアでは、この回答は一桁である。また同時に、心
情的には、自らの立場・状況を肯定的に捉えた回答がほとんどであった。
以上の結果からは、金銭的支援が「仕方なく」または「嫌々」している姿や、否定的に捉えている姿
は必ずしも明確ではなく、むしろ現在の私的な金銭のやりとりが、良くも悪くも、健全な個人的心情の下
に展開していることが伺えられる。
この事実は、昨今の幸福の経済アプローチでも指摘されている様に、人の幸福感が必ずしも客観的
な、経済的な豊かさや条件と対応するのではなく、あくまで周囲との比較に重きを置いているという見
解と一致することを意味するかも知れない（e.g. , Graham, 2011 ）。つまり、日常的に、親や兄弟を支援
することが当たり前とされる社会では、たとえそれが、第三者的に見て負担を強いる行為であったとして
も、当人はそれを常識と捉えているために、さして苦に感じていない可能性もあるという意味において
である（ 7 ）。

Ⅳ . 結論と課題：ハイブリット型の所得再分配メカニズムとその行方を巡って
Ⅳ . 1 2 種類の制度とハイブリッド型の所得再分配：公的社会保障制度と私的な金銭のやりとり
図1「ハイブリット」な所得再分配メカニズム

図 1 に基づき、本稿での議論を総括すると、まず第Ⅰ章で論じた様に、本研究目的の 1 つは、制度
の経済理論における「フォーマル」な制度と「インフォーマル」なそれとの分類を前提としつつ、特に「イ
ンフォーマル」な制度それ自体の経済的機能や意味を示すことにあった。これについては、少なくても

（7） 卑近な例だが、タイで親の面倒を見ることについてどう思うか尋ねると、殆どの者は、「当たり前」と答えるのに
対し、公的社会保障制度の存在を前提とする日本で、講義の受講生に尋ねると、親の面倒を将来見ることを想定
している者は、例年、多くても半数程度に留まる。
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アジア4カ国、すなわちタイ、インドネシア、カンボジア、そして韓国の各国では、経済成長・発展段階差に
関わらず、
「私的な金銭のやりとり」が共通して、現実的にみられることを確認できる。また、主に第Ⅲ章
の表 2 ～表 6 で示した様に、その具体的詳細やネットワークの形態を巡っては、諸国間での違いも巻き
込んでいる実態を同時に指摘できる。更に、この私的な金銭のやりとりは、家計レベルでは、看過し得
ない経済的規模も持っており、社会全体としての一定の所得再分配機能を有している可能性が高いと
も言えよう。尚、このことは、各国での数百～ 2000 弱の個票被験者の回答から、現在、公的制度から
の支援を受けていることを回答した者が皆無であることや、公的社会保障制度の原資となる税金や保
険料支払いが、家計レベルでは数％規模と私的な金銭のやりとりの金額と比較したときには、相対的に
小規模になることからも確認できる旨を追記しておきたい。
また、各国での詳細・事情については言及していないが、表 1 で示した様に、経済成長段階に応じ
た公的な社会保障制度の整備が進むことを前提とすれば、経済成長段階差と私的な金銭のやりとりの
ネットワークとの相関性、端的にいえば、経済成長を遂げることによって、相対的に私的な金銭のやりと
りのネットワークやその対象が狭まっていくのかという問いが生じてくる。これについて、どの程度両者
が連動しているのかを厳密に問うことは今後の課題であるが、1 つの可能性として、表 7 ～表 8 で示し
た様に、例えば、カンボジアの様に、別の手段が可能であれば私的な援助・やりとりは受けたくないとい
う声が多い社会では、公的社会保障制度の整備が進むにつれて、相対的に私的な金銭のやりとりの
経済的機能や役割は、相対的に小さくなっていくのも知れない。このことは、サンプル数に問題を抱え
ているものの、韓国での状況からも示唆される。
Ⅳ . 2 若干の補足と今後の課題：私的な金銭のやりとりを規定する諸要因の解明に向けて
その一方で、表 1で確認した様に、カンボジアと比べて経済発展を遂げているインドネシアにおいてで
も、私的な金銭的なやりとりを「義務」や「常識」として捉える回答が大半を示していることは、私的な
金銭的のやりとりのネットワークやその行為が、経済成長・社会発展段階のみによって規定されないこ
とや、それを要因として説明することには限界があることを端的に示しているとも考えられる。あるいは、
カンボジアと同じ仏教国であり、相対的に発展しているタイでも、私的な金銭のやりとりのネットワークが
依然として確かに残ってもいる事実は、そうした安直な説明を許さないことを意味している。
こうした私的な金銭のやりとりの広がりやその行為の源泉・原動力を考える上では、各国社会を特
徴づけている基底的な要因としての各国での宗教的基盤が大きな原動力になっている可能性も否定
はできない。これは、例えば、儒教的精神が根強い韓国では、金銭のやりとりの相手として兄弟が親
子に次いで高いこと（表 3 ）や、イスラム教での布施（＝ザカート）を前提とするインドネシアでは、金銭
的支援を受ける相手に散らばりがみられること（表 4 ）などから読み取ることも可能かも知れない。同時
に、相対的に高福祉を実現している欧米では、自発的なボランティアが盛んであることを前提とすると、
表 7 ～表 8で示したカンボジアやインドネシアでの個々人の声は、私的な金銭のやりとりが個々人の純粋
な主体的判断と行動に依拠したモノではない可能性を含んでいる解釈も成立させうる。これらの観点
から言えば、
「インフォーマル」な制度的要因が、各人にどのように学習され、個々人に内部化されてい
るのかという意味や私的な金銭のやりとりのネットワークの維持に関しては、ヨリ根源的な「別」の説明
ロジックを必要としてもいるだろう。これは、例えば、世代毎の「常識」の違いや、人格形成における「教
育」効果を加えて吟味することでヒントを得られるかも知れない。
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