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北海道大学大学院教育学研究院�
紀要　第１０５号　２００８年６月�

北海道大学大学院教育学研究科教育臨床講座博士後期課程（教育福祉研究グループ）�＊�

貧困世帯の教育費調達における�
マイクロクレジットの役割と課題�

【要旨】スリランカは，基礎教育が普及しているが，それ以上の教育を受けるには，厳しい進学

試験に合格しなければならない。当然，学習塾に重点が置かれるようにより，教育費の家族負担

は大きい。サムルディ計画は，貧困層を対象とした救済策であり，生活費の補助とマイクロクレ

ジットを通した小規模事業の支援を実施している。今回の調査は，サムルディ計画のマイクロク

レジットによる収入が，貧困世帯の子どもの教育費にどのように利用されているのか，を明らか

にするために行った。調査の結果，事業を行っている世帯では，多くの世帯がそれで得た収入を

子どもの教育費に利用していた。しかし，非受給世帯との格差を埋めることはできず，ある程度

まとまった教育費として調達できるようになるには，３～４回融資を利用しなければならない。

さらに，マイクロクレジットにアクセスできない世帯に対しての教育費の支援策も今後，必要で

あることが明らかとなった。�

【キーワード】スリランカ，サムルディ計画，マイクロクレジット，貧困層の教育費�

―スリランカのサムルディ計画の調査を中心に―�

Ｔｈｅ ｒｏｌｅ ａｎｄ ｓｕｂｊｅｃｔ ｏｆ ｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔ�
ｉｎ ｒａｉｓｉｎｇ ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｅｘｐｅｎｓｅｓ ｏｆ ｐｏｏｒ ｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓ．�

Ｃｈｉｈａｒｕ ＹＡＭＡＤＡ�

山　田　千　春＊�

１．はじめに�

　公共の交通機関や送迎用の車に乗って，家から遠く離れた学校へ通うスリランカの子ども

たち。学校から帰宅後，遊ぶことなく，学習塾へと足を運ぶ。これは，一般的なスリランカ

の子どもたちの日課である。スリランカは，１９４５年より幼稚園から大学まで，公教育を無償

化したことにより，南アジアの国々の中でも基礎教育が普及している１。しかし，高校や大学

に関しては，進学希望数に対して，それを受け入れることができる教育施設や教員が不足し

ているため，厳しい進学試験が課せられている。スリランカの子どもや親たちが望むのは，

基礎教育以上の学歴である。それを取得することによって，安定した常勤雇用の仕事に就け

るチャンスが広がるので，貧困世帯の子どもにとって，この学歴の価値は大きい。�

　公教育の無償化政策が実施され，全ての子どもに学歴取得の門戸が開かれているように見

－ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｓａｍｕｒｄｈｉ ｐｒｏｇｒａｍ ｉｎ Ｓｒｉ Ｌａｎｋａ －�
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える。だが，実際には，学費以外の諸経費がかかったり，質の低い公教育を克服するために，

家庭教師を雇ったり，学習塾へ通わせたりと，教育費に関する家族の負担は大きい。特に，

経済的に脆弱な貧困家庭は，その負担の重さに耐えきれず，受験に不利な状況を選択するし

かない。このような状況から，スリランカの教育熱心な貧困層の親たちにとって，子どもの

教育費をどうやって生み出すか，は最大の関心事である。�

　一般的に，途上国では，資金制約のある貧困世帯に対し，奨学金の支給や米・小麦などの

配給を実施している。特に，バングラディシュで実施されている「女子中学生奨学金プログ

ラム」や「教育のための食糧プログラム」，メキシコの「機会」は，よく知られていて，対

象世帯のターゲットの方法に問題は残るものの，奨学金の支給や米・小麦の配給は，就学に

プラスの影響を与えている２。スリランカにも中学からの奨学金制度がある。これは，小学校

修了時に，全国統一試験が行われ，そこで対象者が決定される。しかし，スリランカの奨学

金制度は，試験に高得点を獲得した一部の優秀な貧困層の子どもにしか支給されず，また，

支給額も十分とは言えない３。親や子どもたちは，奨学金の支給を目当てに統一試験を受ける

というよりはむしろ，各地にある拠点校（名門校）への通学許可を得るために受験している，

と言った方がよい。�

　その他，直接的な貧困削減の介入は間接的に教育投資需要を高めると考えられる４。これは，

貧困層を対象とした生活費補助，ワークフェア，マイクロクレジット（Ｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔ：以下Ｍ

