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第１章 問題意識と方法 

１． 問題意識 

（１）グローバル化の進展と国際学力調査 

1980 年代後半から英米を中心に導入された新自由主義政策は、米ソの

冷戦終結宣言（89 年）、東西ドイツ統一（90 年）とソ連崩壊（91 年）な

ど東西冷戦・イデオロギー対立の終焉を経て加速し、1990 年代以降情報

と経済のグローバル化が進展している。このグローバル化が人々の生活

に及ぼす影響は、インターネットの普及、金融国際化、貿易自由化、生

産拠点の海外移転、新興国の台頭などかつてなく大きい。モノ・カネ・

ヒトが容易に国境を越えて比較優位な方向へ流れるようになったのであ

る。国際競争にさらされた各国は人材の育成という緊急の課題に直面し、

かねてより懸案であった教育分野での課題に向き合っている。すなわち

労働力の学歴水準の向上、社会階層・地域間の教育格差解消、科学技術

の開発を担う人材の育成などが以前に増して意識されるようになり、教

育 改 革 は 各 国 政 府 の 優 先 的 政 策 課 題 の 一 つ と な っ た の で あ る （ 斉 藤

2003）。 

他方でこの 1990 年前後からは、コンピューターによる情報処理技術の

向上があり、各国及び国際機関が新たな学力調査の準備をさかんに行う

ようになった。1995 年には、足並みをそろえたように、IEA-TIMSS、南

東部アフリカ SACMEQ、西アフリカ PASEC、ブラジル SAEB の初回学力調査

が実施されている。同時に国際機関では、国際学力調査の理論的裏付け

として、これからの社会で必要とされる能力についての議論が行われた。

UNESCO は 1993-1996 年に 21 世紀の教育と学習について考えることを目

的とした「21 世紀教育国際委員会」を設置し、各国には共通の理想があ

ることを確認した。引き続き 1997 年 -2003 年には、OECD が「DeSeCo
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（ Definition and Selection of Competencies : Theoretical and 

Conceptual Foundations）プロジェクト」を実施し、21 世紀に社会で必

要とされるキー・コンピテンシーを定義した（Rychen 他 2006）。 

このように世界的に国際学力調査への参加の機運が高まるに従い、

OECD-PISA への参加国（地域）数は、2000 年、03 年、06 年、09 年で 43

→41→57→67 と増加している（OCED 2009)。PISA への参加は旧ソ連・東

欧諸国の独立国の増加分もあるが、それを除いても純増しており、2009

年には中国とシンガポールも加わる予定である。一方、国際教育到達度

評価学会（IEA）が主催する TIMSS への参加国（地域）も、95 年の 42 か

ら 2007 年には 49 に増加し（米国教育省 2009）、2011 年調査には 60 カ

国（地域）が参加予定である（TIMSS 2009）。（図１ 国際学力調査への

参加国数 参照）。日本国内でも国際学力調査を意識した全国学力調査が

行われるなど、今はさながら学力調査ブームと言ってもよいかもしれな

い。 

しかしながら、こうした大規模な国際学力テストに参加している国は、

国連参加国全体（2006 年で 192 カ国）から見ればまだ一部に過ぎない。

しかも、アフリカを例に挙げるならば、参加した数カ国がその地域では

先進的な国であるにもかかわらず、PISA での成績は「評価できないほど

低い（馬場・内海 2008）」と言われるほど、先進国が参加する試験の尺

度とは隔たりがある。後にも述べるが、試験内容自体がカリキュラムや

生徒の経験と異なるという問題もあると指摘されている。そうした途上

国・地域で複数の国が協力し地域独自の国際学力調査が行われるように

なったことは、途上国の教育状況を明らかにする上で意義が大きいとい

えるだろう。 
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（２）途上国援助における教育の質の指標 

一方で、途上国援助に目を転じると、IMF・世銀を中心とする国際援助

機関は、1980 年代の行き過ぎた構造調整の反省から、90 年代には援助効

果 の 客 観 性 を よ り 重 視 す る 方 向 へ と 梶 を 切 っ て い る 。 96 年 に は 

OECD/DAC が「新開発戦略」の中で、援助効果は数値目標で測定すべきと

の方針を明示した (高橋 2006)。2000 年 9 月には国連で８つのミレニア

ム開発目標が採択され、2015 年までの達成を目指して、現在も国際機関

による公共支出レビュー、モニタリングが行われている。 

教育分野では、MDGs（国連ミレニアム開発目標）に先行して、1990 年、

ジョムティエン（タイ）において、ユネスコ、ユニセフ、世界銀行、国

連開発計画の主催により「万人のための教育（EFA）世界会議」が開催さ

れ、初等教育の普遍化、教育の場における男女の就学差の是正等を目標

として掲げた「万人のための教育宣言」及び「基礎的な学習ニーズを満

たすための行動の枠組み」が決議された。しかしその後 10 年を経ても「万

人のための教育」の達成には程遠い状況であることから、2000 年 4 月、

図１  国際学力調査への参加国数  

 

   

          PISA、TIMSS データより作成  
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ダカール（セネガル）で、ユネスコ、ユニセフ、国連開発計画、国連人

口基金及び世界銀行の主催により開催された「世界教育フォーラム」に

おいて、ジョムティエン会議後の EFA の進捗状況を把握し、今後の展開

の方向性等に関する討議が行われた。そしてその討議結果は、「ダカール

行動枠組み（Dakar Framework for Action）」として採択され、１．乳幼

児のケア、２．基礎教育、３．成人教育、４．成人の識字、５．ｼﾞｪﾝﾀﾞ

ｰ格差の解消、６．教育の質の向上 の 6 つの目標が掲げられた（文部科

学省 2009）。そのうち『教育の質の向上』については、UNESCO の EFA

モニタリングレポート（2008）で、小学校の終了率、学習成績の不平等、

教材の不足、教師あたり生徒の人数、教師不足などの問題が取り上げら

れている。 

ところが、先に述べた国連（2008）の MDG レポートの中では、教育の

質という項目を設けながらも、「中学校就学者の残存率」にしか言及され

ていない。他のテーマ（紛争と難民、飢餓、失業問題、ジェンダー平等、

幼児死亡率、母親の健康、HIV/AIDS、マラリア、肺炎、AIDS 孤児、森林

破壊、絶滅動物、魚の保存、飲料水、ごみの衛生的分離、スラム対策、

最貧国への援助、貿易自由化、先進国の農産物補助金、債務免除、安価

な薬剤供給、携帯電話とインターネット、統計システムの構築など）と

並んで、読者の目を引く、わかりやすい指標だけが取り上げられている

に思われる。また、IMF(2008）の HIPC（重債務貧困国）イニシアチブと

債務免除イニシアチブ（MDRI)インプリメンテーション報告書でも、PRSP

（Poverty Reduction Strategy Paper, 貧困削減戦略）の進捗状況とし

て MDG の「小学校の就学率」には触れられているが、教育の質について

の言及はない。 

このように、国連、IMF においては、MDG に組み込まれていない内容は、
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たとえそれが MDG 達成のために影響され本来の目的を脅かしかねないも

のであっても、ドナー向け資料では言及されないことが多い。途上国は、

MDG や貧困削減戦略で就学率の上昇を約束している以上その実現が最優

先となることは無理からぬが、MDG の目標達成のために、その裨益され

るべき質が犠牲になっていることをアピールすることも大切である。援

助の効果をインプット質ではなく、アウトプットの質で示すことは、世

界銀行のレポートでも意識されるようになってきている（浜野 2005）。 

一方、ドナーは元々、識字と計算というまずは最低ラインの初等教育

を期待している。現状は最低限の質の確保も困難な状況ではあるが、自

国民の教育の普及と質については、そもそも途上国自身がオーナーシッ

プを持って国際社会に主張していくべき課題といえるのではないだろう

か。また、援助国の一つである日本から見たとき、途上国の教育研究に

おいては、これまでのところミクロな質的調査が不足しているといわれ

る。この事由は、問題に対する根源的な理由が解明されていないことを

意味しており、国際協力において、自立発展性に限界のある対処療法的

な援助が多いことと無関係ではない（澤村 2005 P.280-281）。パートナ

ーとして援助の効果を確かなものにするためには、途上国の現状を途上

国自身が発信することが重要であると同時に、ドナーの視点から現状を

見ることも大切である。 

 

以上をまとめると、途上国における国際学力調査は、先進国のように

①「実施国が自国の教育政策に生かす」という役割に留まらず、②ドナ

ーの「援助効果のモニタリングとしての使用」、③実施国からドナーへの

「国際社会への主体的訴求の根拠」、さらには④ドナーの日本人などの目

から見た被援助国の教育現状の理解ツールとしても活用され得るという、
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多義的役割を持つものであると考えられる。 

  そのような意味で、SACMEQ の学力調査のデータにおいて質的調査に

近い詳細な分析を行い、アフリカの教育の現状を明らかにすることは意

義があると思われる。 

 

２．先行研究の検討 

さて、1960 年代に米国で出されたコールマンレポート以降、学力調査

で成績と共に常に注目されるのは家庭の社会経済背景（Social Economic 

Status = SES）である。 

Heyneman & Loxley (1983)は、SIMSS の他、13-14 歳を対象とした 29

カ国の科学の試験の分析から、途上国では家庭の SES よりも学校要因の

方が成績に影響を及ぼすと論じた。なぜならば、途上国では皆が貧しい

ために、家庭の SES の差が小さいからであるとする。Baker 他(2002)は、

TIMSS のマルチレベル分析から、生徒の SES と学校資源が学力へ及ぼす

影響は、国の発達段階によって違いはないと論じた。それは、各国政府

が教育に投資を行い、学校はある程度のレベルを持つようになったため

であり、いずれの国でも学校よりも生徒の SES の影響の方が大きくなっ

ているとする。 

アフリカの研究では、Ross 他（2004）は、SACMEQII のサブサハラアフ

リカ１４カ国のデータから、SES をコントロールすることによって、成

績の平均と、社会経済的傾斜度（learning bar)を示した。その結果、元

のデータでは平均点が高く出た国であっても、社会経済傾斜度が大きい、

すなわち生徒の社会経済背景による成績の格差が大きいという問題があ

ることを示した。斉藤（2008）は、アクセス、質、平等性について国別

に異なるパターンがあることを示し、その三者が満たされることの難し
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さを述べている。 

さて、このように SES は家庭単体の社会経済背景指標に留まらず、学

校、地域、国というマクロレベルにまで用いられている。ところが、SES

は、マクロレベルで使用されるときには本来の目的以上の影響を付与さ

れているのではないだろうか。 つまり、SES が GNP のような、その地域

や国の経済指標の代替にされているということである。家庭の社会経済

背景である SES の集合体を社会経済環境の代理指標とするには次のよう

な問題があることを指摘したい。 

１）SES には家庭が GNP に影響を与える貯蓄にあたる資本蓄積が含ま

れない。 

２）企業の資本蓄積が含まれない。 

３）地域や国の経済活動や政策の予算規模を表さない。 

例えば、電気の普及率は、その国の GNP 水準と相関が認められるだろ

う。つまり GNP が高ければ、電気の普及率は高い。一方で、電気が普及

している国は SES も高いだろう。なぜならば、電気が普及していれば産

業も発展しやすいだろうし、家電を含む家庭の家財道具も多いことが予

測されるからである。ところが、だからといって電気の普及率の原因を

「SES が高ければ電気の普及率が高い」と、SES に帰するのはおかしな話

である。なぜならば、SES—生活水準--は DNP に関連した様々な経済活動

の結果だからである。GNP についても「SES が高ければ GNP が高い」と言

うのは、現象を述べているのにすぎず、SES が GNP の原因ではない。よ

って、SES のマクロ適用はあくまで経済指標の「代理」にすぎないので

ある。 

 

SES と他の指標との関係については、Nguyen 他（2005）が、SACMEQII
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のボツワナのデータから、共分散構造分析によって、学校立地が SES、

学校資源と互いに関連していることを示した。また、西村（2007）は、

教育評価の正確性と総合性を期すには、学力調査に学校調査、家計調査

を組み合わせるべきだと主張した。しかし、Nguyen はそれらに影響を及

ぼす大元の潜在変数については言及しておらず、西村は国際比較とマク

ロ的経済指標の活用には言及してない。国際学力調査について国の所得

や国連の LDC/LI 分類を基準に国際比較をした研究はこれまでのところ

見られない。 

 

そこで、「一人あたり GNP（GNI）」を分析の指標にすると、次のような

ことがわかると考えられる。 

１） 国の経済力の違いによる教育の状況 

２） 国の経済力に相関せずに好成績を収める国があるか 

３） 成績の違いを家庭の社会経済背景に帰すのではなく、国単位での

予算配分や政策、文化の違いに原因があるかと問う視点 

 

以上のような観点から、本論では「一人当たり GNP（GNI）」を用いて

学力調査を分析し、国の社会経済環境が教育と学力へ及ぼす影響を示す

ことを目的の一つとする。 

なお、GDP は国内総生産（外国人が日本で得た収入を含む）、GNP は国

民総生産（日本人が海外で得た収入を含む）、GNI は国民総所得（GNP＋

海外からの利子を含む交易利益）である。GNI は GNP とほぼ同額だが、

最近の国連等の統計では「国民所得」の意味合いで GNI が用いられるこ

とが多い。時代によっても使用される用語が異なるので、当論文では、

それぞれの統計の表示に従いながら、この３語をほぼ同義語として扱う。 
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３．研究方法 

 データは、南東部アフリカユネスコ国際教育計画研究所 IIEP に依頼

し、1995 年第１回、2000 年第２回のデータアーカイブ CD-R を得た。 

SPSS・AMOS を用いて、まずは先行研究に従い、（１）２変量相関で相

関の高い項目を調べ、続いて２つの潜在変数を加えたモデルで（２）共

分散構造分析を行った。これらにより、項目間の相関の仕方は国によっ

て異なることが示された。しかし、国の社会経済の影響はモデルには構

成しきれないことから、すべての項目に「一人当たり GNI」と「成績順」

のフレームを適用し、国際比較を行った。 

「一人当たり GNI」と「成績順」については、対数と正規分布図を用

いて、各国の数値の配列に論理的な裏づけがあることを示し、分析のた

めの新たなフレームを提案した。そのフレームを用いて、SACMEQ の質問

項目を、連続変数としてではなく、できるだけ個別の変数として分析を

行った。 

その上で、項目ごとに特徴のある国を抽出して記述を行い、それを国

ごとに集約することで、各国の特徴を示した。また、項目によって、「一

人当たり GNI」とどのような関係があるかを考察した。 

それらの分析から数カ国を取り出し、成績に関連する要因の違いを導

き出した。 

 

４．本論文の構成 

 本論文では、まず第１章で国際学力調査の種類を概観すると共に、南

東部アフリカで実施されている SACMEQ 国際学力調査について、その概要、

参加国の基礎データと経済的背景、参加国の教育状況、設問の構成、問
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題の内容について説明する。分析時の前提となる、社会経済背景 SES の

