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ジェンダー平等の追求と初等・中等教育の質的充実は，「持続可能な開発目標」（SDGs）におけ

る第４目標「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し，生涯学習の機会を促進する」

にあっても重要な位置を占める。しかるに，既往の発展途上国における研究においては，男女間格

差といえば SDGs の第５目標「ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児の能力強化を行う」

にも象徴されているように，一般に男性に対する女性の劣位の構造を意味している。さらに中等教

育に関する既存研究は，初等教育のそれと比べて決して充実しているとはいえない。かかる現状に

あっては，一部の開発途上国・地域 で生じつつある男子生徒の教育成果の不振の状況を説明し，そ

の改善のための政策オプションを提示することは困難である。本研究は，フィリピンを対象として，

既存のデータと独自の調査結果を駆使し，これらの問題を正面から扱った意欲的研究といえる。 
 

はじめに，本論文をその構成に従って要約しよう。最初の２つの章からなる第 I 部は導入部にあ

たる。著者は，第１章（Introduction）において論文全体における問題の所在と研究課題をあきらかに

し，第２章（The Current System of Basic Education in the Philippines）においてはフィリピンの現教育

体系について整理し，本研究全体の準備を行っている。 
その上で，著者は，続く２つの章からなる第 II 部において，男子の教育不振がより目立つ農村地

方部に着目し，北部ミンダナオ地方ブキドノン州を事例に，教育遅延について検討している。第３

章（Gender-Preferential Intergenerational Patterns in Compulsory Education Attainment）では，初等教育に

おける教育遅延について，その頻度や大きさについて，トービットモデルを用い，頑健性検定を含

めた厳密な計量分析が行われる。その結果，女子に比べて男子の教育遅延が大きいこと，さらに同

性の親と子の教育水準，具体的には父子の間に強い相関関係があることなどの興味深い論点があき

らかになった。それは，世代間関係が今後も持続するならば，現世代の男子の教育不振は次世代に

おいても維持強化され得ることを示唆している。 
第４章（The Demand Continuity for Education and its Intergenerational Nexus between Parental and Child 

Education Levels）では，著者は，使用するパネルデータの特性を活用した回顧的履歴情報を用いて，

前章の初等教育に加え中等教育以後にも分析対象を拡大し，逐次ロジット分析に基づいて教育に対

する需要の変動を説明する要因について検討している。その結果，教育に対する需要の持続性を説

明する変数群のうち，例えば所得変数の入進学時に説明力が増すという特性を確認すると同時に，

女性同士の教育水準の世代間結びつきが男性同士のそれよりも強いという分析結果を得た点が特に

注目される。 
 第５章～第７章は本研究の中核部分の第 III 部にあたり，著者は，社会経済水準に配慮してミマロ

パ地方マリンドゥケ州から３町９村落を調査地として選び，フィールド調査にもとづく本格的な議

論を展開する。すなわち，世帯調査に加え，子どもたちに可能な限り時間利用を正確に記録しても



らうという独創的な現地調査に基づいて，生活利用時間分析と男子に対するステレオタイプの存在

の可能性について詳細な分析を行っている。第５章（Child Time-Allocation Patterns and Gender 
Heterogeneity）は，子どもの一日の時間の学業・労働・余暇への配分に関する詳細な分析がなされて

いる。その結果，男子が女子に比して労働と余暇・遊びに平均的により長い時間を，学業にはより短

い時間を費やしている事実があきらかになった。さらに，各種活動のうち，教育成果と正の偏相関

関係にあるのは自宅学習時間，負の偏相関関係にあるのは労働時間（父親の仕事）と余暇・遊びの時

間であって，通学・授業や家事手伝いなど他の時間と教育成果との間には直接的な偏相関関係は認

められなかったことが指摘されている。 
 第６章（Pro-Educational Child Time Allocation and Family Environment）では，著者は，子どもの生

活利用時間の決定因の一つとして母親の就労に着目し，学習態度の解析を試みている。具体的には，

子どもの生活時間配分を推定する同時方程式モデルを立て，三段階最小二乗法を用いた分析によっ

て，母親が働いている場合に，息子が娘より余暇・遊び時間が長く，自宅学習時間が短くなる傾向が

指摘される。しかし，母親の就労には母親自身の教育水準が決定的な役割を果たす一方で，その意

思決定は自発的というよりも家計の生活水準の低さ・不安定さによって相当程度に説明される。し

たがって，特に母親が就労する場合に息子たちは余暇・遊び時間を増やし，逆に娘たちは働く女性

というロールモデルを母親に見出し，学習時間を増やす可能性があると著者は論じている。また，

著者のいう，母親が負う「二重の責務」（dual burden）つまり，特に貧困状況下では，生計維持者た

る夫を経済的に支える役割とともに，子の生育と規律における役割が必須であるがため，男子と女

子で異なる傾向が示され得ることを指摘する。以上の議論は，女子より男子の少年期の発達に対し

て母親の関与がより要請されるとする発達科学的見地と整合的であり，フィリピン農村に広く観察

される拡大家族の下でも，成立し得ることが確認されている。 
続く第 7 章（Augmentation of Male Students’ Underperformance with Schoolteacher-Perceived Gender 