Ｃと表記５）などで，家計の所得が向上し，教育費として利用できる金額が増えることである

（図１参照）。ＭＣもそれを利用して収入を向上させることによって教育費に利用すること

ができる。サムルディ計画は，スリランカ政府が行っている貧困対策であり，同国の伝統的

な食糧配布制度を２１世紀に継承したものである６。サムルディの全受給世帯に生活費の補助

を支給し，受給者が希望すれば，ＭＣを通じた小規模自営の支援を行っている。スリランカ

におけるＭＣは，その他，民間銀行，農業協同組合，ＮＧＯ機関など，多数存在する。サムル

ディ計画の受給者は国民のおおよそ４０％に及び，ＭＣの利用世帯はその中の半数になるが７，

それでも，国民の５世帯に１世帯がサムルティのＭＣを利用していることから，本稿では，

貧困世帯の間接的な教育費調達としてサムルディ計画を扱う。�

　今まで，ＭＣの有効性を考察する方法として，ＭＣ利用世帯と利用していない世帯との比

較が行われてきた。そこでは，ＭＣ利用世帯に所得・雇用などで優位な結果が得られ，ＭＣ

は貧困削減に有効であると言われてきた。だが，ＭＣ利用世帯は，元々貧困最下層でない場

合が多く，所得の上昇を単純にＭＣだけの効果だと結論付けることは難しい８。ＭＣの真の効

果を見るには「それで得た収入が何にどのくらい利用されていているのか」を調べていく必

要がある９。そこで，本稿では，ＭＣの教育への有効性を検討するにあたり，サムルディ計画

で得られた収入や貯蓄が，子どもの教育費に，どのくらいの金額が利用されているのか，を

明らかにしていく。�

　ＭＣの教育への有効性は，既に，バングラディシュの農村調査から確認されている。Ｐｉｔｔ 

とＫｈａｎｄｋｅｒ（１９９６）は，小学校の入学率の向上にＭＣが有効であるという１０。確かに，１０

年以上前のバングラディシュの農村では，小学校への入学率の向上は，価値のあるものだっ

たかもしれない。だが，途上国でも小学校への入学率が改善された現在，あるいは，スリラ

ンカのように小学校の修了率が１００％に近く，中等教育へ８０％以上が進学している国では，

学年が進んでもＭＣによる収入が利用できるものなのか，を見ていく必要があるだろう。そ
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のような観点から，本稿では，学校別（小学校，中学校から高校前期，高校後期，大学）に

おける教育費を，サムルディ受給世帯（貧困層）とサムルディ非受給世帯（非貧困層）を比

較しながら，貧困世帯の教育費調達としてのＭＣの有効性と課題を考察する。�

　なお，以下２節では，スリランカの教育について，３節では，サムルディ計画の概要につ

いて述べ，その後，現地での調査結果と考察を行っていきたい。�
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２．スリランカの教育�

　スリランカでは，早くから公教育の無償化が実施されことにより（１９４５年），９年生（義

務教育）までの中途退学率は極めて低く， 多くは１０～１１年生（高校前期）まで学校へ通

学している１１。 しかし，教育施設の不足などから，その後の進学試験が厳しく，高校後期

入試（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｏｒｄｉｎａｒｙ Ｌｅｖｅｌ：略してＯレベル）で，半数の子

どもが振り落とされる１２。試験にパスした子どもは，１２～１３年（高校後期）へ進学し，１３

年生で大学入学試験（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｅｖｅｌ：略してＡレベ

ル）を受験する。Ａレベルの合格者は受験者の４割だが，実際，大学へ進学できるのは，一

部の高得点者のみとなっている１３（図２参照）。�

　このような「無償教育の整然たるピラミット構造１４」にもかかわらず，限られた勝者の座

席を巡り，貧困層の子どもたちもこの学歴取得競争に参加するようになってきた。それは，

スリランカでは，学歴（教育証明書）が安定した常勤雇用と結びついているからである。高

校後期入試（Ｏレベル試験）に合格すれば，普通レベルの一般教育証明書が，大学に入学で

きなくてもＡレベル試験に合格すれば，高等レベルの一般教育証明書が付与される。貧困層

の子どもにとって教育証明書を取得することは，安定した職業を得て，上の階級へ移動できる，

何よりも確実な手段である。近年では，普通レベルの一般教育証明書の価値は薄れ，より高



９４�

い高等レベルの一般教育証明書を保持することが，スリランカで正規雇用に採用される条件

の１つとなっている１５。�

　さらに，１９７０年代には，それまで英語のみで行われていた大学教育が，スリランカの現地

語でも行われるようになり，英語を使う特権階級のみならず，全ての階級に高等教育への門

戸が開かれていったことも，学歴競争を激化させていった原因である１６。�

　この学歴競争に勝つには，まず小学校修了時の全国統一試験に合格し，各地域にある拠点

校（名門校）への通学許可を得て，中学から質の高い教育を受けることがポイントである１７。

そこで，小学校を修了する子どもは，中学から拠点校への通学許可を得るために統一試験を

受験している。貧困世帯の子どもにとっては，奨学金を得るための資格試験でもあるが，仮

に合格したとしても，十分な金額が支給されている訳ではない。親が拠点校出身者であれば，

子どもは小学校入学の段階で拠点校への入学が認められるケースが多く，試験制度とは無関

係に，一部の子どもに有利な条件が継承されている。�

　近年の統一試験の合格率は，８％１８前後と極めて低いが，多くの小学生はこの試験の合格

を目指して学習塾へ通い始める。たとえ統一試験に不合格で，名門校への編入がかなわなく

ても，少しでも設備の整った町の学校へと子どもたちは流れていく。そして，中学へ進学後も，

高校後期の入試，大学入試の合格を目指して学習塾へと通い続ける。このように，スリラン

カの公教育の無償化は表面的なものであり，学歴（教育証明書）を獲得するために，通学費，

通塾費を中心に多大な費用がかかっている。�

合格率は４３．７％であるが，�

実際，入学できるのは，�

大学６．１％，短大６．０％。�

Ａレベル試験の受験者は�

Ｏレベル試験受験者の半数。�
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�

３．サムルディ計画の概要�

　サムルディとは，現地語で「繁栄」を意味する。サムルディ省（Ｓａｍｕｒｄｈｉ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ ｏｆ 