内容と、データの重み付けについても明示する。第２章では、分析の枠

組みとして一人当たり GNP(GNI)のフレームを使用することについて理

論的な裏づけを述べる。そして、このフレームの利便性と、他の統計的

分析法（２項目相関、共分散構造分析）との併用によって教育の状況が

より詳しく理解できることを示す。さらに、その他に使用可能な指標と

して、生徒の成績を基にしたフレームと生徒の SES を基にしたフレーム

の理論的裏づけを行い、一人当たり GNP(GNI)フレームとの併用によって

わ か る こ と を 述 べ る 。 第 ３ 章 で は 、 こ の ２ 種 類 の フ レ ー ム を 通 し て

SACMEQ 国際学力調査の質問項目による国際比較を行い、そこから抽出し

た５カ国の特徴から、途上国で成績をよくするためには何がポイントと

なっているかを示す。終章でまとめを行う。 
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第１章 国際学力調査と SACMEQ 

 

１． 国際学力調査の種類 

まずは国際学力調査について概観しておこう。 

規模の大きな国際学力調査には、OECD-PISA と IEA-TIMSS がある。 

 

（１） OECD-PISA（Program for International Student Assessment) 

OECD-PISA はオーストラリア教育研究所を中心とした国際コンソーシ

アムが実施している国際学力調査である。読解力、数学的リテラシー、

科学的リテラシーの３分野がある。2000 年に最初の調査を行い、以後３

年後とのサイクルで実施。2000 年調査には 32 カ国（OECD 非加盟４）、2003

年調査には 41 カ国（OECD 非加盟１１）、2006 年調査には、57 カ国・地

域（OECD 非加盟２７）が参加した（文科省 2007)。2009 年調査には、67

カ国(中国上海を含む非加盟国 37）が参加する予定であり（PISA 2009)、

OECD 非加盟国の参加が増加している（表１「PISA2000～2009 OECD 非参

加の参加国」参照）。  

アフリカからは、唯一チュニジアが参加しているが、サブ・サハラ・

アフリカからの参加国はない。問題が記述式で応用問題が多いのがその

理由の一つであるとされる（SACMEQ 2003）。また、第９学年（日本では

高校１年生）が対象のため、低所得国で進学している生徒は少数である。 

 

（２） TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) 

1960 年創設の「交際教育到達度評価学会（IEA)」が実施している。初

等中等教育段階における児童・生徒の算数・数学及び理科の教育到達度
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を国際的な尺度によって測定し，各国の教育制度，カリキュラム，指導

方法，教師の資質，児童・生徒の学習環境条件等の諸要因との関係を明

らかにすることを目的とする。最近では、1995 年、1999 年、2003 年、

2007 年に実施された。第４学年、第８学年を対象としており、学年と実

施年の間隔を４年に合わせることで同じ学年を追跡できるように設計さ

れている。参加国は、2003 年は 46 カ国、2007 年は 60 カ国以上であり、

1995-2003 年に３回とも参加したのは 23 カ国である。(文部科学省 2007）。

サブ・サハラ・アフリカでは、南アフリカが３回、ガーナとボツワナが

2003 年と 2007 年に２回に参加しているが、いずれも第８学年のみの参

加である(TIMSS）。SACMEQ では TIMSS の問題を一部取り入れている。 

 

地域限定の国際学力調査には、ラテンアメリカの PREAL、アフリカ仏語

圏の PASEC、南東部アフリカの SACMEQ、国際ではないが他国との協力の

下で行われている学力調査にはブラジルの SAEB などがある。 

 

（３） Partnership for Educational Revitalization ： PREAL 

市民社会組織、PREAL はラテンアメリカにおいて、多くの国について

教育分野の取り組みに対する成績表を発行している。この成績表の公開

は、しばしば活発な国家的議論を引き起こし、政府自身の国民に対する

実施報告の改善を後押しした（UNESCO 2008)。 

 

（４） SAEB (The National Basic Education Evaluation System) 

 ブラジル政府文科省が、米国のパートナーシップと支援により行って

いる学力調査である。１９９０年に機関を設立し、1995 年より調査を行

っている。目的は、基礎教育システムの質、効率、平等性をモニターす
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ることにより、教育の質の向上に関して、政策、プログラム、プロジェ

クトを企画するための技術的・経営的情報を提供するものである。また、

同時に、教育機関と一般社会に教育成果の概観を提供する。教科は、ポ

ルトガル語、数学、科学、歴史、地理で、その他に教授方法、教師、校

長、生徒のプロフィールを含んでいる。対象学年は、第４、第８、第１

１学年で、1995 年、97 年、99 年に調査を行った。この学力調査に基づ

いて、教育システムに行政、財政、教育的再編成が行われ、教育・学習

環 境 と 到 達 度 に 影 響 を 与 え て い る (Brazil - Ministry of Education 

2001)。 

 

（５） PASEC (Programme d'Analyse des Systemes Educatifs dela 

Confemen) 

仏語を公用語とする８カ国（ブルキナ･ファソ、カメルーン、コートジ

ボアール、マダガスカル、マリ、ニジエール、セネガル、トーゴ）で 17,000

人に実施。1995/96 年と 2001/02 年に実施。第５学年に対して、年度の

初めと終わりの２度、読解と算数のテストを行った（CONFEMEN 2008)。 

 

地域限定の学力調査に関しては、問題や質問項目を地域に合ったもの

にするなど、より適合性の高いデザインが可能である。また、後述する

ように、調査の実施を通じて、行政の能力向上が図られている場合もあ

る（黒田・斎藤 2003） 
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表１ PISA2000～2009 OECD 非参加の参加国 

 PISA ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nces.ed.gov/surveys/PISA/Countries.asp より作成 
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２. SACMEQ について 

（１） 概要 

SACMEQ は ｢Southern and Eastern Africa Consortium of Measuring 

Education Quality｣の略で、ユネスコ国際教育計画研究所の協力で南部

アフリカの国々の政策立案者が自ら企画運営を行っている学力調査で

ある。 

 

地図１ 「SACMEQ 参加国」 

 

（赤い囲みは論者） 



 20

表２「SACMEQ 受験者数」 

 

 

1995 年には、SACMEQ I の読解テストを実施。７カ国で２万人の生徒

が参加した。1998 年には SACMEQ II 調査プロジェクトを開始し、数学力

調査を新たに加え、2000 年に 14 カ国で 2,500 の小学校、5,000 人の教師、

４万人の生徒（第六学年）が参加した。 

2005 年の SACMEQ III では、科学を試験科目に加え、第９学年に読解

力と数学のテストを行うとともに、AIDS の、教師、生徒、学業達成への

影響を調査することが計画された（SACMEQ）。SACMEQ III の結果は 2010

年に発表される予定である。 

政策研究としての質の高さは、ハーバード大学を始めとする数々の大

学院における政策研究の授業で、SACMEQ 調査報告書が参考書として採用

されているほどである（黒田・斉藤 2003）。 

調査の結果は、ジンバブエでは貧困児童のための教科書開発プログラ

ムが開始され、ケニアでは教育・学習基準策定が実施されるなど、教育
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改革政策へ積極的に取り入れられている。 

 

（２） 参加国 

SACMEQ 参加国の一人当たり GNI は、8,180 ドルから 280 ドルまで約３

０倍の開きがある。DAC 経済指標では、高中所得から LDC まで４段階に

分類される。すなわち、一人当たり GNI が 3,256～10,065 ドルの高中所

得国４カ国（セイシェル、モーリシャス、ボツワナ、南アフリカ）、826

～3,255 ドルの低中所得国２カ国（ナミビア、スワジランド）、825 ﾄﾞﾙ

以下の低所得国２カ国（ケニア、ジンバブエ）と、さらに UN が後発開発

途上国 = LDC と認定する６カ国７地域（レソト、ザンビア、タンザニア

（本土、ザンジバル）、モザンビーク、ウガンダ、マラウイ）の４グルー

プに渡っている（図２「１日一人当たり GNI 1995-2000 ６年間平均 

対数グラフ」参照）。このように地勢的には隣接しながら異なる経済段階

の国が含まれるのはユニークなようにも思われるが、仮にアジアを一地

域とした試験を実施するとすれば各国の経済格差は大きいし、国家間の

文化的違いもあるということをアフリカ諸国にも当てはめて思いするこ

とは必要だろう。 

高中所得国のセイシェルとモーリシャスは海洋国であり、水産資源と

観光資源に恵まれている。同じく高中所得国の残り２国、南アフリカ共

和国、ボツワナと、低中所得国の２カ国ナミビア、スワジランドは、鉱

物資源がその主な収入源となっている。低所得国２カ国のうちジンバブ

エには鉱物資源があり、失政に至る前は豊かな国といわれた。ケニアは

比較的工業化が進んでいるが農産物生産を中心とする農業国である。LDC

は、内戦によって国力を消費したモザンビーク、海岸と資源がありガバ

ナンスもよいとされるが旱魃の農業被害によって低所得に留まっている
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というタンザニアの他は、資源のない内陸国であるレソト、ザンビア、

ウガンダ、マラウイである。ザンジバルは、タンザニア連合共和国に属

するインド洋の島とアフリカ本土の一部からなる地域であり、人口は本

土の 3,000 万人余りに対して約 70 万人（外務省）と小規模だが、1960

年代半ばに国に統合された歴史的経緯もあり、現在でも幅広い自治権が

認められている。 

 

なお、レソトが一人当たり GNI は低中所得国のケニアを上回りながら

LDC とされているのは、DAC 経済指標の定義が、「一人当たり GNI」に「人

的 資 源 （ HAI=Human Assets Index) 」「 経 済 脆 弱 性 (EVI=Economic 

Vulnerability Index)」を加えた３つの指標で判定されるからである。

ジンバブエが一人当たり GNI が LDC のザンビアを下回りながら低中所得

国とされているのも同じ理由による。 

 

図２「１日一人当たり GNI 1995-2000 ６年間平均」 
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図３ １日一人当たり GNI 1995-2000 ６年間の平均 

 

 

<資料> DAC 経済指標算出内容 
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当論文では便宜上、SACMEQ 参加国の中での所得分類として、高中所得

国を「高所得国」、低中所得国を「中所得国」、LDC を「低所得国」と呼

ぶ。当論文のいう「高所得」は、あくまで SACMEQ 参加国の中での「高所

得」であり、国連の定義とは合致しない。 

また、図中の国名略字は SACMEQ データアーカイブに従い、SEY＝セイ

シェル、MAU＝モーリシャス、SOU＝南アフリカ、BOT＝ボツワナ、NAM＝

ナミビア、SWA＝スワジランド、ZIM＝ジンバブエ、KEN＝ケニア、LES＝

レソト、ZAM＝ザンビア、UGA＝ウガンダ、ZAN＝ザンジバル、TAN＝タン

ザニア、MOZ＝モザンビーク、MAL＝マラウイを示す。 
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表４ SACMEQ 参加国の概要 
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 ところで、LDC（当論文の「低所得国」）では一人当たり GNI は低くて

も、援助資金の流入が財政レベルを押し上げている可能性があるという

考えがあるかもしれない。 

図５は、各国の一人当たり GNI と、ODA 受給額の GNI に占める比率を

表わしたものである。全般的に、一人当たり GNI が高い国は ODA 受給額

の GNI に占める比率は低く、一人当たり GNI が低い国は財政における ODA

受給額の比率が高い。2000 年から 2007 年の間では、すべての国の一人

当たり GNI が増加している中で、LDC においては一人当たり GNI の伸び

を上回る率で ODA 受給額が増加している国が多い。これは、MDG 達成の

ために投入された金額の伸びによるものだと考えられる。ただ、ザンビ

ア(ZAM)の減少が目を引く（2000 年の 25.4％から 2007 年には 11.3％ま

で下がった）が、これは、1999 年にケルンサミットで決定された拡大重

債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて借款の返済免除が行なわれ

たことによるものであることが日本のデータより推測される（表４、表

５参照）。 

このように、援助額の比率は GNI の４分の１近くに及んでいる国もあ

るが、いずれにしても元の GNI が低いため、LDC の財政は、援助額を加

えても低中所得国（当論文の中所得国）や高中所得国（当論文の高所得

国）には及ばないと考えられる。 
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図５「一人当たり GNI と、援助額が GNI に占める割合の変化」 

 

 

表４ 2000～2005 年の政府貸付 
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表５ 日本の債務免除国（参考） 

 

 

（３） 参加国の教育の状況 

2000 年は MDGs（国連ミレニアム開発目標）に向けた取り組みが始まっ

た年であり、その前後で就学率が大きく変化している国が多い。 

高所得国の、セイシェル、モーリシャス、南アフリカは 1991 年にはす

でに 90％を越えており、2004 年までに MDGs による変化はあまりみられ

ない。高所得国の残りの国であるボツワナと、中所得国４カ国中３カ国、

ナミビア、スワジランド、ジンバブエも、1991 年には 70％半ば～80%半

ばであるために数値的に改善の余地はあるはずではあるが、2004 年まで

に MDGs による変化は現れておらず、平らに近いグラフとなっている。他

方で、中所得国の残りのケニアと、低所得国の５カ国中３カ国は 2000

年前後に急激に就学率を伸ばしている。これらの国の 1991 年と 2000 年

の変化は、ケニアが 51→67%、レソト 72→82%、モザンビーク 43→56%と

それぞれ 10%以上の伸びであり、とりわけマラウイは、1994 年に無償初
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等教育計画を開始された(澤村 1998)ことの影響で、就学率は 10 年間で

48％から 97%へと２倍近くにもなっている。残りの低所得国であるタン

ザニアとザンビアは、SACMEQ 第２回の行われた 2000 年には 1991 年とあ

まり変化がないが、2002 年頃から急伸している。国連にデータのなかっ

たウガンダは、澤村(1998)によると、1997 年に初等教育普遍化政策によ

り就学者数は 1996 年の 274 万人から 517 万人（このうち 40%が１年生）

に急増した。（図６「小学校の粗就学率」参照） 

SACMEQ が対象としている小学６年生への進級率は、高所得の上位２国、

セイシェルとモーリシャスは 100%近いが、それに続く南アフリカ、ボツ

ワナと中所得国ナミビアは 80-90％程度、続くケニア、スワジランド、

ジンバブエと低所得国のうちタンザニアとザンビアは 60-70%程度、残り

の低所得国のレソト、ウガンダは 60%以下で、マラウイとモザンビーク

にいたっては 30%前後である。（図７「４、５年生、最終学年への進学率」

参照） 
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図６ 小学校の粗就学率 

 

図７ ４、５年生、最終学年への進学率 

 