Stereotypes as Score Markers）では，学校側に着目し，教師もまたステレオタイプの源になりうるとい

う仮説が慎重に検討されている。著者は，通常の通知表（RC）では，採点者である教師が生徒を特

定化しているのに対して，全国学力試験（NAT）では採点者が受験者を特定できないという「自然

実験」的状況から識別戦略を得て計量分析を行い，教科に拠らず男子生徒は他の要因をコントロー

ルしてもなお，女子生徒に比べて RC でより低い点数を得ているが，NAT ではその傾向はほとんど

検出されないという重要な事実を発見した。そこには，教師側の属性，具体的に教師の性別という

フィリピンに独特な状況が検出されており，男子の教育不振は，採点者である教師のステレオタイ

プによって増幅されるという衝撃的な結果を意味する。 
さいごに，第８章（Summary, Implications, and Future Issues to be Addressed）では，分析結果が総括

され，研究の意義と残された論点について整理されている。 
 
以上のような内容を有する本論文は，フィリピンの初等・中等教育におけるジェンダー間の学習

成果の格差に関して豊かな知見を導いた優れた研究であり，次のような意義を有していると考えら

れる。 
まず，第一に，フィリピンのみならず，ラテンアメリカ諸国においても注目されつつある男子の

教育不振について，世帯が直面する貧困に着目しつつ，子どもと親や教師との関係から理解する枠



組みを提示した先駆的研究としての意義である。また，本論文は，専ら初等教育に関心が集中して

いた従来の研究とは異なり，初等教育のみならず中等教育についての本格的研究となっている点で

も重要な貢献をしている。 
第二に，従来の先行研究では，教育投資の決定因分析には教育修了後からの視角が多かったが，

本論文は，正面から生徒を対象として，子ども期，就学期を対象とする先駆的研究であると評価で

きる。しかも，その対象は，学習成果のみならず，生徒と親や教師との関係にまで及ぶ詳細な研究と

なっている。 
第三に，本研究は，自らが設計し，現地語を習得して収集した一次資料を含む大量のデータの厳

密なミクロ計量分析に加え，子ども，親，教師へのインタビュー調査にもとづく質的分析を駆使し

たものであり，開発経済学と地域研究を架橋する本格的研究として高く評価されるべきである。収

集された一次資料は，基本世帯調査のみならず，上に述べたように生徒の生活時間の配分，学校の

定期試験および全国統一試験の個別の成績にまで及んでおり，統一したテーマの下で多様なトピッ

クの分析を可能にしている。 
このように，本論文は，開発経済学，教育学および地域研究の広域な視角から，「人間の安全保

障」の分野において，多大な貢献を有する重厚な研究成果であると認めることができる。じじつ，第

２章，第３章は，それぞれ，英文査読誌 Philippine Journal of Labor and Industrial Relations，International 
Journal of Educational Development に，第４章は査読誌『アジア研究』（アジア政経学会第 15 回優秀

論文賞受賞）に掲載されており，本研究の学術的な貢献は裏付けられている。 
 

しかし，本論文にも改善の余地がないわけではない。まず，本論文は，多くの興味深い分析結果を

提示している一方で，より詳細な質的な調査によって補完されるべき点も少なからず残されている。

たとえば，第７章のステレオタイプについては，調査結果のより正確な解釈のためには，その源泉

がどこにあるのか，それがどのように形成され強化されて定着してきたのかについて，さらなる分

析が必要であろうし，学校間格差の可能性についても検討が加えられるべきである。また，本研究

は低地フィリピン社会の農村部を対象としている。したがって，著者も正しく認識しているように，

フィリピン全国の教育制度について議論するためには，他地域等への配慮が必要である。さらに，

第６章において，一部，操作変数の選択に関する配慮を深める必要性についての指摘もなされた。 
 

とはいえ，これらの問題点は著者も既に認識しており，むしろ今後の著者の研究の課題とすべき

ものであって，大きな学術的貢献をもたらす本論文の価値を損なうものではない。したがって，本

審査委員会は，全員一致で，論文提出者に博士（国際貢献）を授与するのにふさわしいものと認定し

た。 
 

  審査委員会 主査 中西   徹 
         副査 澤田 康幸 

   田中 隆一 
   北村 友人 
   関谷 雄一 
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論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
 

論文題目 Economic Analyses of the “Reversed Gender Disparity”  
  in Education and Development in the Philippines 
  （フィリピンにおける教育開発分野の「逆向きジェンダー 

    格差」に関する経済分析） 
 
氏 名  岡部 正義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This doctoral dissertation is a compilation of the empirical studies exploring the issue of 
“boys’ underperformance” in education that seems to be emerging in developing countries. 
This phenomenon is seen not only in regard to access to education but also in the internal 
efficiency of education and educational achievement. The Philippines is chosen because it 
presents typicality with regard to the magnitude of the issue. The dissertation comprises 10 
chapters, of which eight are in three parts and two are in Appendices. 
 