Ｓｒｉ Ｌａｎｋａ）は，国の貧困対策の中心であり，その業務は，生活費補助，小企業支援，農村イ

ンフラ整備，農村開発支援，職業訓練（起業支援），社会保障，雇用支援，畜産漁業開発支

援など，広範囲にわたる１９。そのサムルディ省の事業の中核をなすのが，サムルディ計画で

あり，貧困層をターゲットとした貧困救済策である。１９９５年よりジャナサビア計画２０を引き

継いだ形で始まった。現地のサムルディ事務所の職員によると，サムルディ計画の対象とな

る世帯は，母子家庭，夫が働けない世帯，不安定就労に従事する世帯である。だが，スリラ

ンカの福祉制度は，政治家が政権獲得やそれを維持するために使われてきた歴史があり，サ

ムルディ計画の受給世帯も現政権の支持者を中心に，受給対象世帯が拡大している２１。サム

ルディ計画の受給者は，村のサムルディ委員（民生委員）が，村レベルで対象世帯を選考し，

郡のサムルディ事務所の承認を得て，決定される。サムルディ計画の支援内容は，生活費補

助（社会保障），農村インフラ開発，ＭＣを利用した所得向上と雇用の促進である。以下に

各部門の詳細を述べる。�

�

（１）生活費補助（所得移転）�

　受給世帯には，毎月，生活費の補助（所得移転）が支給されている。その支給額の内訳は

①サムルディカード，②貯金，③保険の積立金，④家が当たる宝くじ代である（表１）。サ

ムルディカードとは，最寄りの共同組合で食糧や生活必需品と交換できる金券である。これは，

サムルディを受給している全世帯に支給されている。貯金は，受給者の口座に積み立てられ，

必要時に使える貯金とサムルディ計画から自立するまでに使えない貯金との２種類がある。

保険は，緊急時の出費，例えば冠婚葬祭や家族の入院時に利用することができ，そのための

積立金が支給されている。これがサムルディ受給世帯への社会保障制度にあたる。宝くじ代は，

当選すれば，文字通り住宅が提供される。�

　生活費補助の金額は，家族の規模や種別によって異なり，中には②貯金，③保険の積立金

が支給されない家族もある（表２）。�

３人から５人の家族の場合�

強制貯金①� 強制貯金②� 保険の積立� サムルディーカード� 宝くじ代�

６００ルピー分の生活費補助�



９６�

（２）農村のインフラ開発への参加（Ｔｈｅ Ｒｕｒａｌ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）�

　生活費補助が給付される権利を正当化するために，サムルディ計画においては受給世

帯に農村のインフラ開発を中心とした労働を課している。これは，前回のジャナサビア

計画（１９８９～１９９４）２２から導入され，農村インフレ開発だけではなく，受給者の職業訓練

も事業の目的として含まれている。事業の内容は，村の道路，井戸，灌漑用水，橋の建設工事

などである２３。村で事業があれば，必ず受給世帯から１名，その事業に参加しなくてはなら

ない。ジャナサビア時代は，月２０日の労働が課せられていたが，サムルディ計画では，その

頻度は少なくなり，さらに，インフラが整備されている都市では，事業はほとんど実施され

ていない２４。サムルディ計画の中でインフラ開発事業に割り当てられている予算は，５～６

％である２５。�

�

（３）マイクロクレジット�

　ジャナサビア計画（１９８９～）前のスリランカの福祉政策は，食糧や食糧スタンプのみを配

給していた２６。つまり，食糧配給を通した貧困層の生活保障に重きが置かれていた。だが，

受給者は福祉に頼って積極的に自立しない，という理由から，ジャナサビア計画（１９８９～）

より，ＭＣが導入され，小規模事業を通した貧困層の経済的な自立を促すようになっていっ

た２７。�

　サムルディ計画でも，受給者は，ＭＣによって小規模事業を始め経済的な貧困から抜け出

家族の規模� 内　　　　　訳� 家族の規模� 内　　　　　訳�

６人以上�
１０００ルピー�
分の支給�

体の不自由�
な老人のい�
る世帯�
２５０ルピー�
分の支給�

３人から５人�
６００ルピー�
分の支給�

サムルディ�
から自立間�
近な世帯�
１４０ルピー�
分の支給�

２人以上�
３５０ルピー�
分の支給�

ジャナサビ�
アからの継�
続受給世帯�
４００ルピー�
分の支給�
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すことが目標とされている。サムルディ計画のＭＣは，このプログラムが始まった１９９５年か