（2000 年に最も近い

データより）  
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（４） 問題構成 

では、次に SACMEQ の内容について見てみよう。 

SACMEQ では『読解リテラシー』を次のように定義している。 

『社会で必要とされ個人にとって重要な、書かれた言語を理解し使用

する能力』 

これは、IEA 国際教育到達度評価学会が 1990-91 年に 35 カ国を対象に

行った国際読解力調査 TIMSS の定義に賛同するものである。SACMEQ 参加

国 の 伝 統 と 言 語 の 相 違 に も 適 合 す る も の で あ る と 認 定 さ れ て い る

（SACMEQ 2003 D- P.46)。 

 

読解には次の３分野を設けている。  

１． 叙述・物語（フィクション、ノンフィクション） 

２． 説明・論説文 

３． 書類・事実から構成した文章 

 

読解力のレベルは５段階に分類している。 

レベル１： 単語を具象的事物の絵と関連づけられる。 

レベル２： 単語を抽象的概念と関連づけられる。例えば、場所と方

向、比較級と最上級など。 

レベル３： フレーズや短文を、同じ単語の入った他の文章と関連づ

けられる。 

レベル４： 一連の概念や内容を含む長文を、順に読み進めながら情

報を集積することによって理解できる。 

レベル５： 長文において、前後に立ち返って読みながら、理解の確

認、新たな情報と前述の情報との関連づけ、他の場所に書かれている
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概念との関連づけ、著者の意図の推察などができる。 

 

表６ SACMEQII－読解 各レベルと分野ごとの問題数 

 

 

『算数リテラシー』は次のように定義されている：「算数の方法を理解し、

それを関連した事柄に適用して、個人・社会の一員として判断ができる

能力」。これは、IEA-TIMSS と OECD-PISA の両国際学力テストを参考に定

義しており、テスト項目は機械的ルールや計算に過度に注目したもので

はない。 

IEA-TIMSS は算数を数、算数、測定、図形、データの５分野に分類し

ているのに対し、OECD-PISA は「変化と成長（change and growth)」「空

間と図形(space and shape)」の２つの大きな概念で分類している。SACMEQ

では、包括的能力を測る OECD-PISA とは異なり、学校カリキュラムに関

連した能力を念頭に置いている IEA-TIMSS の手法をさらに詳細にしたも

ので、カリキュラム、テキスト、テストに加えて、実際に学級で教えら

れている事柄に関連させた。IEA-TIMSS の第１の分野「数」と第３の「測

定」は採用したが、第２の「算数」はアフリカの小学校の第６年生では

明確ではなかったため除外し、第４の「図形」も「空間」と再定義した

上で IEA の第５の「データ」と合わせて「空間・データ」という分野に

編成した。 
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数： 四則演算、ルート、四捨五入、概数、分数、百分率、比 

測定： 距離、長さ、面積、容積、お金、時間 

空間・データ： 図形、グラフ（棒、縁、折れ線）、表の読み方 

 

算数力のレベルは５段階に分類している。 

レベル１： 測定の単位、基本図形の名前、２桁までの簡単な計算が

できる。 

レベル２： 数と図形における基本的な比、表中のデータ、簡単な計

算ができる。 

レベル３： 図形とパターンの操作、計算の変換ができる。 

レベル４： 表とグラフからの計算、問題の情報を使用して２・３段

階の計算ができる。 

レベル５： 図とグラフのデータを関連させ、問題の情報を用いて、

比、小数点、その他の数で、数段階にわたる計算ができる。 

 

表７ SACMEQII-算数 各レベルと分野ごとの問題数 

 

 

読解の８３題のうち、２０問は第１回テストと重複させてある。第２

回だけに使用する６３問のうち生徒のみに使用するのは５２問であり、
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１１問は教師と重複させてある。第１回テストと重複している２０問の

うち、１１問は生徒のみ、９問は教師と重複させている。教師の問題数

は全部で４９問である。 

 

算数の６３題のうち、生徒だけに使用するのは 50 問であり、13 問は

教師と重複させてある。教師の問題数は全部で４１問である。 

 

（５） 問題サンプル 

 PISA などの国際学力調査では、問題それ自体が地域の生徒の経験や学

校のカリキュラムと異なっているという指摘がなされることがある。例

えば、水が０℃で凍るといっても、アフリカの子どもたちは０℃を体験

したことがないなどである。こうした違いは、SACMEQ の問題サンプルに

も具体的に見ることができる。次のページに問題サンプルを掲げた。 

これは Level３基本的読解問題だが、ゾウと鳥の会話が問題文になっ

ている。 「どこで起きたお話ですか？」という問いに対して、選択肢は

「１．密林で (In the thick jungle)」「２．森で (In the forest)」「３．密

林の真ん中で (In the middle of the jungle)」「４．庭で（ In the garden）」

とある。基本問題のために、答えは文章中にみつけられるようになって

はいるものの、SACMEQ 受験者の子どもたちは「密林」と「森」と「密

林の真ん中」がそれぞれどういうものかを体験からわかっているからこ

そ、選択肢の意味があるのであろう。この問題は日本の子どもたちにと

っては選択肢の違いがわからないために当てずっぽうで答えるか、ある

いはかえって文章中にしか答えが無いというヒントになるかもしれない。

いずれにしても、生徒の経験に寄り添った、地域性を反映した問題だと

いうことができるだろう。  
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他の問題についても、SACMEQ アーカイブに収録されているものを

参考資料として論文の末尾に添付した。  
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A. 
(1) 

In the thick jungle 

    

B. 
(2) 

 In the forest 
    

C. 
(3) 

 In the middle of the jungle  (*) 
    

D. 
(4) 

 In the garden 
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３．分析に用いる指標について 

 実際に分析に入る前の前提として、本論文において重要な指標であ

る SES の内容と、重み付けについてみておこう。 

（１） SES について 

<１>調査の設計と集計方法 

SACMEQ の質問項目及び問題の設計と集計には、ラッシュモデルが

使用されている。ラッシュモデルは、項目反応理論 IRM（ Item 

Response Modeling）の一つであり、次のような特長がある。 

①  項目ごとに、正答率によってだけではなく、全体の項目の中

での出現率が検証される 

②  集計の過程で、違いの構成に貢献しない項目が除外、整理さ

れるため、モデルとしての精度が上がる 

③  受験者の位置づけが、質問（問題）の代理性によって容易に

理解されやすい 

④  異なるセットの試験の間の難易度をつなぐことができる 

特に③について、国際学力調査の場合には、説明の明瞭さが求めら

れるため、国 A と国 B の違いや、生徒 A と生徒 B の違いが、具体的な

項目によって示されるラッシュモデルは理解されやすいという(PISA 

2009 P.79）。 

④「異なるセットの試験の間の難易度をつなぐ」については、例え

ば PISA では多くの問題を分析するために 13 タイプの問題冊子を作成

しているが、13 問の共通問題を設定し、各問題冊子で４問ずつがずれ

て現れる設計をすることにより、すべての問題を統合可能にしている。 

SACMEQ では、生徒と教師に問題を解かせているため、教師の問題に

生徒と同じ問題を数問差し込むことによって生徒と教師の尺度の連
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続性を与えている。 

なお、他の項目反応理論 IRM については、複数のパラメータを

設定するものがある。問題の難易度に加えて、判別度、まぐれ当たり

度の３パラメータを取るなどである。教育調査でよりシンプルなラッ

シュモデルがよく使用される理由としては、一部のデータによって他

の問 題と受験者の尺 度 付けが可 能である ためだと 説明され ている

（PISA 2009 P.92)。 

ラッシュモデルは、当論文で取り上げる、生徒の「社会経済背景

（SES）」の集計についても使用されている。つまり、各項目の妥当

性と、全体に対する位置づけ、受験者や国単位の指標としての適合性

の検討に用いられている。 

 

<２> SACMEQ で使用されている社会経済指標（SES） 

では、次に SES の質問項目を見てみよう。 

表８は、質問項目と選択肢のナンバーと、それぞれのナンバーにつ

いての集計用の数字の読み替えを示している。 

Pros01「新聞」から Pros14「テーブル」は家で所有しているかの問

いであり、１が無い、２があるを示している。 

家畜の所有については、質問用紙では、牛、羊、ヤギ、馬、ロバ、

豚、鶏、その他の数を記入させているが、集計時に指標から除外され

ているため、表に入れていない。除外された理由は、子どもの家畜の

数の認識が、実際の数よりも多いことが指摘されている（Dolta 2005）。 

Pros 14「ライト」から Proroof「天井」は、１～５または６で種類

を答えるようになっている。それに対する集計時の数値は、例えば

zpfloor3「床」は、１～３の回答は１に、４を２に、５を３に読み替
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えていることを示す。 

空欄になっている冷蔵庫、オートバイ、自転車は、尺度として不採

用となった項目である。 

また、網がけした括弧付の（zproof）は、途中の検討で棄却された

集計であり、モデルの調整が行われたことを示すために表示した。 

父母学歴は、「学校に行っていない」「小学校中退」「小学校卒業」

「中・高中退」「中・高校卒業」「中・高以上」「大学卒業」「わか

らない」「（父か母が）いない」から選択するようになっており、「中・

高以上」と「大学卒業」は集計時に統合されている。 

最終的な SES は、父母学歴、家（材料と電気）、所有物の調整後の

数値からなる合計が 15 段階に集約された。所有物が 12 点、家屋が 12

点、父母学歴が 12 点の最高合計点 36 点を 15 段階にまとめている。 
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表８ SES の構成内容 

 

 

（２）重み付けについて 

 さらにここで、分析時に必要な「重みづけ」について見ておきたい。 

「重みづけ」とは、欠席者、無効答案を含む受験者数を、各学校・地

方の生徒の構成人数に適合調整するための加重割合である。全体の重

みづけの合計は１になるように設計されている。サンプリングの段階

で、学校規模ごとのグループから按分した抽出が行われているため、

重みづけ数値の分布は 1.00（重みづけ無し）を中心にした分布をする。

サンプリング設計通りのデータ収集であれば重みづけはすべて１、つ

まり不要なはずだが、当日の欠席者や、設計時と調査時の生徒数の相

違など、あらかじめ予測不能な要素があるために必要不可欠なのであ

り、事情が学校ごとに異なるように数値も学校ごとに異なる。 



 41

例としてボツワナの 3,322 校の学校の重みづけ数値の度数は、図８に

示した。ボツワナの例では、学校ごとに 0.1 から１.74 まで重みづけが

行なわれている。 

こうした設計と集計を調整する重みづけは、PISA でも同様に行われ

ている（PISA 2009 P.47-56)。 

 

図８ 重み付けの「重み」の分散 

 

この重みづけによって、各スコアはどのような影響を受けるだろう

か。 

表９は、ボツワナの学校を重みづけの低い方から順に並べたもので



 42

ある。一番上にある重みづけが 0.1039140 の学校 No.1310 では、サン

プル数２０人に対して、重みづけ人数は２人強に圧縮される（２０×

0.1030140＝2.078 人）。この場合、スコアも人数も同じ重みづけがさ

れるため、スコア÷人数で求める学校内の平均値が変わることはない。

一方で、標準偏差は影響を受ける（表の「標準偏差の差」参照）。こ

れは、期待値が母分散に等しくなるように補正をかけた偏分散で求め

られているためである。 

 

 

 

しかしながら、学校内の標準偏差が変化することによる影響は考え

なくてもよい。なぜならば、重みづけは、同一学校には同一の数値が

振られ、上位レベルの数値処理をするとき（ここでは、全学校を対象

とした分析）に使用されるからである。 

全学校の合計は、重みづけによって、平均、標準偏差ともに変化す

る（ボツワナの例では、平均は 44.53→44.19 に、標準偏差は 13.14

→13.12 になっている）。重みづけされたデータは、国の平均、標準

偏差、分散、相関、回帰分析、その他に使用される。 
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表９ 重み付けなしとありの標準偏差の差（ボツワナ） 
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SACMEQ では、重みづけとして次の３種類の数値が登録されている。 

１．サンプリング段階での重みづけ PWEIGHT1 

２．実施後の重みづけ  PWEIGHT2 

３ ． 各 国 の 受 験 者 数 を ４ ０ ０ 人 に 調 整 し た 場 合 の 重 み づ け 

PWEIGHTA 

上記では、このうち、２．実施後の重みづけについて説明を行った。

これは、一国の国内の地域や学校について分析を行う際に使用する。

他方、受験者数が国によって異なるため、各国間の比較を行う際には

必要に応じて各国の受験者数を４００人にした場合の重みづけを使

用する。サンプリング段階での重みづけは、本試験前の数値のため、

当論文では使用しない。 
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第２章 フレームを用いての分析 

 

１． 一人当たり GNP（GNI）フレーム 

（１） 世界の一人当たり GNP（GNI）の分布と理論 

 当論文では、一人当たり GNP（GNI）を分析に用いるため、まずはその

分布についてみてみたい。 

図９は、世界の国の「一人当たり GNP＝GNPpc (GNP per capita)」

を 1850 年から 2000 年まで 50 年ごとに、少ない順から多い順になら

べたものである。経年によって、世界全体の GNPpc が増えると同時に、

国の所得の違いを表すカーブが急になっていることがわかる。 

各年の最も高い国の GNPpc を比べると、1850 年には、統計がある（主

要先進国を含む）31 カ国のうち、最も高いオランダでも 2,371 ドルで

しかない。1900 年には 43 カ国中最も高い英国が 4,492 ドル、1950 年

には産油国のために特別な要因を持つカタール（30,387 ドル）、クウ

ェート（28,878 ドル）、UAE（15,798 ドル）を除くと、143 カ国中最

も高い米国が 9,561 ドル、2000 年には統計 146 カ国のすべての中で最

も高い米国が 28,467 ドルだ。1850 年のオランダ(2,371 ドル）と 2000

年の米国（28,467 ドル）では、世界で最も高い国の GNPpc が 150 年間

で約 12 倍になっている。1950 年から 2000 年の 50 年間では、いずれ

もトップの米国において、GNPpc が約３倍になっている。 

一方、GNPpc の低い国は、統計のある 1950 年と 2000 年でどちらも

最低額が 200 ドル台（それぞれ、ギニアビサウ 289 ドルと、ザイール

218 ドル）で、50 年間でむしろ低下している。また、1000 ドル未満の

国は 57 カ国から 27 カ国に減少したものの、全体の５分の１にあたる

低位 30 カ国の平均 GNPpc を比べると、1950 年から 2000 年の 50 年間
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で 455 ドルから 707 ドルと、約 1.6 倍にしかなってない。 

図 10 は、この分布をわかりやすくするために対数グラフにしたも

のである。 

1850 年、1900 年、1950 年、2000 年の対数グラフで、近似線と決定

係数 R2 はそれぞれ、0.9923、0.9412、0.9932、0.9833 と、極めて高

い相関が見られる。このグラフでわかるように、世界の国の一人当た

り GNP の分布は、対数グラフに近似している。 

 

図９ 世界の GNP（GDP）pc 1850-2000 年 

 



 49

図 10 世界の GNP(GDP)pc 1850-2000 年 対数グラフ 

 

 