PART I: INTRODUCTION 
 Part I comprises two chapters. Chapter 1 provides introductory discussions, which 
begin by setting out the problems and the issues in the research and by providing an overview 
of trends in the Philippines and internationally. It also reviews and reconfirms the general, 
mainstream trends in international educational development and cooperation, which focus 
on supporting girls’ education. Chapter 1 presents the issue of boys’ educational 
underperformance as another emerging problem in developing countries. By comparing 
international statistics about gender parity in basic education, Chapter 1 finds that gender 
disparity against male students exists in selected regions, such as Latin America and the East 
Asia and Pacific region. Country reports note that the same issue exists even in some 
countries in Sub-Saharan Africa. Chapter 1 also finds that the seemingly reversed gender 
disparity is greater in secondary schools than in elementary schools, an effect that is 
particularly noticeable in the Philippines. This disparity also is more pronounced in poorer, 
rural areas than in wealthier, urban ones. These patterns in the Philippines are considered 
puzzling, especially when compared to other countries. By reviewing the literature’s 
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theoretical and empirical discussions, and to clarify the problems and issues, Chapter 1 also 
defines the dissertation’s research approaches and structure, as well as its data sources. 
 Chapter 2, which also contains introductory information, explains the current 
educational system in the Philippines as a premise for subsequent chapters. This Chapter, in 
particular, focuses on the country’s recent overhaul of the basic educational system, called 
the “K–12 Program.” Under this program, the Philippine secondary level of education is 
undergoing a drastic institutional change. Prior to the program, the length of secondary 
education was only four years, but the program added two more years. Secondary education 
now comprises four years of junior high school and two years of senior high school. In 
addition, preschool (kindergarten) became compulsory. Chapter 2 also provides an overview 
of languages as mediums of education, while also explaining curricula and other aspects of 
education. Chapter 2 then further explains and combines demand- and supply-side 
circumstances regarding the location of children and their households. 
 