ら，バングラディシュのグラミン銀行をモデルとしたグループ貸付を採用している２８。全国

に１，０００店舗以上あるサムルディ銀行が融資の貸し付けを行う。受給者は，サムルディ銀行

の株を購入し，近所の受給者と５人組を形成することが融資を受ける条件である。初期のグ

ラミン銀行方式で，５人組が互いに返済を監視するシステムとなっている２９。�
�

�

４．調査概要�

　スリランカの都市部と農村部とでは，教育事情やＭＣにおける事業も状況が異なることから，

都市と地方の調査が必要である。また，貧困層と非貧困層の教育費における特徴がつかめる

ように，サムルディの非受給世帯の調査も欠かせない。以上の留意点を踏まえて，筆者は，

２００５年７月から８月にかけて，ラトナプラ県クルウィタ郡（地方）とコロンボ県コロンナー

ワ郡（都市）の２箇所の村で，通学中の子どもを抱えているサムルディ受給世帯と非受給世

帯の聞き取り調査を実施した。調査世帯数は，ラトナプラ県クルウィタ郡のサムルディ受給

者２０世帯，非受給世帯２０世帯，コロンボ県コロンナーワ郡のサムルディ受給世帯２０世帯，

非受給世帯２０世帯，両地区併せて８０世帯である。�

　７月は，ラトナプラ県クルウィタ郡クルウィタ地区にあるサムルディ銀行の職員の協力を

得て，クルウィタ地区エナサルドラ村のサムルディを受給している親子と，その近郊で受給

していない親子を対象に，筆者がシンハラ語で聞き取り調査を実施した。ラトナプラ県は，

コロンボ県の東６３キロに位置し，スリランカの主要な宝石，紅茶，ココナッツの産地である。

ラトナプラ県の北西に位置するクルウィタ郡クルウィタ地区エナサルドラ村も村人の多くが，

宝石採掘や紅茶栽培の労働者階級である。村の道路も未整備のままで，クルウィタ地区の中

で最も貧しい村と言われている。エナサルドラ村の総世帯数は３５世帯で，そのうちサムルデ

ィを受給している世帯は２５世帯にも及ぶ。�

　８月には，コロンボ県コロンナーワ郡ムールレリヤワ地区にあるサムルディ銀行の職員の

協力を得て，ムールレリヤワ地区マル村のサムルディを受給している親子とマル村およびそ

の近郊のサムルディを受給していない親子を対象に，筆者がシンハラ語で聞き取り調査を実

施した。�

　コロンボ県は，スリランカの首都であるスリー・ジャヤワルダナプラコーッテ市と実質的

な首都機能を司っているコロンボ市を含むスリランカの政治・経済・文化の中心地である。

コロンナーワ郡ムールレリヤワ地区マル村は，コロンボ県の北東部に位置し，中心街のコロ

ンボ市から１０キロ離れている。マル村の住人は，その多くが製造業，商業（販売）に従事し，

村の総世帯数は７５０世帯，うちサムルディ受給世帯は１４６世帯で，受給率は１９．４％である。�

　質問内容は，家族構成，親の職業や学歴，日常の生活状況，家計の支出入の状況（資産・

貯金も含めて），教育費の詳細や教育観などである。さらにサムルディを受給している家庭

には，サムルディ計画でもたらされた収入や貯金が子どもの教育費にどのように利用されて

いるのか，も含めてインタビュー調査を行った。�
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�
５．調査結果�

（１）サムルディ受給世帯の教育費の特徴�

　まず，サムルディ計画の教育費への利用状況を分析する前に，被調査世帯の収入や教育費

の実態を述べる。調査の結果，サムルディ受給世帯の父親は，両地区共に，日雇いや農園労

働者，収入の不安定な小売業に従事している者が多く，非受給世帯から比べると，クルウィ

タ（地方）では３分の１，コロンナーワ（都市）では４分の１の収入となっている（表３）。�
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　教育への支出は，世帯における子どもの数にも関係する。被調査世帯の１世帯当たりの子

ども（小学生以上）の数は，クルウィタ受給世帯が１．７５人，クルウィタ非受給世帯が１．５人，

コロンナーワ受給世帯が１．９５人，コロンナーワ非受給世帯が１．６人となり，非受給世帯が若

干低いものの大差はなかった３０。だが，表３で示したように低所得のため，クルウィタの受

給世帯は，２０世帯中１６世帯が，コロンナーワの受給世帯は，２０世帯中１５世帯が「教育費

が足りない」と訴えている。�

　表４は，家計の支出における教育費の占める割合である。訪問した全ての世帯で，子ども

全員の教育費を聞くことはできなかった。表４で示してある支出に占める教育費の割合は，

子ども全員分の教育費を聞くことができた世帯のみを対象とした数字である。全て聞き取れ

た世帯数は多くないが，２つの地区とも，受給世帯（貧困層）の教育費の割合が高くなって

いる。特に，コロンナーワの受給世帯の家計支出に占める教育費の割合は，驚異的な高さに

なっている（表４）。次に，子どもの年齢や地域別における特徴を捉えるために，学校別，

地域別，受給・非受給別の教育費について分析する。�

クルウィタ�

受給世帯の平均� 非受給の平均�

コロンナーワ�

受給世帯の平均� 非受給の平均�

クルウィタ�

受給世帯� 非受給世帯�

コロンナーワ�

受給世帯� 非受給世帯�
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（２）学校別の教育費の特徴�

　本稿での学校別とは，図２に示した区分けとは若干異なる。スリランカの子どもたちにと

って学歴を取得するには，試験の点数が重要である。試験に向けて，受給世帯，非受給世帯

の教育費にどのような違いがあるのかを見るため，５年生末の全国統一試験，１１年生末の高

校後期入試，１３年生の大学入学試験以上の３つの試験を境目に，①小学校（１～５年生），

②中学校・高校前期（６～１０年生），③高校後期（１２～１３年生），④大学生（専門学校）

の４種類に分類し，その詳細を分析していくことにする。�

�

　１）小学生（１年～５年）の教育費の特徴�

　最初に，表５－１は，小学生の地域別，受給・非受給者別の１ヶ月にかかる教育費の平均

額である。表５－２は，遠距離通学・通塾者の割合である。クルウィタ受給世帯の教育費は，

全ての項目に関して低く（表５－１），小学校の段階で遠距離通学をしている子どもが存在

せず（表５－２），通学費にお金をかけていない。それに対してクルウィタの非受給世帯は，

この通学費に高い費用をかけており，学校選択に力を入れていることが分かる（表５－１，２）。

さらに，クルウィタの受給世帯は，塾に通っている子どももほとんどいないのに対して，ク

ルウィタの非受給世帯では半数が塾へ通い，小学生修了時の奨学生試験を目指して早い段階

から親たちが学校外教育に力を注いでいる（表５－２）。�

　都市部のコロンナーワでは，調査対象となった世帯に限ってかもしれないが，サムルディ

受給世帯の方が遠距離通学者の割合が，非受給世帯よりも高くなっている（表５－２）。同

時にコロンナーワのサムルディ受給世帯は，非受給世帯よりも通塾している割合が高い（表

５－２）。だが，その金額は非受給世帯と比べると低く抑えられ（表５－１），学んでいる

科目数も少ない（表５－２）。�

　また，「毎月の教育費用は十分か」の質問に，地域問わずサムルディ受給世帯は「十分」

と答えている割合が低いのに対し，非受給世帯では「十分」と答えている世帯が多い（表５

－２）。つまり，クルウィタの受給世帯は，費用不足のため，バスでの遠距離通学や通塾さ

せることができない状態にあり，コロンナーワの受給世帯は，遠距離通学生や通塾している

子どもが多いものの，家計のやり繰りが苦しい状態にある。�

クルウィタ小学生の教育費� 単位：ルピー�
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　２）中学から高校前期（６年～１１年）の教育費の特徴�

　次に，中学から高校前期（６～１１年生までの）の教育費について見ていく。表６－１は，

中学から高等学校前期（６～１１年生）までの１人当たり，１ヶ月の教育費である。�

コロンナーワ小学生の遠距離通学・通塾者の割合�

クルウィタ小学生の遠距離通学・通塾者の割合�

コロンナーワ小学生の教育費� 単位：ルピー�

クルウィタ中学生～高校前期の教育費� 単位：ルピー�

コロンナーワ中学生～高校前期の教育費� 単位：ルピー�
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70.0％（7/10）�

15.8％（3/19）�

40.0％（4/10）�

36.8％（  7/19）�

100.0％（10/10）�

1.5科目�

2.3科目�

クルウィタ中学生～高校前期の遠距離通学・通塾者の割合�

算出方法と表の見方は，表5-2に同じ。クルウィタの受給世帯で塾に通っているのは7名。
7名の受講している科目を合計すると 11科目。この11科目を通塾者7で割ると，平均科
目数が1.5科目となる。非受給世帯は，該当者10名全員が塾に通っている。科目数を合計
すると，23科目になり，それを通塾者10で割ると，平均科目数が2.3科目となった。�

50.0％（7/14）�

56.2％（9/16）�

14.2％（  2/14）�

81.2％（13/16）�

64.2％（  9/14）�

87.5％（14/16）�

4.1科目�

3.7科目�

コロンナーワ中学生～高校前期の遠距離通学・通塾者の割合�

算出方法と表の見方は，表5-2に同じ。コロンナーワの受給世帯で塾に通っているのは9名。
9名の受講している科目を合計すると 37科目。この37科目を通塾者9で割ると，平均科
目数が4.1科目となる。非受給世帯は，14名が塾に通っている。科目数を合計すると，52
科目になり，それを通塾者14で割ると，平均科目数が3.7科目となった。�

　クルウィタの受給世帯は，小学校から引き続き低い金額に留まっているが，それでも中学

生になると遠距離通学や通塾する子どもが増え始めている。だが，非受給世帯と比べると遠

距離通学者，通塾者の割合はまだ低い（表６－２）。クルウィタの非受給世帯では全員が学

習塾へ通っている（表６－２）。そのため，クルウィタの小学生段階（表５－２）と比較す

ると，非受給世帯であっても「費用は十分」と答えている親の割合が減っている（表６－２）。�

　コロンナーワでは非受給世帯の教育費の合計が受給世帯の３倍以上になり，中学の段階に

なると都市部のサムルディ受給世帯と非受給世帯での教育費の格差が著しくなっている。特に，

「塾の費用」に関しては，受給者と非受給者との間に５倍以上の開きがある。習っている「塾

の平均科目数」では，受給世帯の方が多いが（表６－２），非受給世帯は個人レッスンを受

けている子どもが多く，金額面で開きがでてきたものと思われる。このような中，受給世帯

では１４．３％しか「費用は十分」と答えておらず，「教育費の重さ」に潰されているのに対し

て，高額な教育費を既に支出している非受給世帯では，８１．３％の家庭が「費用は十分」と答

えており，家計に，まだまだ余裕があるように見える（表６－２）。�

�

　３）高校後期（１２年，１３年）の教育費の特徴�

　次の表７は，高校生後期（１２年，１３年）の教育費の内訳である。この段階になると，Ｏ

レベル試験（高校後期入試）で多くの子どもが進学できないので，インタビューを実施した

家庭においても対象となった子どもの数は少ない。�
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クルウィタ高校後期の教育費� 単位：ルピー�

コロンナーワ高校後期の教育費� 単位：ルピー�
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　クルウィタの１名は，学校を修了し，大学受験に向けて自宅から離れた予備校に通ってい

るので，通学費と通塾費が高く，学校に所属している非受給世帯の平均よりも合計金額を上

回っている。コロンナーワの高校後期の教育費も，数少ない事例ではあるが，非受給世帯の

方が「学用品」「通学費」「通塾費」が高く，特に「通塾費」は，非受給世帯の方が１，０００

ルピー以上も高くなっている。�

　先の表６－１と表７の金額を比較すると，受給・非受給，地方・都市問わずに「通学費」

と「通塾費」が高くなり，それによって教育費の合計金額も高くなっている。高校後期に通

学費が高くなるのは，高校後期課程を履修できる学校が限られているため，高校前期課程よ

りもさらに遠くの学校へ通学しなければならないからである。また，通塾費がかかるのも，

Ｏレベル試験よりも厳しいＡレベル試験を勝ち抜くために，より質の高い学習塾へ通い始め

るからである。�

　このように，公教育は無償といっても学年を追うごとに，通学費や通塾費などにお金がか

かり，家庭での教育費負担が確実に重くなっている。実際，調査の中で，経済的な困難から

サムルディ受給世帯では，Ｏレベル試験を合格しても高校後期課程への進学をあきらめた事

例が両地区合わせて５名もいた。�

　だが，表７のコロンナーワ受給世帯では，３名中２名が「費用は十分」と答えている。そ

う答える理由は明確ではないが，今後，親戚・縁者からの教育費支援の有無も含めて検討し

ていく必要があるだろう。�

�

　４）大学・専門学校の教育費の特徴�

　最後に表８は，大学・専門学生の１ヶ月の教育費の内訳である。高等教育に関して，スリ

ランカではまだ大衆化されていないので，調査できた生徒の数も少ない。クルウィタで調査

を実施したエナサルドラ村の受給世帯の中には，現在，高等教育を受けている者がいなかった。
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　以上の学年別，地域別，受給・非受給で子どもの教育費の特徴を分析すると，学年が進む