では、なぜ一人当たり GNP は対数グラフになるのだろうか。理論的

裏づけを行うために、初期の一人当たり GNP（GNPpc＝GNP per capita

と表記する）と GNPpc の伸び率の違いによって、経年によりどのよう

な違いが出てくるかを見てみることにする。 

 ある国 A の初期 GNPpc を GNPpc"A"（０）、GNPpc 成長率を R とする

（式の簡略化のために、成長率が２％のときは R=1.02 とする）。す

ると、N 年後の A 国の GNPpc"A"（N)は次の式で求められる。 

GNPpc"A"（N) = GNPpc"A"(０) * R^N 

 

ここで、<１>初期 GNPｐｃが違う場合 と、<２>GNPｐｃ成長率が違

う場合 に分けて、それぞれの具体例をみてみよう。 

<１>初期 GNPpc が違うが、GNPｐｃ成長率は同じ場合は、 

①  たとえば、初期 GNPpc が１ドルで、GNPpc 成長率が２％の A
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国の１０年後の GNPpc は、R=1.02 の階乗 10 となる。 

 

GNPpc"A"(10）＝１ * 1.0210 ＝1.219 

 

②  次に初期 GNPｐｃが２ドルで、GNPpc 成長率が上記と同じ２％

の B 国の１０年後の GNP は、 

 

GNPpc"B"（10）＝２ * 1.0210 ＝ 2.438 

 

というように、A 国も B 国も 10 年後には GNPｐｃが 1.219 倍にな

るが、初期 GNPpc（０）の差が２－１＝１だったのに対して、１

０年後の差は GNPpc"A"(10) - GNPpc"B"(10) = 2.438 - 1.219 = 

1.219 に拡大する。 

 

<２>初期 GNPpc は同じだが、GNPpc 成長率が違う場合は、 

たとえば、初期 GNPpc は A 国、C 国とも１ドルだが、GNPpc 成長率

が１０年間続けて A 国は２％、B 国は１％だったとしよう。 

すると、A 国の１０年後の GNPpc は、 

GNPpc"A"(10）＝１ * 1.0210 ＝1.219 

なのに対して、C 国は、 

 GNPpc"C"(10)＝１ * 1.0110 ＝ 1.105 

となり、初期 GNPpc の差が１－１＝０だったのが、10 年後の差は 

GNPpc"C"(10)-GNPpc"A"(10) = 1.219-1.105 = 0.114 に拡大する。 

つまり、初期 GNP の差と毎年の GNPpc 成長率の両方の要因によっ

て、経年 GNPpc が変わるのである。 
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ただし、GNPpc 成長率がマイナスになったり、初期 GNPpc の低い国

の GNPpc 成長率が初期 GNPpc の高い国の GNPpc 成長率を上回る場合は

格差が縮まったり逆転するので、必ずしも格差が広がるとはいえない。

ただし、実際には初期 GNPpc が高い国は GNPpc 成長率も有利に展開す

る場合が多い。 

 

さて、経済学者によって、最も豊かな国と貧しい国の所得格差は

1820 年には３倍（ｲｰｽﾀﾘｰ 2003 P.86)～４倍（ｻｯｸｽ 2006 P.71)しかな

かったと推定されているので、仮にその 30 年後の 1850 年には GNPpc

の差は間を取って４倍だったとしてみよう。さらに、初期 GNPpc が１

の D 国は GNPpc 成長率が 0.01％、初期 GNPpc が４の E 国は GNPpc 成長

率が２％だとする。 

 

GNPpc"D"(0)=1,  GNPpc"E"(0)=4 のとき、150 年後の GNP は、 

GNPpc"D"(150) =  1 * 1.001150 = 1.1617 

GNPpc"E"(150) = 4 * 1.02150 = 77.9984 

で、67 倍の開きとなる。 

 

実際には 2000 年の GNPpc の開きは、米国の 18,467 ドルとザイール

の 218 ドルでは８４倍なので、微調整を行えばおよそ妥当な線といえ

るだろう。 

 

ここで、念のため、GNPpc と人口増加率(Population Growth Rate）

の関係を見ておこう。 
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GNPpc の伸びを R（式の簡略化のために、２％のとき、R=1.02 とす

る）、人口増加率を PGR（同じく３％のとき、PGR=1.03 とする）、GNP

（一人当たりではない）の経済成長率が ER（同じく４％のとき、

ER=1.04 とする）とすると、 

初期 GNP、つまり GNPｐｃ（０）と、翌年の GNPpc、つまり GNPpc(1)

は、 

GNPpc(1) = GNP(1)/p(1)      ・・・今年の一人当たり GNP

＝今年の GNP÷今年の人口 

GNPpc(0) = GNP(0)/p(0)        ・・・去年の一人当たり GNP＝去

年の GNP÷去年の人口 

R = GNPpc(1) / GNPpc (0)     ・・・一人当たり GNP の伸び

＝今年の一人当たり GNP÷去年

の一人当たり GNP 

R = (GNP(1)/p(1)) / (GNPpc(0)/p(0)) = (GNP(1)/GNP(0)) / 

(p(1)/p(0))   ・・・一人

当たり GNP の延びは、今年と去

年の GNP の比を今年と去年の

人口の比で割ったもの。 

  p(1)/p(0) = PGR だから、 

R = (GNP（１）/GNP(0)) / PGR    ・・・一人当たり GNP 成長

率＝GNP 成長率÷人口増加率 

ER = GNP(1) / GNP(0) だから、 

ER = R * PGR             ・・・経済成長率＝一人

当たり GNP 成長率 * 人口増

加率 
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よって、人口増加率 PGR が 1.18％（=1.0118、世界平均）のときに、

一人当たり GNP の延び R が２％(=1.02)になるためには、 

ER = 1.02 * 1.0118 = 1.0320 

経済成長率 ER は、3.2％必要なことになる。 

これを直感的に言えば、人口増加率が２倍になれば同じ一人当た

り GNP を維持するためには経済成長率も２倍必要だということであ

る。 

下の図 11 は、初期一人当たり GNP と一人当たり GNP 成長率の違

いによる一人当たり GNP の経年変化をシミュレートしたものである。 

 

図 11 GNPpc シミュレーション１  

 

 



 54

同じグラフを対数グラフ（図 12）にすると、パフォーマンスが分かり

やすくなる。初期一人当たり GNP が低い国でも、一人当たり GNP 成長

率が高ければ、初期一人当たり GNP の高い国を追い抜く様子も見られ

る。 

 

図 12 GNPpc シミュレーション２  

 

 

以上から、各国の一人当たり GNP 分布が対数グラフに近似することが

示された。この一人当たり GNP 分布は、PISA や SACMEQ などの国際学

力調査に参加する国の間でも見られる。図 13 は、PISA 参加国の一人

当たり GNP を高い国から低い国の順に並べたグラフである。 
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図 13 PISA 参加国の一人当たり GNP（高低順） 

 

指数よりも多項式に近似しているのは、PISA の参加国は高所得国が多い

ため、グラフの上部が右側に引き伸ばされた形になっているからだと考

えられる。 

では、SACMEQ ではどうだろうか。図 16 は、一人当たり GNI を高い国

から低い国に並べた場合の各国の平均点を示している。この図に見られ

るように一人当たり GNI の分布も、対数グラフに近似する。 
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図 16 一人当たり GNI 順の SACMEQ 平均点 

 

 

（２）一人当たり GNP（GNI）と成績 

 それでは、一人当たり GNI と成績にはどのような関係があるだろうか。

まずは PISA で見てみよう。上の図 13 に PISA の成績分布を書き込むと図

14 のようになる。 
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図 14 一人当たり GNP 順の PISA 平均点１ 

 

一見、一人当たり GNP が谷形であるのに対し、読解力の平均点は山形で

あるかのように見える。では同じ一人当たり GNP を対数グラフにすると

どうなるか。図 15 は、図 14 の一人当たり GNP を対数グラフに直したグ

ラフである。 

 

図 15 一人当たり GNP 順の PISA 平均点２ 
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すると、読解平均点と一人当たり GNP の対数グラフは Pearson 相関係数

0.744 の高い相関を示す。つまり、成績は一人当たり GNP の対数グラフ

に近いということができる。 

 

（３）質問項目への適用 

 それでは、この対数グラフの形状を示す国の“序列”をフレームとし

て、SACMEQ の質問項目を並べるとどうなるだろうか。フレームというの

は、一人当たり GNP（GNI）と質問項目の回答の数値が相関しているとき

に対数グラフ形になるという「期待」を内に持った「枠」という意味で

ある。この枠を使用した分析を本論では「フレーム分析」と呼ぶことに

する。図 17 から図 98 は、SACMEQ データに基づき論者が作成した。 

 まず、生徒の SES については、図 17 のようになる。およそ経済水準の

序列に沿う右肩上がりのグラフとなっている。これを対数近似グラフで

表すと図 17 のようになり、決定係数（R2）が 0.761～0.905 という高い

相関を示す。つまり、一人当たり GNI が高い国は、生徒の社会経済背景

も高いということである。 
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図 17 生徒 SES（一人当たり GNI 順） 

 

 

図 18 生徒 SES 近似グラフ 

 

 

 他の項目についてはどうだろうか。 

「学校から主な施設までの距離」について見てみよう。「主な施設」とい

うのは、学校から、病院、図書館、本屋、道路、市場、中学校までの距

離を平均した数値である。これは図 19 のような形状で、一見して対数グ

ラフには沿っていないようである。そこでこれを多項式に当てはめると、
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図 20 のようになり、真ん中が凹んだ『おわん形』になっている。つまり、

高所得国と低所得国は学校から主な施設までが近く、中所得国は遠いと

いうことである。この「学校から主な施設までの距離」はなぜ『おわん

形』になっているのだろうか。高所得国が施設までの距離が近いのは、

インフラが整備され、都市の集積もあるためであると考えることができ

る。しかしその理屈では、低所得国になるほど施設までの距離が遠くな

るのに反して、低所得国が中所得国よりも施設までの距離が近くなって

いるのはなぜだろうか。それは遠隔地にまで学校が行き届いていないこ

とが要因として考えられる。 

ちなみに、施設までの距離が近く高所得国のセイシェルは 460 平方キ

ロメートル（ほぼ種子島大、約百の島から成る）、モーリシャスは 2,045

平方キロメートル（ほぼ東京都大）と、国土が狭いのが理由ではないか

という議論もあるが、続いて国土の小さい 1.7 万平方キロメートルの（日

本の四国よりやや小さい）スワジランド及び 3.0 万平方キロメートル（日

本の九州の約 0.7 倍）のレソトが、122 万平方キロメートル（日本の約

3.2 倍）の南アフリカ及び 58.2 万平方キロメートル（日本の 1.5 倍）の

ボツワナよりも施設までの距離が遠いことを考えると、国土の大きさが

そのまま施設への距離に直結しているのではない。このように、データ

の背景には複雑な要因が組み合わさっており、ｸﾞﾗﾌで相関がみられても

正確な理由はそれぞれの国の事情を詳しく調べないと断定することはで

きない。 
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図 19 学校から主な施設までの距離（一人当たり GNI 順） 

 

図 20 学校から主な施設までの距離 近似グラフ 

 

 

もう一つ、『セッション１の生徒数』ではどうだろうか。「セッション」

というのは、シフトのことで、SACMEQ の対象国は生徒数が多いため、セ

ッション１からセッション５まで設けている国もある。『セッション１の
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生徒数』の積み上げグラフは図 21 で、多項式近似グラフは図 22 である。

少人数の学校が下側になるように積み上げられているこのグラフでは、

中所得国に少人数シフトの学校が多いことを示す『山形』になっている。 

では、なぜ高所得国と低所得国で生徒数が多く、中所得国で生徒数が

少ないのだろうか。低所得国は就学率の急増に施設が追いつかず、一シ

フトあたりの人数が多いことはよく指摘される。では、高所得国で一シ

フトの数が多いのは、施設が完備しているため対応できる生徒数が多い

こと、人口の集積のために通学区域内の子どもの密度が高いことが推測

される。そして中所得国で少人数が多めなのは、遠隔地にもそこそこの

学校数があるからと考えることができるのではないだろうか。 

なお、今『山形』と『おわん形』を見たが、グラフの積み上げ方を上

下逆にするとこの両者はどちらにも入れ替わる。つまり、一シフトあた

りの人数が多い回答を下にして人数が少ない回答をその上に積み重ねて

行くと、さきほど『山形』だったグラフは『おわん形』になるため、両

者は同じものだということができる。 
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図 21 セッション１の生徒数（一人当たり GNI 順） 

 

 図 22 セッション１の生徒数 近似グラフ 

 

 

では、次のような場合はどうだろう。図 23 は、学校を訪れたアドバイ

ザーが教師に新しい教材を勧める度合いを示している。これは概して右
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肩下がりになっている。低所得国ほど、新しい教材の勧めが多いという

ことになる。しかしもう少しよく見ると、勧めが多めの国と少なめの国

が分かれているため、右肩下がりの『二重グラフ』と呼べそうである。

二重グラフになるのは、一人当たり GNI の要素に政策的意図がプラスさ

れているためだと考えられる。 

 

図 23 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 新しい教材の勧め（一人当たり GNI 順） 
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図 24 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 新しい教材の勧め 近似グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、一人当たり GNI フレームは次のような場面で役立つ。図 25

は『学校施設に図書館がある／本を借りられるか』を表したものである。

図 26 の近似グラフはおよそ右肩上がりになっており、低所得国になる

ほど図書館は少ない傾向が見られる。しかし、決定係数は 0.292 とあま

り高くない。それは、はずれ値があるからである。はずれ値である UGA

（ウガンダ）を除いて再度、図 27 近似グラフ２を作成すると、今度は

決定係数が 0.618 に上がる。これは、政府の方針として学校に図書館を

作る政策を行っているためだろう。つまり、一人当たり GNI フレームで

は、政策的意図によるはずれ値をみつけやすいということができる。 

 

読解教師ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　新しい教材の勧め　　　　　　　　　　　　　　（「２重」
多項式ｸﾞﾗﾌ）
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図 25 学校施設 図書館があるか/本を借りられるか（一人当たり GNI

順） 

 

図 26 学校施設 図書館があるか／本を借りられるか 近似グラフ１ 
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図 27 学校施設 図書館があるか／本を借りられるか 近似グラフ２ 

 

 

２．成績順フレーム 

（１）成績の分布と理論 

 ここで視点を広げて、一人当たり GNI 以外の指標についてもフレー

ム分析を試みてみたい。ここでは、「成績スコア」について検討する。図

28 は PISA について、図 29 は SACMEQ について、読解スコアを成績順に

並べたグラフである。両者とも直線に近い右下がりのグラフになってい

るが、なぜこのような並び方をしているのだろうか。 
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図 28 PISA 読解スコア 成績順の得点グラフ 

 

 

図 29 SACMEQ 読解スコア 成績順の得点グラフ 

 

 