PART II: DEMAND CONTINUITY FOR EDUCATION, INTERGENERATIONAL RELATIONS, 
AND GENDER HETEROGENEITY 
 Subsequent chapters provide empirical analyses of observational data that were 
collected in a survey conducted in rural areas of the Philippines. Part II comprises two 
chapters that discuss the gender bias and the demand continuity for education, specifically 
using data collected in Bukidnon Province in Northern Mindanao Region by third-party 
research institutes: the International Food Policy Research Institute in the United States and 
Xavier University’s Research Institute of Mindanao Culture in the Philippines. Chapter 3 
shows that delays in years of education are considered to cause internal inefficiency in 
education and that delays are greater among boys. It is also remarkable that delays happen 
even in elementary education. Econometric analyses show that an educational father–son 
preferential nexus has a positive connotation under the circumstances, implying that 
improvement of boys’ education for the current generation, the generation to which the 
students who are the focus of the present study belong, will, if it lasts, mitigate the 
immediately preceding generation’s underperformance. On the other hand, the analysis did 
not detect a cross-gender intergenerational nexus between fathers and daughters, that is, 
fathers’ education levels statistically associate with those of their sons but not those of their 
daughters. Furthermore, possible supply-side interventions, such as a policy of school-
entrance-age change, are expected to mitigate the size of delays in education. 
 Chapter 4 expands the framework of demands to higher educational levels 
compared to Chapter 3. Chapter 4 notes that educational demands begin with elementary 
school and last until a student either reaches a certain level of education and then stops 
attending school or progresses to the next level. By employing a sequential logit model 
analysis, the present study in Chapter 4 seeks to empirically identify factors that determine 
the cessation or continuing of demand for education. The results indicate that, like the 
father–son nexus discussed in Chapter 3, even the mother–daughter nexus positively 
influences the education level attained by a child. Chapter 4, which focuses on the mother–
daughter nexus, shows that it is stronger than the father–son nexus. In addition, the results 
also exhibited that the magnitudes of the specified factors are not homogeneous across the 
educational stages, implying that income factors, for instance, shall be rather crucial in 
proceeding to the next level than they would in completing the said, immediately preceding 
level of education after being enrolled. 
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PART III: FURTHER GENDERED HETEROGENEITY AND BIAS IN INPUT ACTIVITIES FOR 
AND OUTPUTS OF EDUCATION 
 Part III aims to offer further studies by relying on primary data collected by the 
author himself in Marinduque Province in 2017–2018. The original research began with 
directly surveying the children’s time-allocation patterns with some supplementary 
qualitative interviews, not only asking parents about their socioeconomic characteristics. It 
then proceeded to combine children’s school-performance information with administrative 
data that the government confidentially provided. Specifically, the author took a cue from 
local anecdotal representations that boys’ sloth caused their underperformance in hypothesis 
formations. Part III presents some quantitative evidence on them. 
 Chapter 5 started with illustrating descriptive information about the time-allocation 
survey for the sampled children and specified the motivations for analyzing time-allocation 
patterns by reviewing the related literature. It noted the scarcity of time-allocation studies 
about developing countries and affirmed the need to analyze the “trinity” of pro-educational, 
labor, and leisurely activities of children and youth altogether, the last of which is a 
particular sphere that was not well known or examined thus far. Chapter 5 continued with 
descriptive analyses and revealed that gender differences were also found not only in 
children’s educational attainments but also in their allocations of time. Boys were found to 
be more likely to do more labor and enjoy more leisure activities, and to study shorter than 
their girl counterparts. In addition, multiple regression analyses showed that the amount of 
time that children allocated to studying at home, working with fathers, and playing outside 
were directly associated with their school performance. 
 Chapter 6 further quantified children’s time-allocation patterns as noted above in 
Chapter 5, using econometric analyses. As the independent variables, of particular interest 
was the amount of time allocated to studying at home, working with fathers, and playing 
outside. A child’s gender and the mothers’ labor-force participation (MLFP) were given 
special attention. Endogeneity-conscious analyses primarily found the pattern: Sons are both 
more playful and less studious than daughters if their mothers are working. These analyses 
also confirmed that the MLFPs were triggered considerably by the low level of their 
livelihoods, as represented by fathers’ insufficient earnings or unemployment. At the same 
time, the MLFP is likely characterized by the mothers who are more highly educated than 
their non-working counterparts. Their daughters’ reverse behavioral patterns, that is, more 
pro-educational patterns compared to their sons, may be motivated by the role model of a 
working mother. In other words, if the mothers are working, their sons are more likely to 
become playful while their daughters become less playful (more diligent), when compared 
with their non-working mother counterparts. The literature notes that boys’ development 
may require more maternal involvement than is needed by girls. Maternal involvement, 
particularly for sons, largely cannot be taken on by other family members, even in the 
extended family setting that is found widely in rural areas of the Philippines. Through time-
allocation analyses, these findings confirmed an “unintended” effect of MLFP on sons’ time 
allocation. The discussion reconfirms the need to situate the results regarding sons and their 
mothers in a broader context of family dynamics. 
 Heretofore, the dissertation, as well as a considerable part of the literature, has 
approached gender bias in education mainly from a socioeconomic (demand-side) standpoint. 
Chapter 7, while still considering students’ socioeconomic circumstances, combines the 
author’s primary data with confidential, raw, and student-level administrative data about 
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Philippines’ national achievement tests (NATs). This combination intentionally provides a 
supply-side focus. Specifically, Chapter 7 explores gendered stereotypes perceived by 
teachers as score markers against students. As in the literature, by applying a natural 
experimental identification strategy, the empirical analyses compare sources of the 
persistence of a negative male effect on test scores. We avail of the variations of blindness 
in rating systems between the NAT and teacher-rating report cards (RC). Results of 
sensitivity analyses in regressions support the hypothesis that male students are 
systematically more likely to receive lower scores when they are evaluated in a non-blind 
rating system in which teachers know who the examinees are.  
 Chapter 7 thus presents an insightful perspective about a channel in which Filipino 
schoolboys’ underperformance is further augmented through gender stereotypes perceived 
by the evaluators, in this case, the teachers. The present study in Chapter 7, however, does 
not intend to point out that teachers are at fault, because the study did not prove that they 
intentionally or consciously exercised said stereotypes. Nevertheless, the findings are 
noteworthy. The previous discussions in the literature provide us with empirically sound 
perspectives about demand-side circumstances that drive boys to perform poorly or to opt 
out of their own education. Chapter 7 now suggests other channels, supply-side interventions, 
e.g., related to the teacher-side backgrounds, and causes such as the high proportion of 
female teachers in the Philippines, in conjunction with demand-side interventions such as 
employment and stipend programs. Moreover, importantly, Chapter 7 also found that the 
augmentation is ascribable to pure stereotyping, based ‘unconditionally’ on male students’ 
gender rather than the extent in which male students are tidy enough to achieve in the scores 
on RC. In a related move, because the directions of gendered stereotypes have been erratic 
in the literature, importantly it is notable that stereotyping can be exercised not in an 
essentialistic, deterministic manner but purely socially in a local context. 
 
CONCLUDING CHAPTER 
 After all the above discussions, Chapter 8, the final chapter, sums up the 
dissertation’s significant topics, contributions, and future issues. It also revisits a critical 
inquiry into the semblance of the reversed gender disparity in the Philippines, specifically 
referring to boys’ underperformance noted in previous chapters.  
 