につれて，求められる学力レベルの向上に伴い，通塾費や遠距離への通学費を中心に教育費

が高くなっている。それと同時に，子どもの教育にお金をかけることが出来る非受給世帯と

十分にかけることができない受給世帯とでは，学年が進むにつれて，教育費の格差が拡大し

ていくことが明らかになった。さらに，クルウィタの受給世帯のような農村の貧困層は，都

市の受給世帯以上に，地理的な不利も加わり，子どものライフチャンスが限定されている。�

�

（３）教育費におけるサムルディ計画の利用�

　このような，学年別，地域別，受給・非受給での教育費の課題を，貧困層をターゲットと

したサムルディ計画の貧困救済部門が，どの程度までカバーできるのだろうか。サムルディ

計画で，受給者の収入や貯金を増やすことによって，教育費に間接的な影響を与えることが

できるのは，受給世帯への所得移転であるサムルディカード，貯金，そしてサムルディ計画

のＭＣによる収入増の３点である。サムルディカードは受給世帯に毎月支給され，それによ

って食糧や生活必需品を交換し，その分の支出を教育費として回していくことができる。次

に貯金は，生活費補助の一部が積み立てられているものと，収入の一部を積み立てたものが

あり，どちらも子どもの教育費として利用することができる。サムルディ計画のＭＣは，そ

れを活用して事業を始め，家計の収入を増やしていくことで，教育費の改善が見込まれる。

ただし，貯金とＭＣに関してはサムルディカードとは異なり，全受給世帯を対象としたもの

ではない。�

クルウィタ大学生，専門学生の教育費� 単位：ルピー�

コロンナーワ大学生，専門学生の教育費� 単位：ルピー�

これは，今まで見てきたこの村の低い教育費から考えると，珍しいことではない。表８に掲

載されている３名の大学生は，現在，教育省から月２，０００ルピーの奨学金が支給されている。

コロナーワの大学生②は，通学中の子どもが本人だけであることと，自宅から大学に通学で

きるので，２，０００ルピーの奨学金と父親の収入で，学費はやり繰りできる，と答えている。�

　それに対して，専門学校生には奨学金制度はなく，全学費を家計から捻出しなければなら

ないので，低所得世帯の子どもには専門学校への進学も難しい状況にある。�
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　１）サムルディカードの活用�

　サムルディカードはサムルディ全受給世帯に毎月支給されるもので，家族の規模によって

支給されるカードの額は異なるが，３００ルピー程度である。カードによって，この分の支出

が抑えられたとしても，非受給世帯との「交通費」や「学習塾費」の格差を縮めていくこと

は不可能であり，カードによって，文房具代やおやつ代などと交換が可能であるが，子ども

への教育費を大幅に改善していくことはできなかった。�

�

　２）貯金の活用�

　クルウィタの受給世帯で，「貯金あり」の世帯が，２０世帯中１０世帯，コロンナーワの受

給世帯は，２０世帯中１５世帯で，全世帯が貯金を所持しているわけではない。「貯金あり」

の両地区併せた２５世帯中，子どもの文房具購入や教材費として利用していた世帯は５世帯で，

その他の用途の内訳は，食糧や生活必需品の購入（４世帯），ＭＣへの返済金（４世帯），

薬代（１世帯），土地購入（１世帯），人へ貸した（１世帯），子どものお祝い（１世帯），

利用したことがない（８世帯）である。 文房具などの利用が少し目立つが，高額な交通費や

学習塾費としての利用は見られない。貯金に関しても，非受給世帯との格差を埋めることが

できないようだ。ましてや，残りの１５世帯は利用できる蓄えすら持っていない。�

�

　３）ＭＣの活用�

　被調査世帯のサムルディ受給世帯のうち，ＭＣを活用している世帯は．両地区とも半数程

度であった。さらに，コロンナーワのＭＣ活用の目的は全て「事業のため」であったが，ク

ルウィタは，１１の利用世帯数のうち，２世帯が「住宅ローン」，４世帯が「他銀行への返済」

として利用しており，「事業のため」の利用は５世帯のみだった。�

　「住宅ローン」や「他銀行への返済」としてＭＣを利用することによって，その分の支出

を教育費へ回すことができるのだろうが，それを分析することは困難である。本稿では，Ｍ

Ｃの事業による収入にのみ注目し，それが，子どもの教育費の中で，どのように利用されて

いるか，を分析していく。�

　初めに，ＭＣで得た収入が主に何に使われているのか。表９は，事業で得た収入の主な使

い道を聞き取ったものである。�

�

�

�

�

�

�

�

�

　クルウィタは，事例も少ないが，子どもの教育費として中心に利用しているのは，１世帯

のみだった。それに対して，コロンナーワは，半数近くがＭＣによる収入を主に子どもの教

育費として利用している。さらに，教育費への利用に関して，どのくらいの金額が何に利用

されているのか，を聞き取ったのが表１０である。�
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　クルウィタでは事例３の１世帯，コロンナーワでは事例２２，２８の２世帯がサムルディ銀