理論的には、成績は正規分布する（図 30）ので、それを受験者の成績

順に並べると図 31 のようになる。つまり、図 30 の各点数の度数（y 軸

の数値）が図 31 では横になりｘ軸に並ぶために、中位の成績の生徒のｘ
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軸上のラインが圧倒的に長くなるので、グラフの中央は直線に近くなる。

また、高得点者と低得点者は度数は少ないが点数の数値の変化は大きい

ことにより、グラフの左右の先端は急なカーブを描く。PISA も SACMEQ

も各国を受験者と見なすと、平均点の配列はこの理論に沿った形をして

いる。PISA は３次式近似の決定係数 0.972 に比べると１次式近似は 0.890

に対し、SACMEQ は３次式近似も１次式近似も決定係数が 0.978 であり、

PISA の方が理論に近い分布だが、これは参加国の数が多いことが一因だ

と考えられる。SACMEQ はその決定係数の高さから、１次式の分布とみな

して差し支えないだろう。 

よって、この成績順の国の配列を先ほどの一人当たり GNP(GNI)フレー

ムと同じように SACMEQ データの分析に用いる時には、各国の成績と相関

がある回答はフレームの中で直線状になることが期待される。以上によ

り、「成績順フレーム」には理論的な裏付けがあることが確認された。 

 

図 30 理論上の成績分布 
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図 31 成績順に並べた場合の得点分布 

 

 

 

図 32 PISA 読解成績順の得点グラフ（３次式、１次式近似） 
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図 33 SACMEQ 読解成績順の得点グラフ（３次式、１次式近似） 

 

（２） 一人当たり GNI フレームと成績順フレームの併用 

さて、それでは、この成績順フレームを用いたグラフを、一人当たり

GNI 順フレームと併用してみよう。 

図 34 の左側が一人当たり GNI フレーム、右側が生徒の読解スコアの平

均点順に国を並べた成績順フレームである。上の段は「読解スコア」で

あり、一人当たり GNI フレームではバラバラであったものが、成績順フ

レームでは右肩上がりに並んだ。下の段は「生徒 SES」であり、左側の

一人当たり GNI フレームではおおむね右肩上がりになっていたが、成績

順フレームでは乱雑になっている。一人当たり GNI 順では７位だったケ

ニアが成績では２位に、10 位だったタンザニアが成績では３位に、13

位だったモザンビークが成績では７位に浮上している。その一方で、一

人当たり GNI 順では３位だった南アフリカは成績順では７位に、５位だ

ったナミビアは 12 位に、10 位だったザンビアは 13 位に沈下している。 

この成績順フレームで下の段の生徒 SES を見ると、成績が２位と３位
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のケニアとタンザニアは、SES が低いにもかかわらず、成績が抜群にい

いということがわかる。 

 

図 34 「一人当たり GNI フレーム」と「成績順フレーム」に配置した「生

徒読解スコア」と「生徒 SES」 

 

 

 

 

３．フレーム分析の補足 

（１） 違う時期との比較 

 このフレーム分析は、ある時点の序列を元にしているため、違う時

期では順序が変わっている可能性がある。それら時期の違うデータの

比較はどうしたらよいだろうか。 

ケニアとタンザニアは SES が

低いのに成績がよい  
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SACMEQ では第１回が行われた 1995 年と第２回が行われた 2000 年で

は、タンザニアとウガンダの一人当たり GNI の順序が入れ替わってい

る。しかし、たまたまその２国は第１回に参加していなかったため、

図 36 のように、今回の２回については、フレーム内のデータの形状は

大きく変わらないことが期待される。 

 

図 35 SACMEQ 参加国の概要 1995 年と 2000 年の一人当たり GNI 
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図 36 SACMEQ 第１回と第２回の読解教科書所有率の比較 

 

 違う時期のデータを比較する際には、それぞれの時点で状況が変わ

っているため、いずれかの時点の序列に合わせるのではなく、それぞ

れの時点での序列にてフレーム分析を行うのが適当と考えられる。 

 

（２） その他のフレームの可能性 

 以上で見てきた一人当たり GNI と成績順フレームの他に考えられる

指標としては、 

 ・ 生徒 SES 

・ 数年間の一人当たり GNI の平均 

・ 面積順、人口順 

・ ジニ係数順 

・ UN 経済指標順 

「生徒 SES」に関しては、第一章３節に記したようにラッシュモデル

によって学力調査の回答結果が正規分布になるようにデザインされて

いるので、回答者を高低順に並べると、図 31 の成績の分布と同じ分布

をすることが期待される。ただし、参加国すべての分布を対象としてい

るため、各国の分析を行うときなどは、実際にデータを並べてその形状
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をグラフ中に示すことによって、他項目との相関を見やすくすることが

求められるだろう（例は後述の図 40 参照）。 

他の指標についてもグラフ中にその分布形状を示すことによってた

項目との関連を見ることは可能だが、ただ「多い順」というだけではな

く、なんらかの根拠がある方がよいと思われる。例えば、図 37 は、先

ほども取り上げた「学校から主な施設までの距離」を国の面積順に並べ

たグラフである。左が一番面積の大きい南アフリカ、右が面積の小さい

セイシェルである。おわん形に近い関係がありそうにも見えるが、これ

は先ほども述べたが、国土の広さとの相関なのか、国土の広さとも関係

した経済力との相関なのかなど、慎重な検討が必要だと思われる。 

 

図 37 面積順フレーム「学校から主な施設までの距離」 

 

 

４．他の統計的分析法と併用した分析 

今までフレーム分析について見てきたが、他の統計的分析法と組み合

わせることによってどのような結果が得られるだろうか。 

 

（１）２項目相関 

 表 10 は、生徒の「読解スコア」と他の主要項目との２項目相関を見た
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ものである。”（**)”が 1%水準で有意、網がけセルが 0.1%水準有意で

ある。一番右の欄では、0.1%水準で有意な国かまたは有意でない国のど

ちらか数の少ない方の国名を書き出し、有意でない国の場合は括弧に入

れた。 

この表によると、「生徒の読解スコア」との相関が 14 カ国すべてにお

いて 0.1%水準で有意だったのは、「生徒算数スコア」と「生徒 SES」の２

項目である。「生徒算数スコア」については、読解の成績のよい生徒は算

数の成績もよい傾向があるのは納得しやすい。一方、「生徒 SES」につい

てはこの後詳しく述べることにする。同じく 14 カ国すべての国が１％水

準で有意だったのは「家庭で英語を話すか」だが、0.1%水準でも有意な

国はケニア、モザンビーク、ザンジバル、レソト、ナミビアが除かれて

９カ国になる。その他、「生徒年齢」は１％水準ではセイシェルを除く

13 カ国が有意、0.1%水準ではさらにザンジバルを除く 12 カ国で有意、「学

校施設」は１％水準ではセイシェルとモーリシャスを除く 12 カ国が有意、

0.1%有意ではさらにモザンビークとザンジバルを除く 10 カ国が有意で

ある。これらの有意かそうでないかの内容についてはそれぞれ事情が違

うということを、フレームを併用した分析で「生徒 SES」を例に見てみ

たい。 
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表 10 生徒の「読解スコア」と他項目との２項目相関 



 78

 図 38 はこの２項目相関の表のうち「生徒読解スコア」と「SES」の相

関係数を成績フレームに並べたものである。今述べたように 14 カ国すべ

てが 0.1%水準で有意だったが、特に、南アフリカ（.584）ナミビア(.552)

では相関係数が高めであり、反対にレソト（.197）、モザンビーク（.213）、

ザンジバル（.246）、セイシェル（.248）、マラウイ（.276）では相関係

数が低めである。成績フレームのため、左から右に読解スコアの平均点

が高い国から低い国が並んでいるが、「読解スコア」と「生徒 SES」の相

関の高低は、読解スコアの平均点と相関があるとはいえない。しかし図

38 を SES を一人当たり GNI フレームに当てはめた図 39 と比較すると、

南アフリカとナミビアは、一人当たり GNI でみると SACMEQ 参加国中３位

と５位で高い方にもかかわらず、読解スコアでは８位と 12 位に下がって

しまうことがわかる。各国の標準偏差を示した表 11 にも見られるように、

南アフリカとナミビアの SES は分散の大きさがそれぞれ１位と２位を占

めるので、成績の順位が下がることには国内格差が関係しているのでは

ないだろうか。そこで、この 2 カ国の国内の SES と読解スコアの関係を

見てみよう。 
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図 38 各国の「生徒読解スコア」と「生徒 SES」の相関係数（成績順フレーム） 

 

図 39 各国の「生徒 SES」の分布（一人当たり GNI フレーム） 
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表 11 「生徒 SES」の平均値と標準偏差 

 

図 40 は、南アフリカの地方を SES の高低順に並べた「SES フレーム」

に「生徒 SES」と「読解スコア」を配置したものである。このグラフに

みられるように、南アフリカでは「生徒 SES」の分布が地方の読解スコ

アの平均の分布とリンクしている。つまり「生徒 SES」の高低が「読解

スコア」の高低にそのまま影響している。さらに図 41 は、「生徒 SES」

を横軸に、「読解スコア」を５段階に分けた場合の度数を縦軸にとったグ

ラフだが、これを見ると、350-450 点（偏差値 35-45）の下位得点者の度

数は低 SES（左側）の生徒で山ができており、450-550 点（偏差値 45-55）

の中間層は中央に近いところに頂上がある正規分布に近い形であり、

550-650 点（偏差値 55-65）の上位得点者及び 650 点（偏差値 65）以上

の高得点者の度数は高 SES（右側）の生徒で山ができているというよう

に、得点者の分布が完全に分化していることが確認できる。これらの資

料により、南アフリカでは、「生徒 SES」の分散が大きいことに加えて、
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それが成績に反映することにより「読解スコア」の分散の大きさを生み

出しているということができる。 

 

図 40 南アフリカ国内の「生徒 SES」と「読解スコア」 

 

図 41 南アフリカ 「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 
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 次にナミビア国内についても見てみよう。図 42 はナミビアの地方を

SES の高低順に並べた「SES フレーム」に「生徒 SES」と「読解スコア」

を配置したものである。この図にみられるように、ナミビアでも「読解

スコア」の分布は「生徒 SES」の分布に近い。ただし、低 SES の生徒に

関しては、SES が急勾配の右下がりであるのに対して読解スコアは右半

分が横ばいであるため、成績の底上げが行われていることが推測される。

続いて図 43 の５段階レベルの分散を見ても、350-450 点（偏差値 35-45）

の下位得点者は低 SES（左側）側に大きな山ができているが、450-550

点（偏差値 45-55）の中間層は正規分布よりは若干左側に山が寄ってい

るため、低 SES でも中間層に近い生徒がおり、また、高 SES（右側）に

も 550 点以上の上位得点者はあまりいないことがわかる。これらの資料

により、ナミビアでは、南アフリカほど「生徒 SES」と「読解スコア」

は直結していないが、依然として SES を超えるほどの波乱はないという

ことができる。 

 

図 42 ナミビア国内の「生徒 SES」と「読解スコア」 
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図 43 ナミビア「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 

 

 

以上により、南アフリカとナミビアは、国内の SES の格差が成績の差を

生んでいることが確かめられた。 

 では、２項目相関で「生徒 SES」と「読解スコア」の相関が小さかっ

た国ではどうだろうか。セイシェルを見てみよう。セイシェルは先ほど

の図 39 からもわかるように SES の平均は高く分散は小さいが、図 44 を

見ると、成績も 650 点以上の高得点者は少し右の高 SES 者側に山の頂点

ずれているものの、350-450 点の下位層、450-550 点の中間層、550-650

点の上位層、の山が入れ子状態に近く重なっている。これは、SES にか

かわらず各得点層の生徒がいるということである。 
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図 44 セイシェル「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 

 

 

 ついでに「読解スコア」と「生徒 SES」の相関は図 38 から中庸であ

ったが、セイシェルと同様に SES に関しては平均が高く分散が小さいモ

ーリシャスについてみてみると、モーリシャスの成績も低位層から高得

点者まで山の頂点が近い状態になっている。つまり、同じ SES の生徒で

も得点は広いレベルに分布しているということである。 
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図 45 モーリシャス「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 

 

 

このセイシェルとモーリシャスの分析を鑑みると、UNESCO グローバ

ルモニタリングレポートに示された図 46 Ross et al (2005)の社会経

済傾斜度のグラフは誤解を招きやすいことを指摘したい。つまり、図 46

はセイシェルとモーリシャスの国内の SES と成績の差が激しいと受取り

がちであるが、実際には成績は SES の水準にかかわらずに分散している

のである。南アフリカについてであれば、成績が SES とリンクしている

ため、図 46 のグラフで妥当だといってよいだろうが、国際比較の社会系

斜度グラフを見るときには注意が必要である。 
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図 46 Ross et al(2005)の社会経済傾斜度グラフ 

 

 

（２）共分散構造分析 

SES と成績の関連についての研究は前述のように多くあるが、国の社

会経済背景は SES として合成された指標に収まらず多方面から生徒の成

績に影響を与えていることを見るために、「生徒 SES」を「教師の家財」、

「学校の立地」と関連付けて共分散分析を行った。先行研究の Nguyen

他（2005）は、「学校の立地」が「生徒 SES」、「学校資源」と関連してい
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ることを示したが、当論文では「学校資源」は「学校」に統合し、さら

に、「家庭」「教師」の２つの潜在変数を設けた。「家庭」には、２項目相

関から互いに相関の高い「食事回数」「欠席日数」「生徒年齢」「留年経験」

「家庭で英語を話すか」「家庭の関心」を関連づけた。「教師」には「教

職課程の年数」「在職年数」「在職研修」「教師読解スコア」を関連付けた。

「学校」には「教材数」「トイレの数」「PT レート」「補習」を関連づけ

た。 

その結果、図 47 に示すように、14 カ国では、「読解スコア」には「家

庭」が 0.64 で影響しているのに対して、「教師」は 0.17、「学校」は 0.18

しか影響せず、家庭の影響が大きいことが示された。 

しかしながら、さらにこの共分散構造分析を一国ごとに行うと、表

12 に見られるように、それぞれの相関係数は国によって違うことが示さ

れた。例えば、「家庭」が読解スコアに及ぼす影響は、おしなべて高いと

はいっても、モザンビークが 1.62 に対して、マラウイは 0.32 である。

「学校」も読解スコアに及ぼす影響は、マラウイが 0.32 に対して、ケニ

アは-0.41 とマイナスになっている。 
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図 47 14 カ国の共分散構造分析 

 

 

表 12 共分散構造分析の相関係数 
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図 48 のケニアについては、「立地」が「学校」に及ぼす影響はプラス

(.56)にもかかわらず「学校」が「読解スコア」に与える影響はマイナス

（-.41）であり、その原因を見ると「学校」と「補習」が大きな高いマ

イナス（-.71）を示していることがわかる。図 49 からこの「補習」は８

割近くの生徒が受けており、補習への支払いが５割にいる一方で、支払

っていない生徒も３割に上る。また、地方を SES 順に並べた図 50からは、

SES の傾斜よりも読解スコアの傾斜の方が緩やかであることがわかる。

つまり、立地の不利な条件の学校でも補習を行うことによって立地条件

を緩和しているということができるだろう。 

このように、フレーム分析を他の統計手法と組み合わせることによっ

て、相関の有無だけでなく、その内容を詳しくみることができることが

わかった。 
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図 48 ケニアの共分散構造分析 
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図 49 補習（塾）支払い 