APPENDICES 
 In addition to the main body of the dissertation, two Appendix Chapters are 
attached at the end of the dissertation. Appendix Chapter A provides supplementary 
information about survey design, sampling processes, and the basic livelihoods of the 
households in Marinduque Province. In particular, the profiles of children not enrolled in 
schools are descriptively spelled out to assess why they opted out of the educational system.  
 Being different from other chapters, Appendix Chapter B focuses on learning 
qualitative aspects of children in school. Looking at role models as a catalyst, this Appendix 
Chapter explores how they perceive education. It makes indirect inferences to children’s 
ability to link with people surrounding them and on the nexus between self-formation and 
education. Thus, it describes how children find a role model and what they find they need to 
do to emulate this person. As supplementary information, this Appendix Chapter explores 
how children weight learning as they are becoming adults. Largely this form of inquiry was 
not covered in the econometric analyses presented in the main body of this dissertation.  



論 文 の 内 容 の 要 旨 （日本語版） 
 
 

論文題目 Economic Analyses of the “Reversed Gender Disparity”  
  in Education and Development in the Philippines 
  （フィリピンにおける教育開発分野の「逆向きジェンダー 

    格差」に関する経済分析） 
 
氏 名  岡部 正義 
 
 
 
 
 
 
開発途上国・地域（以下，途上国）において，社会経済開発や貧困削減を推し進める

上で教育がひとつの重要なエンジンであるという指摘は，これまで開発経済学や教育経
済学を中心に精力的に行われてきている。学術面だけでなく政策面においても，四半世
紀以上前の 1990 年に宣言された「万人のための教育」（EFA），その後 1990 年代以降
の『人間開発報告書』における人間開発論の台頭，2000 年のミレニアム開発目標（MDGs），
そしてポスト MDGs 時代の今日においても持続可能な開発目標（SDGs）の中に，国際
開発政策における教育開発の重要性が指摘され続けてきている。学術と政策の境界領域
に目を向ければ，開発研究・開発政策に複眼的・総合的・動学的視角の導入をもたらし
た人間の安全保障論の形成・発展に関わってきたアマルティア・セン博士をして，人間
の安全保障の拡充にとって基礎教育の役割が強調せしめられたことは記憶に新しい。  
このような思潮はこんにち再び，世界銀行などの主要開発機関による人的資本の再重

視に顕れ，あるいはジェームス・ヘックマン教授らによる教育の経済学と相まって，ラ
イフステージ初期における教育格差の是正を通じたその後の諸格差の是正を企図した
政策基調と結びついてきている。それにもかかわらず，現実には，途上国の中には基礎
教育段階においてすら教育需要の不活発さや非持続性が先進国以上に目立つ国々がい
まだに少なくないという点もまた事実である。特に，EFA・MDGs 以降の全体的な収益
率の高まりを見る中で，現代的な課題としては社会経済的な集団・階層ごとの格差は焦
眉の課題であろう。 
本論文はそのような格差として男女格差を事例に研究を行った成果である。男女格差

を問題にする場合，途上国においては，男性よりも女性が教育や開発の諸成果から遅れ
を取りがちであるという理解が一般的である。本論文は，そのような中で同時に「男子
の教育不振」が一見して逆向きに見られるジェンダー格差現象が起こりつつある問題に
ついて，フィリピンを研究対象として分析を行っている。途上国全体の傾向に照らして



一見逆向きに見えるこの性別パターンは，単に，過去の開発とジェンダー領域の政策努
力が実を結び，男女平等が進んだことによる女性のキャッチアップの帰結である，とし
て楽観的に捉えることができるのであろうか。 
これらを踏まえ，同現象の背景について開発経済学，教育経済学，途上国教育研究，

さらには地域研究の諸視角から具体的な観察・データに基づき探究する「実証アプロー
チ」に基づいた分析を本論文は展開している。事例国として，途上国・先進国を含めて
ジェンダー平等度が高いとされ，同時に同現象が顕著に観察されるフィリピンを取り上
げ，利用可能な公開データと，自身による長期の現地調査に基づく一次データの双方を
併用して実証分析を行っている。論文構成は，3 部から構成される本論 8 章と，補足的
情報を取り扱う付論 2 章からなり以下の通りである。 

 
 

 PART I: INTRODUCTION 
 Chapter 1: Introduction: Problem Setting, Background, and Approach 
 Chapter 2: The Current System of Basic Education in The Philippines: Focus on 

Reforms and the “K–12 Program” 
 
 PART II: DEMAND CONTINUITY FOR EDUCATION, INTERGENERATIONAL 

RELATIONS, AND GENDER HETEROGENEITY 
 Chapter 3: Gender-Preferential Intergenerational Patterns in Compulsory 

Education Attainment: Findings from Rural Mindanao, the Philippines 
 Chapter 4: The Demand Continuity for Education and its Intergenerational 