行の返済や品物の仕入れ代へと収益が消えてしまい，子どもの教育費には活用されていなか

ったが，意外にも多くの世帯で子どもの教育費としてＭＣによる収益が活用されていた。ク

ルウィタの事例１，事例２は，文房具や交通費，コロンナーワの事例２９は，子どものおやつ

代，コロンナーワの事例２１，事例３０は，家庭の教育費の一部，残りの世帯クルウィタ事例４，

事例５，コロンナーワ事例２３， 事例２４，事例２５，事例２６，事例２７では，家庭の全ての教

育費としてＭＣの収益が利用されている。�

　家庭の全ての教育費にＭＣによる収入を利用している世帯は，他の利用世帯と比較してあ

る程度まとまった費用を教育費へ回すことができる。そのような意味から，この７世帯は，

ＭＣ活用の成功事例と考えてよい。これらの世帯の活用金額を，子どもの数で割ると，平均

的に１人の子どもに対して５００ルピーから１，０００ルピーの費用が，ＭＣによって生み出され

たことになる。このことから，先のサムルディカードや貯金よりもＭＣによる収入増の方が，

子どもの教育費に活用できることが分かった。�

　だが，ＭＣの事業が成功している７世帯でも，先の表５～表７を見ると分かるように，非

受給世帯の教育費には追いつくことはできない。従ってＭＣによる事業は，貧困世帯の教育

費を改善することができても，非受給世帯との金額の格差を縮めるまでには至っていない。�

　さらに，先の成功している７世帯のＭＣ利用回数を合計し，世帯数で割ってみると，平均３，

４回のＭＣを利用していることになる。ある程度の実収入を得られるようになるまで何年か

かるのか，今回の調査からは断言することはできない。だが，３，４回の融資を返済するには，

６，７年の期間は要するので，短期間で教育費へ利用できる費用を調達することは難しい。

この間，ＭＣの返済が困難となり，利用を途中で止めてしまい，教育費の調達へと至らない

家庭もあることを留意しなくてならない。�
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　４）ＭＣによる事業が継続しやすい家庭�

　今回の調査で，ＭＣによる事業にアクセスし，ある程度収益を得ることができる家庭にお

いて，以下のような特徴が見られた。１つは，住宅が既に完成していてＭＣの利用を事業に

のみ利用できる世帯である。クルウィタは，１１のＭＣ利用世帯数のうち，２世帯が「住宅ロ

ーン」，４世帯が「他銀行への返済」として利用されており，「事業のため」の利用は５世

帯のみと少なかった。残りのサムルディ銀行からのＭＣを受けていない９世帯のうち，６世

帯もが他銀行からの低所得者向けの住宅ローンを受けていた。先のサムルディ銀行からの「住

宅ローン」と併せると２０世帯中８世帯が住宅ローンを利用していたことになる。この地区は，

住宅が未完成な世帯が多く，優先的に，ＭＣを住宅の建築費として利用している。それに対

して，クルウィタのＭＣを利用して事業を行っている世帯は，住宅が完成しており，事業に

のみＭＣを利用できる状態にあった。�

　次に特徴的なこととして挙げられるのが，ＭＣの事業で成功を収めている世帯は，子どもが

ある程度成長していて，母親が事業に専念できる状態にある点である。途上国のＭＣ利用者の

多くは，女性であり，サムルディ計画のＭＣも例外ではない。表１１の子どもの数と年齢を見

ると，特にクルウィタは，ＭＣ利用世帯よりもＭＣを利用していない世帯に幼い子どもが集中

している。また，ＭＣを利用していても，思うように収益が上がっていないクルウィタ事例１

の母親は，「１才の子どもが体調を崩して仕事が予想通りにはかどらなかった」と嘆いていた。�
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　一方，コロンナーワは，ＭＣ利用世帯と利用していない世帯との間に，小学生以下の子ど

もがいる割合に大差はない（表１１参照）。だが，コロンナーワでＭＣの利用を止めてしまっ

た母親の中に，止めた理由として，「出産と子育て」をあげる者が２名いた（コロンナーワ

事例３１，事例３８）。スリランカにおいても子どもの養育は母親の仕事であり，祖母と同居

しない限り，小さい子どもを抱えて事業を行うのは難しい状況にあると考えられる。�

�
６．貧困世帯の教育費調達におけるマイクロクレジットの役割と課題�

　　　　　　　　　－今後の研究課題も含めて－�

　サムルディ計画を１つの基準として，スリランカにおける子どもの教育費を見ていくと，

非貧困層と貧困層との間の格差が明らかになった。特に，今回の調査から「学習塾に通えない」

「質の悪い村の学校へ通学しなくてはならない」など，進学試験に臨むにあたって明らかに

貧困世帯の子どもの不利な状況が浮かび上がってきた。そのような現状の中，インタビュー

調査の事例を通してサムルディ計画のＭＣは，貧困世帯の教育費として利用されていた。だが，

貧困層の教育費調達において以下のような課題が明らかになった。�

　①ＭＣによる事業を数年継続すれば，ある程度まとまった金額を子どもの教育費として活

用することができる。だが，非受給世帯（非貧困世帯）との教育費の格差を埋めることはで

きない。�

　②教育費にある程度まとまった金額を調達できるようになるには，３～４回にわたってＭ

Ｃを借りなくてはならず，数年の歳月がかかる。その都度，費用が必要となる子どもの教育

費としては，必要な時に利用できないという問題点を含んでいる。�

　③サムルディ受給世帯の中には，ＭＣを利用しない（利用できない）世帯が多い。それら

の世帯への救済策が不十分である。サムルディ計画は，ＭＣを利用しなくても生活費の補助
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が全世帯に支給されている。だが，それは子どものおやつや学用品の一部を補うだけで，受