 

 

図 50 ケニア国内の SES と読解スコア 
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第３章  フレームを通してみる各国の教育の

特徴 

 

１．質問項目による国際比較 

 それでは、今まで見てきたフレームのうち、主に「一人当たり GNI」

と「成績順」によって、SACMEQ 参加国の教育の特徴を詳しくみてみよう。

以下、図 51 から図 98 でグラフが左右に並んでいるものは、はすべて左

側が「一人当たり GNI」フレーム、右側が「成績順」フレームであり、

SACMEQ のデータから作成した。 

 

（１）成績と生徒の特徴 

まず、図 51 生徒の年齢（正確には月齢）からみてみると、生徒の年

齢は一人当たり GNI とほぼ相関があり、経済水準の低い国ほど生徒の年

齢は高い。ところが、成績順フレームで国際比較をすると、成績の分布

と年齢との相関はなく、バラバラである。生徒の年齢の低い国が成績が

よいわけでは必ずしもないのである。 

一方、それぞれの国についてみると（前出表 10）、セイシェル１カ国

に相関がないだけで、ザンジバル１カ国が１%水準の他は、12 カ国が 0.1%

水準で有意である。唯一相関がないセイシェルは、生徒の９割の年齢が

11 歳のために相関が出ない。１カ国だけ有意水準が１％で 0.1％の他国

より低いザンジバルは、年齢の分散は大きいが、成績との関係は比較的

薄いようである。では、なぜ残りの 12 カ国は国内では年齢が成績と関係

するのに、国際比較では関係ないのだろうか。 

それは、他の要因の方が強く影響しているためではないだろうか。生

徒の年齢が高くても成績のよい国は、ケニア、タンザニア、モザンビー
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ク、ザンジバルである。後述の図 79 で見られるように、ケニアを除くこ

れらの国は、家庭で英語を話す率が特に高いために、年齢が進むほど読

解問題を解きやすくなる可能性はある。 

 

図 51 生徒年齢 

 

 

次に図 52 留年経験を見てみると、一人当たり GNI フレームでは、タ

ンザニアとザンジバルを除くとほぼ右肩下がりの分布となっており、経

済水準が低いほど留年経験のある生徒が多い。また、成績順フレームで

見ても、周囲より留年経験者の多いケニア、スワジランド、モザンビー

クと、周囲より留年経験者の少ないザンジバルを除くと、右肩下がりで、

低成績になるほど留年経験は多いといえる。 

留年については、自動進級制度の導入によって状況が変化するが、ウ

ガンダは 1995 年から留年が制度上無くなっている（澤村 1998）が、2000

年時点で６年生の子どもたちの約５割には留年経験があるのは、移行期

だったからとも考えられる。 
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図 52 留年経験 

 

 

（２）生徒の成績と教師の成績 

 次に教師の成績についてみてみると、図 53 「教師の読解スコア」は、

一人当たり GNI フレームではバラバラだが、成績順フレームでは右肩上

がりになっており、生徒の成績との関連が見られる。つまり、教師の読

解成績がよい国の方が生徒の読解成績がよい。ただし、生徒成績が３位

のタンザニアと 10 位のザンジバルは教師の成績が周囲よりも低いが生

徒の成績は高い。 

 

図 53 教師の読解スコア 
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図 54 教師算数スコア 

 

 次に教師の算数スコアについて見ると、興味深いことがわかる。成績

順フレームで、教師算数スコアのグラフが全体で山形に近くなっている

のだ。特に低成績国ではその傾向が強く見られる。つまり、低成績の国

ほど高得点の教師が多いにもかかわらず、生徒の成績は低いということ

だ。いわば、教師のスコアと生徒のスコアが逆相関になっているのであ

る。あるいは、教師の学力が生徒の学力に効果を及ぼしきれていないと

いうことだ。これはなぜなのだろうか。 

ちなみに、これは生徒の読解スコア順のフレームであって算数スコア

順のフレームではないが、算数スコアは読解スコアと 14 カ国すべてで

0.1％水準の相関があり、読解スコア順フレームでも右肩上がりの形をし

ている。 

                  図 55 生徒算数スコア 
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 教師の属性を見てみると、大卒教師の数は、成績中位以下の国では成

績の低い国ほど少ない（図 56）一方で、中学高校卒業の教師の数は成績

下位の国では成績の低い国ほど多く（図 57）、小学校卒教師は少ない（図

58）。また、年齢層も 20 代前半の若年層が多いわけではなく、25-35 歳

の教師が多い（図 59）。しかし、３年以上経験のある教師は少ない（図

60）。これらから考えると、成績が低位の国では、中学高校卒の若めの教

師で試験の成績はよいが、教えた経験は少なく、教え方に工夫が必要な

のかもしれない。しかし、教師の属性が成績の逆相関をもたらしている

とは限らず、もっと強いマイナス要因が働いている中で、教師の成績が

よいことは、生徒の成績を上げる方向に働いている可能性もある。 

 

図 56  大卒教師 
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図 57 中高卒教師 

 

図 58 小学校卒教師 

 

図 59 算数教師年齢層 
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図 60 ３年以上経験のある教師数 

 

 

では、他に、教師一人当たりの生徒人数を表す PT レートはどうだろう。

一般に、PT レートは低いほどよいとされる。一人当たり GNI フレームで

は、おおむね低所得になるほど PT レートは高くなっている。それが、成

績順フレームでは、一見バラバラである。が、もう少しよく見ると、二

重の右肩下がりグラフになっている。つまり、PT レートは低いに越した

ことはないが、他の要因も働いているということだ。周囲の国よりも PT

レートが高いにもかかわらず成績のよい国は、タンザニア、モザンビー

ク、ウガンダである。一般に教育の質の目安とも考えられる PT レートで

さえ、その影響力は絶対的なものではないということである。 

図 61 PT レート 
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（３）教師教材 

では次に、教師が使用可能な教材についてみてみよう。 

 「教師教材」は、英語と算数の教則本、英語の辞書、地図、GEO INSTR

という素材の合計である。図 62 の一人当たり GNI 順では、周囲より教材

の多いレソトを除くとおよそ右肩上がりになっており、教材の数は低所

得国では少ない。しかし、成績順ではバラバラであり、教師の教材と成

績には相関がない。ところが、図 63 学級図書に関しては、一人当たり

GNI フレームでは、周囲より学級図書の少ないタンザニアを除くと、ほ

ぼ右肩上がりの相関があり、低所得国ほど学級図書の数は少ない。また、

成績順フレームでも、学級図書が少なくても成績がよいケニア、タンザ

ニア、モザンビークを除くと、成績の低い国ほど学級図書の数は少ない。

さらに、図 64「英語の辞書を使用できる」では、日常の英語使用率が高

いザンジバルを除くと、一人当たり GNI とも生徒の成績とも相関がある。 

よって、学級図書と教師用の英語辞書に関しては、限られた予算の中

からも各校に配分するだけの効果があるといえるのではないだろうか。

今例外となったケニア、タンザニア、モザンビーク、ザンジバルに関し

ては詳しく後述する。 

 

図 62 読解教師教材数 
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図 63 学級図書 

 

図 64 英語の辞書を使用できる（上段が読解教師、下段が算数教師） 
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（４）学校資源 

次に学校の資源についてみてみよう。学校の１トイレ当たり生徒数は、

一人当たり GNI 順では高・中・低所得ではっきりと違いがあり、高所得

国は 25 人以下や 50 人以下など少数が多いが、低所得のうちでも下位４

カ国のザンジバル、マラウイ、モザンビーク、ウガンダは 200 人以上と

100 人以上が４～6.5 割を占め多人数である。中所得～低所得上位国のナ

ミビア、スワジランド、レソト、タンザニアは学校間の差が激しいが、

ケニア、ザンビアは少人数である。成績順で見ると、２重の右肩下がり

になっている。つまり、１トイレ当たり生徒数が少ないに越したことは

ないが、１トイレ当たり生徒数が多くても成績の良い国はあるというこ

とである。トイレ当たり生徒数が多い割に成績がよい国は、タンザニア、

スワジランド、モザンビーク、ザンジバルである。逆に１トイレ当たり

生徒数が少ないのに成績はよくない国はザンビアである。 

 

図 65 １トイレ当たり生徒数 

 

また興味深いのは「テープレコーダー」で、一人当たり GNI 順では低

所得国になるほど所有が少ないが、一方成績順では、所有していない国

が散逸して並んだ間に所有している国が右肩上がりで並ぶ。換言すれば、
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所有していない国は成績順との相関はない（成績が高い国も低い国もあ

る）のに対し、所有している国は高成績国ほど所有する学校が多いとい

うことだ。テープレコーダーがなくても成績がよいのはケニア、タンザ

ニア、スワジランド、モザンビークであり、上のトイレ当たり人数は多

い割に成績がよい国とも重なる国もあるため、学校資源によらない他の

要素が強いと思われる。それらはむしろ特殊な例と考えると、一般的に

はやはりテープレコーダーはあった方が効果はある（成績と相関がある）

と考えてよいだろう。 

 このように別の要素があるためにグラフがギザギザになっているよう

な場合は、通常の統計分析では、テープレコーダーと成績の相関は小さ

く出てしまう。このように各回答を細かく見ていくことによって、全体

の傾向を見ることが可能になる。 

 

図 66 学校施設 テープレコーダー 

 

 

（５）文房具・教材 

次に、子どもが持っている文房具と教材についてみてみよう。 

図 67 はノートの所有状況である。左の一人当たり GNI フレームでは、
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中高所得国は所有割合が多く、低所得国は低いことがわかる。ただし、

マラウイは低所得国だが所有率１冊以上所有している子どもの割合は参

加国中で最も高い。しかし、右の成績順フレームでは、成績の良いタン

ザニアはノート所有率が３番目に低く、７位のモザンビークも最も所有

率が最も低いことがわかる。マラウイはノート所有率が高く冊数も多い

が成績順では最下位である。 

 

図 67 ノートの所有 

 

 ところが、図 68 鉛筆で見てみると、一人当たり GNI フレームでは、

鉛筆を持っていない率はおよそ右肩上がりになっているのに加えて、成

績順フレームでもおおむね不所有率が右肩上がりである。つまり、先ほ

どのノートと違って、鉛筆は成績のよい国ほど所有しているということ

ができる。 
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図 68 鉛筆の所有 

 

それでは、読解教科書の所有率ではどうだろうか。図 69 によると、一人

当たり GNI フレームでは、自分の読解教科書を持っていない国はおよそ

右肩上がりの形をしているが、国の政策による違いもあることがわかる。

右の成績順グラフでは、こちらもおよそ右肩上がりであり、成績と教科

書所有率は相関関係にある。しかし、成績上位３国のセイシェル、ケニ

ア、タンザニアに関しては、教科書を持っているということが成績とは

相関していない。また、マラウイは経済水準の割には教科書の所有が多

いが、生徒の成績には繋がっていない。よって、読解教科書もあるに越

したことはないが、別の要因も影響しているということができよう。 

 

図 69 読解教科書の所有 

 



 105

（６）家庭の家財 

では、家庭の持ち物との関連はどうだろうか。 

図 70 家庭の家財数の合計は、一人当たり GNI フレームで右あがりだ

が、若干山形の傾向もある。つまり、貧しさが増すほうが低中位家庭の

割合は多いが、極端に貧しい家庭の割合はむしろ少なめで、格差が小さ

く等しく貧しいともいえる。それを成績順で見ると、グラフはバラバラ

であり、家財数と成績の明白な関係は見られない。なお家財は、第１章

３節で見た SES の所有物のうち冷蔵庫を除いた、新聞、雑誌、ラジオ、

テレビ、ビデオデッキ、カセットテープレコーダー、電話、車、オート

バイ、自転車、水道、電気、テーブルの合計で最大 13 である。 

 

図 70 生徒家財数 

 

新聞（図 71）やテレビ（図 72）の所有率も、一人当たり GNI フレーム

では右肩上がり（低所得国ほど所有率が低い）になっているが、成績が

２位、３位のケニア、タンザニアは所有率が低い。それでも雑誌は成績

順フレームで緩やかに右肩上がりになっているが、テレビに関しては生

徒の７割が所有し所有率３位の南アフリカは成績順では８位であり、家

財の豊富さが必ずしも成績と結びついていない。 
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図 71 生徒家財－雑誌 

 

 

図 72 生徒家財－テレビ 

 

 

家にある本の数（図 73）は一人当たり GNI、成績順のどちらのフレー

ムとも右肩上がりになっている。しかし、成績順では、10 位のザンジバ

ルは順位の割に本が少ない家庭が多い。 
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図 73 家にある本の数 

 

水（図 74）と電気（図 75）に関しては、一人当たり GNI と緩い相関は

あるが、水は高所得国のセイシェルとモーリシャスを除くと、他の国は

その普及率が 2.5～５割、電気も上記 2 カ国とそれに次ぐ所得の南アフ

リカを除くとその他の国は普及率が 1.5～３割で、どの国もさほど変わ

らない。また、成績順フレームで見ると、分布が互い違いになっていた

りランダムなために、成績と明白な関係があるとはいえなそうである。

図 76 電話についても似たことがいえる。つまり、「生活の質」ともいえ

るこれらの家財は、所有率も低いためか、国際比較レベルでは生徒の成

績には直接の影響を及ぼしているわけではなさそうである。別の言い方

をすれば、SACMEQ 参加国の多くの生徒たちは、「生活の質」とは関わり

の薄い環境でしか勉強ができていないということである。 
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図 74 生徒家財－水 

図 75 生徒家財－電気 

 

図 76 生徒家財－電話 

 

光源に関しては、成績２位と３位のケニアとタンザニアは他国よりも
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ろうそくが少なく、パラフィン、オイルランプが多い。ろうそくとオイ

ルランプでは読み書きができるかどうかの明るさの違いがある。成績の

よいケニアとタンザニアは、他の家財と比較して、光源は手厚く確保し

ているようである。 

では、光源を改善すれば成績は上がるといえるのだろうか。スワジラ

ンドは光源の 6.5 割がろうそくなのに、成績が５番目と高い。逆にザン

ジバルは電化率も３割、マラウイも光が微弱なろうそくを光源とする家

庭はほとんどないのに、その割には成績はそれぞれ 10 位と 14 位で振る

わない。 

 

図 77 光源 

 

 

その他の家の素材として、床と壁の素材は成績と関係がないが、天井

（図 78）は、雨漏りがしないようにシールしてあるかどうか（雨を防げ

るかどうか）は成績と相関がみられる。 
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図 78 天井の材質 

 

 