Nexus between Parental and Child Education Levels: Findings from Sequential 
Discrete Choice Analysis 

 
 PART III: FURTHER GENDERED HETEROGENEITY AND BIAS IN INPUT 

ACTIVITIES FOR AND OUTPUTS OF EDUCATION 
 Chapter 5: Child Time-Allocation Patterns and Gender Heterogeneity: 

Descriptive Analysis 
 Chapter 6: Pro-Educational Child Time Allocation and Family Environment: 

Focusing on Mothers’ Labor Force Participation and its Unintended Effect in 
Family Dynamics 

 Chapter 7: Augmentation of Male Students’ Underperformance with 
Schoolteacher-Perceived Gender Stereotypes as Score Markers: Natural 
Experimental Evidence 

 
 CONCLUSION 

 Chapter 8: Summary, Implications, and Future Issues to Be Addressed 
 
 APPENDICES 

 Appendix Chapter A: Outlines and Sampling of Selected Villages and 
Education and Livelihoods in Marinduque, Philippines 

 Appendix Chapter B: For Future: Role Model and What Children Perceive They 
Need to Do 

 



第 I 部 
 

（第 1 章） 
 第 I 部は導入部として二章から構成される。初めに第 1 章は論文全体の研究課題や問
題意識を整理する。従前から主流の「開発とジェンダー」における女子・女性の中心性・
女性の主語性を再確認し，そこに加えて，男子の教育不振が，例えば東アジア大洋州，
中南米，サブサハラアフリカの一部途上国地域で新興しつつある点を提起する。そして
研究対象国としてのフィリピンの位置づけを示し，国内統計比較から，男子の教育不振
が地理区分，経済階層，教育段階などによって一様ではない点を示す。その上で，この
一見逆向きのジェンダー格差現象がどのようにこれまで理解されてきたのか先行研究
をもとに理論・実証面から整理し，本論文の性格や依拠する手法・データを概説する。 
 
（第 2 章） 
 続く第 2 章は，後の章の基礎知識となるようにフィリピンの現教育体系について説明
する。特に「K–12 プログラム」と呼ばれる近年のフィリピンの教育制度改革に着目す
る。同プログラムは，それまで 4 年制だった中等教育を，中学校 4 年間と高校 2 年間の
計 6 年間に拡充し，さらに，就学前教育段階（幼稚園）も義務教育に加えたものである。
第 2 章はこのような制度変化における教育学的・社会経済的な論点や課題について，世
界文化理論（WCT）といった比較教育学理論における議論やカリキュラムの特徴に関す
る政策文書などから整理し，さらには教育の需要・供給両面に着目してフィリピンの教
育を見ていく必要性を確認し，後続の章の議論の土台としての機能も果たしている。 
 
 

第 II 部 
 

 以降の議論は，第 1 章の分析で得られた定型的事実をもとにして，男子の教育不振が
より目立つ農村地方部に着目して実証分析を展開している。第 II 部は，北部ミンダナオ
地方ブキドノン州を事例に，同州南部で過去に米国の研究機関が実施した農業経済調査
の利用可能なミクロデータを用い，教育の内部効率や需要持続性とジェンダーの関係に
着目した分析を行う二章から成る。 
 
（第 3 章） 
 まず第 3 章は，初等教育（小学校）段階の教育遅延を取り上げている。途上国では入
学の遅れや留年や一時学校離脱など何らかの理由によって，年齢上の適正学年からみて
遅延が生じている児童・生徒が少なくなく，10 代半ばになっても小学校に就学してい
るというケースすらある。教育遅延は，教育の内部効率を低下させるだけでなく，個人
の生涯厚生を複利計算的・動学的に低下させ得る。そこで，義務教育の初等教育に就学



中の子どもたちの遅延の頻度や大きさについて，トービットモデルとよばれる計量分析
を駆使して説明を試みている。分析結果は，他の変数を制御した状況下でも，いくつか
の供給側の政策的変数が遅延縮小の方向に持つ説明力を確認したほか，需要側要因とし
て，女子に比べて男子の教育遅延が大きいこと，さらに同性の親と子の教育水準，具体
的には父子の間に特恵的な相関関係がある点が確認された。もしこの世代間関係が今後
も持続するならば，現世代の男子の教育不振は次世代においても維持強化され得る点が
予感される。さらに，ポワソン回帰モデルやゼロ膨張ポワソン回帰モデルなどの制限従
属変数モデルと家計固定効果モデルによって推定モデルを拡張し，以上の分析結果の頑
健性も確認する作業がなされている。 
 