給世帯の低い教育費を支援するには至っていない。�

　ＭＣの課題から話がずれてしまうかもしれないが，このような状況にある世帯には，従来

のサムルディカードの増額，遠距離通学をする場合のバス券や学用品の支給などが必要であ

ろう。それ以外にも教育費の直接的な補助として，サムルディ計画における奨学金制度３１の

普及が考えられる。この奨学金制度を一部の優秀な子どもに限定することなく，特に支援が

必要と思われる家庭の子どもにも，奨学金の支給の幅を広げていくことが望まれる。�

　①から③の課題に関連して，ＭＣによる収入は，食費など教育費以外の支出に利用される

ケースも出てくるので，サムルディ計画においては，子どもの教育費にしか利用できない「教

育ローン」を設けるのも１つの方法であろう。�

　本稿はサムルディ計画のＭＣにおける教育費の利用を中心に論じてきたが，本来このプロ

グラムの目的は，貧困世帯の経済的な自立と社会参画への支援であり，子どもの教育費の直

接的な支援を目的とした制度ではない。しかし，学歴による所得の格差がこの国においても

顕著であり，両地区の受給世帯の親４０人のうち，３１人が「サムルディ計画は，子どもの教

育費として活用できる制度だ」と答え，教育費におけるこのプログラムに対する期待も大き

いことから，サムルディ計画のＭＣも今まで以上に収入が期待できるプログラムの開発とＭ

Ｃに参加できない家庭も考慮した，プログラムの改革を進めていく必要がある。�

　今回の調査から，ＭＣの事業が継続でき，その収入がある程度教育費に利用されている世

帯は，①住環境が既に整っていて，事業のみに融資が利用できる世帯，②子どもがある程度

成長し，母親が事業に専念できる世帯，などの特徴的なことが見えてきた。だが，事業が成

功している世帯としていない世帯の決定的な特徴や，それ以前にＭＣに参加している世帯と

参加していない（できない）世帯との違いは，今回の調査だけでは，区別することができな

かった。受給世帯の世帯構成や近隣者・親戚からの援助の有無にも注目して，ＭＣにおける

事業の成功不成功と参加不参加の要因を検討していくと，個々の世帯における福祉や教育費

支援のあり方も明らかになってくるであろう。この点を，今後の研究課題としたい。�
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グラディシュの「教育のための食糧プログラム」については，Ｒａｖａｌｌｉｏｎ， Ｍ ．ａｎｄ Ｑ， Ｗｏｄｏｎ．（２０００）�
ＤＯＥＳ ＣＨＩＬＤ ＬＡＢＯＵＲ ＤＩＳＰＬＡＣＥ ＳＣＨＯＯＬＩＮＧ？ ＥＶＩＤＥＮＣＥ ＯＮ ＢＥＨＡＶＩＯＵＲＡＬ ＲＥＳＰＯＮＥＳ 
ＴＯ ＡＮ ＥＮＲＯＬＬＭＥＮＴ ＳＵＢＳＩＤＹ， The Economic Journal，１１０，１５８－１７５を参照のこと．この論文
は，バングラディシュにおける「教育のための食糧プログラム」が就学率と児童労働にどのような影響を
与えるのか，を分析した．「教育のための食糧プログラム」は，学校への出席率８５％以上であることを条
件に，１人当たりの児童に月１５㎏の小麦を支給する制度である．Ｒａｖａｌｌｉｏｎ と Ｗｏｄｏｎは，『Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ 
Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ Ｓｕｒｖｅｙ ｆｏｒ Ｂａｎｇｌａｄｅｓｈ，１９９５－９６』のデータを基に，食糧プログラムによって男子の児
童労働が５％減少し，女子の就学率が１０％アップしていることを発見し，このプログラムは就学にプラ
スの影響を与える，と述べている．メキシコの「機会」については，Ｗｏｒｌｄ Ｂａｎｋ．（２００７）World 
Development Report 2007． （＝２００７， 田村勝省訳『世界開発報告２００７』一灯舎）８６－８７，１１７－１１８
を参照のこと．現金移転によって，中等教育の出席率は８％，中等学校進学率は２０％近く改善された．
特に男子より女子に与えた影響は大きい． �
山田千春（２００６）「スリランカにおける貧困と教育－教育費への活用を中心としたサムルディ計画の成
果と課題」『教育福祉研究』１２，１１－２３．スリランカの奨学金は，中学から大学入学まで月額２５０ル
ピー．貧困世帯で奨学金を受け，自宅から離れた拠点校（名門校）に通学させている親の話によると，通
学費だけで月６００ルピーがかかり，２５０ルピーの奨学金だけでは不十分あると述べている．�
澤田康幸（２００３）「教育開発の経済学　現状と展望」大塚哲二郎・黒崎卓編『教育と経済発展』東洋経
済新報社，１３－４８．澤田は貧困層の教育費支援という表現ではなく，間接的な教育投資需要を高める政
策としてワークフェアやマイクロクレジットを紹介している．�
マイクロクレジット（Ｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔ）は，貧困層を対象とした小規模・無担保融資である．１９７０年代の
後半，バングラディシュや中南米で試験的に始められた試みが，途上国を中心に普及した．貧困削減の成
功事例としてバングラディシュのグラミン銀行がよく取りあげられている．基本的に，マイクロクレジッ
ト（Ｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔ）は，融資の貸付を示し，マイクロファイナンス （Ｍｉｃｒｏｆｉｎａｎｃｅ）は，貸付だけでは
なく貯蓄や保険などの総合的な金融サービスを指している．本稿では，用語の混乱を避けるためにマイク
ロクレジット（Ｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔ）に統一して表記する．�
中村尚司（２００５）「スリランカにおける貧困削減政策の問題点」『龍谷大学経済論集』４４（５），１５３－
１６６．�
Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｓａｍｕｒｄｈ．（２００５）Ministry of Samurdhi and Poverty Alleviation PROGRESS2004  PROGRAMMES2005，
Ｙｏｕｔｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｅｓｓ．�
Ｈｅｒｍｅ， Ｎ ． ａｎｄ Ｌｅｎｓｉｎｋ ， Ｒ．（２００７） Ｉｍｐａｃｔ ｏｆ Ｍｉｃｒｏｆｉｎａｎｃｅ： Ａ Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｓｕｒｖｅｙ，Economic and   
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