このように見てくると、必ずしも物質と成績は相関していない。普通

に考えれば、教師の成績がよく、学校の資源が豊富で、家庭が豊かなほ

ど、成績はよくなるのではないのか？ なぜ、物質的条件が厳しくても

成績の良い国があるのだろうか。 

それでは次に、家庭のソフト面についてみていこう。 

 

（７）家庭のソフト面 

 図 79「家庭で英語を話す」率は、一人当たり GNI フレームで見ると、

マラウイを除いて、むしろ低所得の国ほど英語を話している率が高いよ

うに見えるが、中でもザンジバル、タンザニア、モザンビークは「しば

しば」使用する率が９割、７割、５割と高い（モザンビークはポルトガ

ル語）。教授言語でありテストでも使用される公用語を家で使用すること

は、極めて有利だと考えられる。しかし、成績順フレームを見ると明確

な傾向は見られない上、タンザニア、モザンビークはそれに見合ったよ

い成績だともいえるが、ザンジバルは成績が後ろから５位でそれほど思

わしくはない。「家庭で英語を話して」いるにもかかわらずザンジバルの
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成績が振るわない理由は、後で詳しく考察する。 

図 79 家庭で英語を話すか 

 

 

では図 80 「家庭の関心」はどうだろうか。 

 一人当たり GNI 順フレームでは緩やかに右肩上がり（貧しいほど関心

が低い傾向）になっており、さらにタンザニアとモザンビークを除くと

その傾向は強まる。それを成績順フレームでみると、こちらもおよそ右

肩上がりの傾向を示す。つまり、「家庭の関心」が高いほど生徒の成績も

高いが、一人当たり GNI の高さにも相関しているといえるのである。 

 

図 80 家庭の関心 
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 補習については、有料・無料を合わせると、一人当たり GNI 順フレー

ムでは補習を受けている率が山形に近く、中所得国が受けている率が高

くなっているのに対し、成績順フレームでは補習を受けていない率が右

肩上がりに近い分布となっており、成績の低い国ほど補習を行っている。

ただし、成績のよい国の方が有料が多いことから、補習の効果も家庭の

意向が反映しているのかもしれない。 

 

図 81 補習（塾）支払い 

 

 

つまり、例外的に成績がよい国と成績が振るわない国には、物質面では

なく、家庭の関心や意欲などのソフト面に特徴があるのではないか。そ

れでは次は、ソフト面を含めて総括的にケニア、タンザニア、モザンビ

ーク、ザンジバル、マラウイについて、国ごとの特徴を見てみよう。 

 

２．国ごとの教育の特徴 

（１）ケニア 

 表 13 より、ケニアの生徒の読解成績は、500 点平均で 450 点（偏差値

45）未満がゼロに近い。550 点（偏差値 55）以上が半分近くを占める、
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成績の高い国である。算数はさらに高く、550 点以上が６割近くに上る。

教師も成績が高く、特に算数は高成績な教師が他国よりもずば抜けて多

い。 

 家屋の質は低いが、親の学歴は高く、家庭の教育に関する関心は全般

的に高い。新聞所有率も高い。宿題、補習、補習への支払いが目立って

多く、教育熱心である。学校の校舎は整っており、中規模校が多い。教

師や生徒間のトラブルは少ない。特によい成績を収めている算数につい

ては、教師は男性のベテランが多い。教師は中高卒が中心で学歴は高く

ないが、経験は豊かである。教室内の教材、家具、本などは少なめであ

り、教師の受け持ち授業数は多いという厳しい状況だが、教師は昇進に

意欲的である。授業は教師の説明とテストが多い。行政の視察官とアド

バイザーはほとんどの学校をカバーしており、役割が明確である。教師

は緊張感を持って対応している。地域社会は、学校のメンテナンス、教

科書購入、テストの支払、事務員や増員した教員の給与までかかわりが

大きい。 

 これらからわかるのは、ケニアの小学校は家庭や地域社会からの期待

度が大きく、緊張感が高い状況にあるということである。行政組織もし

っかりしており、国を挙げて教育をサポートしている様子がうかがえる。 

 

表 13 ケニアの特徴 
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（２）タンザニア 

 表 14 より、タンザニアは、教師の成績は芳しくないが、生徒の成績は

３番目によい。国内の SES との関係は、図 82 に見られるように、SES の

傾斜に比べて成績の傾斜は緩く、平らに近い形となっており、成績の底

上げがされていることが推測できる。さらに、図 83 からは、SES が 15

段階のうち４や５の低い生徒の位置に 650 点以上の高得点者をはじめ、

550-650 点の上位成績者、450-550 点の中位成績者の分散の山の頂点があ

ることは驚くべきことである。 

家財は最も恵まれない国の一つだが、親の学歴は小卒以上が多く、ほ

とんどの家庭で英語を話し、教育への関心が極めて高い。宿題を手伝う、

学校で習ったことを家で使わせる、本を読んでほしいと子どもに頼むな

ど、実質的なサポートを行っている。補習を受けている率、補習に支払

いをしている率も高い。 

学校は、新設校は少なく、生徒数の増加は青空教室とシフト制で対応

しており、職員室は多くの学校に設けられているものの、教材等の資源

は乏しい。教師の学歴は高くなく、親同様小学校卒が多いが、訓練を受

けていない教師は、唯一ゼロの国である。算数は男性教師が多い。学級

図書、教師用の机と椅子は少ないが、地図は多い。教授法は SACMEQ 地域

には珍しく生徒中心の教え方が多いが、生徒を褒めることは少ない。校

長は、生徒の教師いじめ、教師の授業放棄、教師間のセクハラや生徒の

先生へのセクハラなど、教師、生徒のトラブルは多いと認識している。

校長はケニアと同様、地域社会との対話を重視している。行政の学校訪

問は多めで、役割は明確である。教師は緊張感を持って対応している。

地域の学校への貢献は中庸である。 

 タンザニアは、親の教育熱心さが際立っており、学校と行政もそれに
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応えようとしている。資源が少ない中で教師の負担が大きいのが問題だ

が、学校問題の申告数の多さは、回答者である校長の問題意識の高さの

表れともいえるかもしれない。 

 

 図 82 タンザニア国内の「生徒 SES」と「読解スコア」 

 

図 83 タンザニア「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 

 



 119

表 14 タンザニアの特徴 
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（３）モザンビーク 

 モザンビークは、高得点者は少ないが、低得点者も少なく中間層が多

いために、読解の平均点は上から７番目である。図 84 は、地方を生徒の

SES 順に並べた生徒の読解スコアである。下のアルファベット３文字は
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地方名、その下の数字はサンプル数、SES の標準偏差と読解スコアの標

準偏差を表わしている。この図からは、モザンビーク国内の地方間には

SES の格差があるが、学力はその格差に影響されず、均一に近いようだ。

地方の中でも都市にある率が高いからかもしれないが、それでも地方間

に SES 格差が存在する以上、不利な地域の底上げがされていると考えて

よかろう。さらに、図 85 からは、450-550 点の中位成績者の分布の山の

頂点が SES の 15 段階の３という低い位置にあるのは驚きである。また、

550-650 点の上位成績者も、SES の５に頂点がある上に、広い SES の範囲

に分布していることは注目に値する。 

一人当たり GNI は参加国中２番目に低いが、家庭の家財レベルは４番

目に高く、電気普及率も３割強で高い。ただし、家の材質は貧富の差が

激しい。生徒は病気の欠席が多い。ノートは持っている比率が参加国中

最低であり、家では座る場所、書く場所がない子どもが３割に上る。 

親の学歴は小学校中退が半数を占め、小学校卒業以上が最も少ない国の

一つだが、かつては社会主義だったため 1970 年代の就学率は 100%以上

であった（澤村 1998）ことから、現在「小学校中退」の親が多いのは 1980

年代の内戦という特殊な事情によるものと考えられる。 

公用語のポルトガル語はほとんどの家庭でよく話されている。また、

家庭の関心は高く、宿題を確認する率が高い。宿題や補習は読解よりも

算数が多い。その補習は７割近くが受けているが、無料がその半数を超

す。 

 学校は創立からの年数が浅い学校が多いのは、内戦後に建てられたか

らだろう。都市にある学校が多いのは、都市化が進んでいるからか、地

方にまではまだ学校が建てられていないのかは詳しく見る必要がある。
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図 84 モザンビーク国内の「生徒 SES」と「読解スコア」 

 

 

図 85 モザンビーク「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 
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教師は訓練を受けていない教師は多いが、半数以上の学校に大卒教師

が 10 名以上おり、高卒、小卒教師と混在している。教師はいま（2000

年）も不足しており、１年目の教師、学生教師も多いが、常勤男性教師

も多い。モザンビークは大規模校の中で、様々なクラスターの教師がい

るのが特徴的である。６年生の数も男女合わせると 400 人以上の学校が

他国よりも飛びぬけて多い。人数の多さは、３，４シフトまで作ること

で対応している。教師は生徒をいじめることは少ないが、アルコール中

毒が６割の学校で見られるのは目立ち、生徒へのセクハラなど、不適格

な教師もいる。生徒は暴力、盗み、授業妨害などが少なく、概して規律

がよい。 

 教室内では、壁に貼る地図が目立って少なかったり、教師が指導書を

見ることができる割合が低いなど、教材は不足しているが、教師の担当

授業数は参加国中で３番目に少ない。教師は校舎、住宅の質、学級家具

の質などには不満は少ない反面、学校のマネージメントについて改善が

重要だと考える割合が高い。教え方は、教師の説明は少なめで、基礎基

本のトレーニングが多い。日常の素材に関連付けたり地域の素材を使う

などの工夫は少ない。子どもを褒めることは多く、テストの頻度は参加

国の中で目だって少ない。成績を家庭に知らせる率は低いが、親に宿題

にサインをしてもらう率は高い。 

 校長は、生徒の成績はさほど意識せず、地域との関係を最も重要と考

える率が高い。行政は訪問が少なめだったが、1998 年から 2000 年にか

けて３割から７割に増えた。行政官の役割がまだ明確でないのか、アド

バイスなどは少なく、批判をしたり欠点を上司に告げると考える教師が

多い。校舎、学校施設、家具・設備のメンテナンスへの地域の負担は、

低所得国では目だって少ない。 
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表 15 モザンビークの特徴 
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（４）ザンジバル 

 平均を 500 点とし標準化した点数で 550 点以下が８割を占め、低成績

者が多く、教師の成績も低い。図 86 から、国内の SES と読解スコアはリ

ンクしていない。図 87 からは、450-550 点の中位成績者の分散の山の頂

点は SES の 15 段階の３という低い生徒の位置にあるものの、550 点以上

の上位成績者は SES の違いによる盛り上がりは無く、度数も少なく平た

い分布をしている。650 点以上の高得点者は、ほとんどいないといって

よい。生徒の年齢は 13 歳以上が９割で高い一方留年率が低いのはタンザ

ニア本土に似ているが、タンザニア本土とは成績が全く違う。この違い

をもたらしている原因はなんだろうか。 

まず、ザンジバルは地域が狭いため、学校は町にある率が高く学校か

ら病院、道路、市場までの距離も近い。学校の通電率も高めである。家

庭の家財数は多く、カセットテープレコーダーの所有率などが参加国中

では高い方であり、水の所有や食事回数も多い。しかも、ほとんどの家

庭で英語が話されているという好条件にある。 

ところが、親の学歴を見ると No school 及び小学校中退以下が５割を

占めるなどマラウイ、モザンビークに次いで低学歴層が多く、本、新聞

の所有は目だって少ない。ただ、先ほど見たように、モザンビークは親

が低学歴でも成績がよいので、親の学歴が必ずしも子どもの成績につな

がるとはいえない。ではモザンビークとの違いはというと、何よりも家

庭の関心が低い。 

ザンジバルでは、子どもに算数や本について質問したり、学校での勉

強について尋ねる頻度が参加国中最も少ない。教科についての質問もマ

ラウイに次いで２番目に少ない。そして子どもに出される宿題も少ない

上、宿題を直す、見直す率も最も低い。 
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学校について見てみると、立地条件はよいものの、生徒数に比べて学

校数も教師数も足りず、トイレの設置も追いついていない。学校の資源

である学級図書や壁に張る地図、教師の椅子も少ない。経験の浅い教師

や訓練を受けていない教師が多いことと並んで、教え方も、教師の説明

が多い一方、理解を深める質問、自作の教材、適切なフィードバック、

テスト頻度、身近な問題を使用する、日常生活に関連付けるなどが三か

国中最も少ない。親に成績を知らせたり宿題にサインをさせる教師も少

ない。 

生徒も、暴力や教師いじめ、教師への暴行、生徒間のセクハラなどの

問題も多く抱えている。 

行政のサポートは、視察官とアドバイザーの訪問は 1998 年の５割から

増えて 2000 年には 6.5 割の学校を訪ねている。アドバイス、新しいアイ

ディア、教育目標の明示、カリキュラムの説明、新しい教材の進め、自

己啓発の情報、他校教師との交流の勧めなどを熱心に行っているように

思われるが、教師からは「批判された」「役立つことは無かった」と否定

的な見方をされている率が高い。 

ザンジバルは SACMEQ に第１回から参加するなど、教育改革に取り組ん

でいる姿勢が見られるが、地域の意識向上が付随していないようである。

生徒の成績を上げることを目的とするならば、学校を安全で有益な場所

にしていくとともに、親を巻き込んだ意識改革が必要なのではないだろ

うか。 



 130

図 86 ザンジバル国内の「生徒 SES」と「読解スコア」 

 

 

図 87 ザンジバル「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 
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表 16 ザンジバルの特徴 
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（５）マラウイ 

 では、最後にマラウイについて見てみよう。 

 マラウイは、500 点平均で 450 点（偏差値 45）以下が読解で７割、算

数で６割を占め、生徒の実に 9.5 割が 550 点（偏差値 55）以下という、

参加国の中で最も低い成績となっている。図 88 から SES のカーブを下回

る地域がある。成績は圧倒的に 350-450 点（偏差値 35-45）の生徒が多

く、高 SES の生徒にも 550 点以上はほとんどいない。 
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 マラウイは親の学歴が低く、小卒以上は半数に満たない。食糧事情は