（第 4 章） 
 次に第 4 章は，前章の遅延分析を中等教育以後の段階に拡大し，個人の教育需要の持
続性に着目する。これを逐次的な選択過程と解釈し，逐次ロジット分析により，教育需
要の持続・停止の局面を説明する要因について分析した。その結果，前章の結果に加え
て，母娘の間に同様の関係が確認され，かつこちらの関係が父子間より統計的に安定的
であり，女性同士の教育水準の世代間結びつきの強さが確認された。この点については，
かつてからフィリピンは双系制社会だと知られてきたが，殊に調査地であるブキドノン
州は母系制社会であるという社会人類学的指摘があり，試論的解釈を試みた。さらに，
教育需要を説明する変数群のうち，例えば所得変数が教育段階全体を通じて均質な効果
を持つのではなく，次の段階への入進学時に説明力が増すという異質性も確認された。 
 
 

第 III 部 

 
 第 III 部では，帰納的手続きを意識して実施した現地調査に基づきさらに議論を展開
する。調査地にはミマロパ地方マリンドゥケ州を選定した。仮説形成段階のフィールド
ワークを先行して実施し，聞き取り調査から明らかになったのは，男子は怠惰で女子は
勤勉だからだという大人たちによる言説・表象であった。程度差こそあれ普遍的で尤も
らしく聞こえ得るこのような表象に着想を得つつも，トートロジーでありある種のステ
レオタイプが入り込む余地があるのではないかという仮説に至った。そこで個人属性や
家計属性を聞き取りする世帯調査に加え，子の怠惰/勤勉という類型に関連して時間利
用調査を子どもたちに実施した。 
 
（第 5 章） 
 第 5 章では，同調査の動機，設計，記述統計による調査結果の概略を説明した。特に，
途上国では時間利用調査が殊に少年少女に対して不足してきたこと，従来から教育と労
働が調査項目として採用されてきたが，余暇・遊びがほとんど扱われてこなかったこと，
したがって教育・労働・余暇の三位一体論で個人の時間利用を理解する必要性を確認し



た。記述統計結果からは，予想通り，教育指標のみならず時間配分傾向についても確か
に男女差が明瞭である，即ち女子に比して男子の方が労働と余暇・遊びに平均的により
長い時間を費やし，教育（学校や勉強）に短い時間しか費やしていない点が明らかにな
った。さらに，各種活動のうち，教育成果と正の偏相関関係（偏微係数）にあるのは自
宅学習時間，負の偏相関関係にあるのは労働時間（父親の仕事）と余暇・遊びの時間で
あって，通学・授業や家事手伝いなど他の時間と教育成果との間には直接的な偏相関関
係は認められなかった。しかし，各活動への時間利用は，共通の時間制約下で配分され，
その確保は相互に競合的でもある。 
 
（第 6 章） 
 第 6 章はさらに定量的理解を深めるべく時間利用を従属変数とする計量モデル分析
を行っている。ここでは，女性労働への文化的心理的障壁が従来から低いとされてきた
フィリピン独特な性格と，農村貧困の厚生水準を背景に，母親の就労が子の時間配分に
対して与える影響に関心を払う。母親の就労の内生性や時間利用の同時決定の可能性を
考慮し，三段階最小二乗法を用いて分析している。分析結果は前章の記述統計結果を踏
襲しつつ，さらに，母親が働いている場合に，男児が女児より余暇・遊び時間が長くな
り自宅学習時間が短くなり，逆に女児は反対の傾向を呈することが明らかになった。こ
れは，自宅学習時間が教育成果に正に直結するという前章の知見からも注目に値する。
つまり，働く母親がそうでない場合に比べ，家を留守にし，子の監督や世話にかけられ
る時間が減り，かつそのもとで子が男女で互いに対照的な反応を見せている。しかし，
母親の就労じたいは，母親自身の自発的な選好・決定というより，依然として大黒柱と
農村で目される父親の低所得に由来する家計の生活水準の低さ・不安定さによって相当
程度に説明され，かつ母親自身の教育水準が就労に重要であるという点が追加分析と母
親の主観的回答から明らかになった。このもとで，息子たちは余暇・遊び時間を増やし，
逆に娘たちは働く女性という一種のロールモデルを母親に見出し，動機を得て向教育的
な時間配分パターンを示している可能性がある。注目すべきは，母親（女性）は，農村
の伝統的規範である子の養育者としてだけでなく，大黒柱に準じて生計維持をする役割，
特に貧困状況でのある種の保険的役割をも同時に果たしており，就労決定は合理的戦略
の一環と理解できる点である。つまり，女性に比較的に平等なフィリピンの初期条件が
女性の家庭内での役割を複合的なものとせしめ，他方で子の生育と規律には依然として
母親を必要とし，男子と女子で相異なる傾向を示しているという理解に至る。この効果
は，女児より男児の少年期の発達に対して母親の関与がより要請されるとする発達科学
的見地と一定程度の整合性が認められる。さらに，以上に見た母親の就労が子の時間利
用にもたらす効果に見られる子の性に伴う異質性は，フィリピン農村の特徴を考慮して，
拡大家族のもとで低減するかについても検定した。その結果，祖父母や親戚の同居をも
ってしても，十分に相殺されない点も判明した。これらの諸結果は，男子の教育不振や
女子の向教育的態度を「男子は怠惰，女子は勤勉」と単純化するのでなく，親と子が置
かれた社会経済・家族動態の中で両性の文脈に注意して理解する必要を提起する。 



 
（第 7 章） 
 ここまでは主に社会経済的視点からのアプローチが中心となったが，続く第 7 章は，
より供給側の視点から分析を展開しており，学校側，教師に着目する。具体的には，教
師もまたある種のステレオタイプの源になりうるという仮説のもと，実証経済学におけ
る「自然実験」と称される状況を利用した識別戦略を援用し，成績（点数）に持続的に
残存する負の男子効果の源泉を探る。ここで注目すべきは，全国学力試験（NAT）と教
師が評点を出す通知表（RC）とで評点を出す方法が異なる点である。NAT は受験者が
誰であるか採点者には分からないまま評点が出される（この設定を“blind”と呼ぶ）が，
RC の評点を出す教師は被評価者の児童生徒が誰か分かっている（この設定を“non-
blind”と呼ぶ）。そこで，子どもたちへの教科別の RC の評点だけでなく，政府教育省
の協力を得て NAT の直近の点数データを入手し，個人単位で両スコアのデータセット
を完成させた。比較可能性から z スコアに標準化し，blindness に由来する RC と NAT
の点差を計算し，共変量を変えながらこれを推定していった。結果は，教科に拠らず男
子生徒は他の要因をコントロールしてもなお，女子生徒に比べて RCs でより低い点数
を得ているが，NATs ではその傾向はほとんど検出されない。そして，この男子効果は
個人属性や家計属性，地域効果などではなく，学校側の効果や担当教科の教師性比情報
を共変量に追加した際に初めて消失した。特に分析の中では，女性教師と男子生徒との
相互作用が重要な説明変数として指摘される。さらには，採点方法のほかに例えば「几
帳面さ」といった側面がもたらす点差の可能性についても，収集したデータから可能な
代理指標を用いて追加分析を行い，分析結果を裏付ける作業も行っている。このことか
ら重要な点として析出されるのは，男子の教育不振は，採点者たる学校教師によって RC
で「増幅」されているというものである。そして，この「増幅」効果が，学校の成績に
反映すると考えられた几帳面さのごとき側面ではなく，純粋に男子学生が男子であると
いう点からが起こっている”pure” stereotype として評価されるというものである。ま
た，教育を含む開発関連のアウトカム諸指標に対する男性効果・女性効果の方向は先行
研究において一定ではなかった点も考慮すると，本研究は，観察可能な教育アウトカム
指標にみられる性差は，生物的・本質主義的ではなく，すぐれて社会的な帰結として理
解すべき点を強調するものともなっている。 
 ただ，早計にこれらの結果をもって教師が非難されるべきではなく，分析結果は教師
が意図的・意識的にそのようなステレオタイプを行っているかどうかは証明していない
という点には注意を要する。とはいえ，従前の議論が需要側の社会経済要因に焦点を当
てて男子の教育不振の背景を議論してきたが，以上の分析結果は，「増幅」という新規
の視点を提唱し，供給側の政策支援の経路を含意する点で示唆的である。例えば，フィ
リピンでは教員労働市場に占める女性比率の高さが特徴的である。各教科の教員男女比
率の不均衡や教員養成課程のプログラム改善といった教師側の背景・要因に関連した施
策を，学資支援などの需要側の政策介入支援と共に推進する必要がある点が示唆される。 
 



 

第Ⅳ部 

（第 8 章・結論） 
 以上の諸議論の後，最終部を第 8 章（終章）が構成する。本論最終章となる同章は，
博論全体のここまでに展開してきた諸論点，貢献，将来の課題を整理し，論文全体の議
論を締めくくる。特に，フィリピンにおける男子の教育不振が第 I 部で述べたような「逆
向き」のジェンダー格差現象なのかどうか，あるいは一見そう見えるだけなのか，につ
いて改めて再考・再評価を行っている。 
 
 

補論 

  
さらに，付加的情報を提供する 2 章からなる付論部（Appendices）では，付論 A 章

で，第 III 部の諸分析の調査地となったマリンドゥケ州が，これまで人文社会分野の先
行研究やフィリピン地域研究史の中で取り上げられたことがほとんど無かったという
調査地の特性に鑑み，調査地の概要や社会経済的特徴，調査設計や標本世帯の特徴につ
いて，計量経済分析以前の素描を試みている。また，付論 B 章では，本論部分が計量経
済分析を中心としていた点と対照的に，教育やライフサイクルに対する調査地の子ども
たちの主観的な理解や展望を，現地語に基づくインタビューから得られた言説分析によ
り，定性的にも理解しようと試みた資料的性格を持つ内容を整理している。 
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