悪くないが、家財は乏しく、英語を話す家庭も少ない。ノートや練習帳

は他国よりもむしろ多く持っているが、家庭での学習は少なく、活用さ

れていないようだ。座る場所や書く場所が無い子どもが多いというのも

一つの理由かもしれないが、そういった国は他にもある。マラウイで特

に気になるのは、家庭の関心が低いということだ。ザンジバルのように

条件がよくても家庭の関心が低いと子どもの成績は伸びにくい。マラウ

イの場合は、物質的条件が厳しい上に関心も低いという、教育にとって

は最も困難な状況に見える。 

学校としては、6.5 割の生徒に英語の補習を行ったり、家庭と面談を

行うなどの努力はしている。しかし、教師の生徒へのセクハラや悪口、

アルコール中毒が多く、生徒も先生いじめ、生徒間のセクハラ、アルコ

ール中毒などが多い。そのような学校に子どもを安心して預けられるか

という問題もある。ここに、正規の学齢を超過した子どもが正規の学齢

の子どもと同じ学級に混在することのデメリットも感じられる。セクハ

ラ、アルコール中毒は、中学・高校で起こるなら少しは理解できる。勉

強面から留年率を下げるようにという議論はあるが、思春期の難しい時

期は生活面の指導もより必要となることから、現状においても年齢の違

う生徒はクラスやシフトを変えるなどの配慮が必要だと思われる。 

 行政官の視察は年によって回数が増減するので、組織化、体系化した

方がよいのではないか。 

 学校への信頼と期待を育てていくことが、学力の増進にもつながるだ

ろう。 
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図 88 マラウイ国内の「生徒 SES」と「読解スコア」 

 

 

図 89 マラウイ「生徒 SES」と「読解スコア」５段階レベル 
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表 17 マラウイの特徴 
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３．成績が伸びる国とは 

以上で見てきた５カ国の比較をまとめると表 18 のようになる。 
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表 18 ５カ国の特徴 
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今みた５カ国の総括としては、ケニア、タンザニア、モザンビークが

物質の乏しさの限界を超えているのは家庭の熱意であり、ザンジバルの

ように物質と英語に恵まれていても家庭の関心が低い場合には生徒の成

績は伸びないということができそうである。 

では、家庭の関心はどのような場合に高くなるのか。これは、親の学

歴と関係があるのではないか。図 90 は母学歴の分布である。母学歴を取

り上げたのは、父学歴も似た分布をしているために、親学歴と考えられ

るからである。一人当たり GNI フレームでは、緩やかに右肩上がりにな

っている、つまり、低所得国ほど低学歴の親が多いことになっているこ

とがわかる。ただし、タンザニアは小学校卒業の親が多いことが目につ

く。これを成績順フレームで見ると、下から２段階目と３段階目の境界

線が成績と相関している様子がわかる。２段目と３段目の違いは、小学

校中退と小学校卒業の違いである。そこで、母学歴を「小学校中退以上」

ダミー、「小学校卒業以上」ダミー、「中学校中退以上」ダミー、「中学校

卒業以上」ダミー、「高校以上」ダミーで「家庭の関心」との相関を見た

のが表 19 である。 

 

図 90 母学歴 
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 これから、「小学校卒業以上」の親が５％水準で有意となった国が 11

カ国であり、それより学歴の低い「小学校中退」の６カ国を上回ってい

たのみならず、それより学歴の高い「中学校中退」の８カ国、「中学校卒

業」の５カ国、「高校以上」の１カ国さえも上回り、最も関心が高いこと

が示された。つまり、学歴といっても、高学歴が必要なわけではない。

親が「小学校を卒業」していることが子どもを小学校の勉強に対する関

心の鍵となっているようだ。 

 

表 19 「家庭の関心」と学歴ダミーの相関 

 

 

ただし、先ほど図 80 で見たように、家庭の関心は国の経済力とも相関

している。タンザニアとモザンビークは例外だが、一般には一人当たり

GNI が高い国ほど子どもの教育に関心を向ける余裕があり、勉強と経済

力を関連付ける動機付けも高いともいうことができるだろう。従って、

マラウイなど経済水準が低く親の学歴が低い国の家庭の関心を上げるた

めには、教育に限らず経済分野を含めた構造的、総合的な施策が必要と

なる。 

ここでは教育に限っていえば、今小学校に通っている子どもを中退さ

せることなく卒業まで導けば、彼らが将来親となったときには確実に現

在よりも関心・関与・サポートが多くなることが期待できるだろう。し

かしその効果が出るにも世代にわたる長いスパンが必要であるし、この
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ように、教育資源のインプットに比べて成績のアウトプットは他の様々

な要因が絡み合っているために、本当の意味での成績を上げることは困

難である。それでも成績を援助効果の指標として使用するのであれば、

試験対策用の無理な訓練をしていないかを確認することが不可欠である。 

 

４．成績と併用できる指標の検討 

教育の質の向上に関するアウトプットを測る代表的な指標としては、

児童や生徒の学習の達成度が挙げられるが、これらは一般的に教育の社

会的・経済的効果を見ているものであり、子どもの認知面、情緒面、精

神面のニーズがどれだけ満たされているかを見るものではない。このよ

うな子どもの全人格的な成長を目指す教育の質を測ることは極めて難し

いが、伝統的な択一式の統一テストへの依存に対する批判から、コミュ

ニケーション能力や問題解決活動等、現実の学習活動をモデルにして評

価しようとするパフォーマンス評価や、民俗史的な観点から現地や現場

の様子を把握するようなエスノグラフィカルな観察に基づく評価が、先

進国では行われるようになっている。途上国においてこのような評価は

まだほとんど実施されていないが、定量的な評価を補足する評価手法と

して有効ではないかとされている（JICA 2004）。 

SACMEQ からは個人の現実の学習活動をモデルにできるほどの情報は

得られないが、情緒面、精神面の目安として、「学校の問題」を使用する

のはどうだろうか。現在入手できるデータは、教師の問題として、遅刻

が 80～95％、欠席が 40～80%、授業放棄が 10～75％、生徒いじめが 10

～60%、教師間と生徒へのセクハラが 0～20%、悪口が 20～45％、薬物中

毒が 0～25％、アルコール中毒が５～75％、健康問題が 75～100％に上る

学校で見られる。生徒の問題としても、遅刻が 95～100％、欠席が 90～
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100％、授業放棄が 20～85％、退学が 15～95％、授業妨害が 55～95％、

カンニングが 70～90％、悪口が 60～95％、暴力が 30～80％、盗みが 15

～50％、生徒間のいじめが 55～95％、教師いじめが 20～60％、教師への

暴行が５～30％、生徒間のセクハラが 10～50％、教師に対するセクハラ

が 10～20％、薬物中毒が 0-45％、アルコール中毒が 5～50％、喧嘩が 75

～95％、健康問題が 95～100％の学校で見られる。これらは生徒が社会

に出てからも必要となる規範であり、互いの信頼感の元になるものでも

ある。「教育の質」の指標としては、成績と共に注目していくべきだと考

える。 

ただし、SACMEQ の「学校の問題」は校長が答えているため、見過ごし

や、マネージメント力不足を指摘されるのを恐れて過少に報告する懸念

があるかもしれない。ならば生徒の質問用紙に、学校が楽しいか、いじ

める生徒はいないか、不安はないか、などを入れることも一つの考えで

ある。 

 

図 91 生徒の遅刻 
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図 92 生徒のカンニング 

 

図 93 生徒同士のいじめ 

 

図 94 生徒の教師いじめ 
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図 95 生徒の薬物中毒 

 

図 96 生徒のアルコール中毒 

 

図 97 教師の遅刻 
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図 98 教師が言う悪口 
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終章 まとめと今後の課題 

 

１.本論文における主要な知見 

本論文では、SACMEQ データを詳細に分析するために、一般的な統計

手法である２項目相関、共分散構造分析に加えて、新たに参加 14 カ国

やそれぞれの国内の地域を「一人当たり GNP(GNI)」「生徒の成績」「生

徒の SES」の高低順に並べた枠組みの中にデータを並べる分析手法を導

入し、「フレーム分析」と呼ぶことにした。 

その前提として、「一人当たり GNP(GNI)」を基にしたフレームでは、

まず複数の国（世界 150 カ国、PISA 参加の 60 カ国、SACMEQ 参加の 15

カ国）を一人当たり GNP（GNI)を高低順に並べるといずれも対数グラフ

の形状になっていることを示した上で、それは「一人当たり GNP(GNI)」

の成長率を年数分乗じた形態であるために、その様々な段階にある国の

集合は対数グラフとなることを証明した。そのため、データと一人当た

り GNP(GNI)に相関がある場合には、一人当たり GNP(GNI)順に国を並べ

たフレームの中でデータが対数グラフに近似することを示し、実際のデ

ータが理論に沿っていることを確認した。 

「生徒の成績」と「生徒の SES」については、学力調査では両者とも

正規分布になるようにデザインされているために、参加者（国・地域）

を高低順に並べると、その点数の分布は、正規分布のｙ軸の数値がｘ軸

上に横に並ぶために中央が長い直線で両端がカーブする三次式に近似

することを示し、実際のデータが理論に沿っていることを確認した。よ

って、データと「生徒の成績」または「生徒の SES」に相関がある場合

には、それぞれのフレームの中でデータが同様の形を示すことを論理的

に裏付けた。 
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次にこれらのフレームに SACMEQ のデータに当てはめることによって、

実際の分析に適用可能であることを示した。まず、一人当たり GNP(GNI)

順のフレームからは、対数グラフの形状ばかりではなく、「おわん形」

や「山形」、「二重相関形」があることが明らかとなり、「はずれ値」の

発見にも有効であることがわかった。「山形」は、高所得国と低所得国

で低く中所得国で高い形であり、例えば、「学校から主要施設までの距

離」がそれにあたる。「学校から主要施設までの距離」が山形になる理

由は高所得国と低所得国で異なり、高所得国は施設の充実と都市化によ

って距離は短いが、低所得国は、僻地まで学校が行き届いていないため

に長い距離の学校が少ないことが推測された。一方「おわん形」は、「山

形」と反対に、中所得国は低く高所得国と低所得国が高い形であり、例

えば「一シフトあたりの生徒数」がこれに当たる。この理由も高所得国

と低所得国では異なり、低所得国が一シフトあたりの人数が多いのは学

校施設の増設が就学人数の増加に追いついていないからであり、高所得

国は学校施設のキャパシティがあることと人口の集積によって大人数

を受け入れていると推測された。「山形」と「おわん形」はグラフの積

み上げ順序を上下逆にすると互換性のある形であった。これらのフレー

ム分析は、データの正規分布が前提となる通常の相関分析では見ること

のできない事象を浮き彫りにし、SACMEQ 地域の教育分析として有効で

あった。  

次に成績順のフレームを一人当たり GNP(GNI)のフレームと併用する

と、分析に「成績向上を目指す」という戦略的要素が加わると共に、両

者の形状の違いから、他の項目との関連について調べる契機となった。

「読解スコア」は、成績順フレームでは右肩上がりに並ぶが、GNI フレ

ームでは乱雑だった。他方、「生徒 SES」は GNI フレームではおおむね右
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肩上がりだが、成績順フレームでは乱雑になった。これは、国際比較で

は成績と SES は一律に相関していないことを示す。一人当たり GNI 順で

は７位だったケニアが成績では２位に、10 位だったタンザニアが成績で

は３位に、13 位だったモザンビークが成績では７位に浮上する一方で、

一人当たり GNI 順では３位だった南アフリカは成績順では７位に、５位

だったナミビアは 12 位に、10 位だったザンビアは 13 位に沈下している。

この成績順フレームで生徒 SES を見ると、成績が２位と３位のケニアと

タンザニアは、SES が低いにもかかわらず、成績が抜群にいいというこ

とがわかった。 

一人当たり GNI に比して成績が振るわない南アフリカとナミビアにつ

いては、他の統計の分析手法とフレーム分析の併用を試みた。２項目相

関で読解成績と SES は 14 カ国すべての国で 0.1%水準で有意の相関を示

したが、南アフリカとナミビアについては特に相関が高く、SES の分散

が国際比較で１位と２位であった。そこでさらに国内の分析を行い、地

方についてを SES 順に並べたフレームに各地方の平均点を並べたところ、

地方の SES 水準と成績がリンクしていることがわかった。また、成績を

５段階に分けた得点者の分布のグラフからは、下位成績者の分布の山の

頂上は低 SES 側に、中位成績者は SES の中央付近に、上位成績者は高 SES

側にあることを確認し、SES が成績にそのまま反映されていることを示

した。以上により、この両国については、SES と読解成績の相関の大き

さは、国内の SES の分布が大きいことに加えて、SES と読解成績がリン

クしていることが要因であることがわかった。 

同じように、２項目相関の読解成績と SES の有意水準が低めだったセ

イシェルと、有意水準は中庸だが分散の小ささがセイシェルと似ている

モーリシャスについて分析を試みた。成績を５段階に分けた得点者の分
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布グラフからは、前述の２カ国と違って、成績の下位層、中間層、上位

層の分布の山の頂上がいずれも極めて近い SES にまとまっており、いわ

ばそれぞれの山が入れ子状態になっていることが確認された。これは、

同じ SES でも色々な成績レベルの生徒がいるということを意味する。つ

まり、セイシェルとモーリシャスは SES の分散が小さいだけでなく、SES

と成績の関連も小さいことが確認された。 

以上の分析により、UNESCO グローバルモニタリングレポートに示され

た SACMEQ のマルチレベル分析による社会経済傾斜度グラフは誤解を招

きやすいことを指摘した。すなわち、南アフリカの傾斜ラインが長く急

なのは SES と成績のリンクの訴求に適しているが、セイシェルとモーリ

シャスは、SES と成績のそれぞれのラインが長いことはいえても、SES

間の成績格差は該当しないということである。 

 次に、共分散分析とフレーム分析の併用を試みた。成績に関連のある

要素を「家庭」「学校」「教師」の要素に大別し、「生徒 SES」と関連のあ

る「教師家財」と「学校立地」を加えてモデルを作った。14 カ国で分析

したところ、成績に及ぼす影響は「家庭」が最も大きいという結果にな

った。しかしながら、各国ごとに分析を行うと、それぞれの項目の相関

係数は国によって異なった。ケニアでは「学校」がマイナスの効果と出

たため、「学校」に関連させてマイナスの相関となっている「補習」につ

いて詳しくみた。14 カ国のフレーム分析を見たところ、ケニアでは「補

習」を受けている割合が８割で参加国中最も高く、そのうち無料の補習

も４割近いことがわかった。また、ケニア国内の地方を SES 順に並べた

フレーム分析では、SES の高低の勾配に反して成績の勾配は緩やかで平

らに近いことがわかった。すなわち、ケニアでは「学校の立地」にかか

わらず「補習」を行っているために、不利な学校の生徒の成績が底上げ
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されていると推測され、それが「学校」と「成績」の相関にマイナスに

なって現れたと考えられた。 

 以上の検証を経て、第３章では主に「一人当たり GNP(GNI)」フレーム

と「成績順」フレームを用いて、SACMEQ 参加国の特徴をとらえる試みを

行った。 

それで気づいたことの一つが、低成績の国では「教師の算数のスコア」

と「生徒のスコア」が逆相関となっていることであった。つまり、低成

績国ほど予想に反して教師のスコアは高いが、それが子どもの成績に反

映していないということである。その背景を探るため、教師の属性を見

ることにした。すると、成績が中位以下の国では大卒教師は少なく、大

卒教師が一人以上いる学校が多い国は子どもの成績がよいとともに、年

齢層では、35 歳以上の教師が教えている子どもが多い国のほうが成績が

よいことが示された。ということは、低成績国は点数の高い教師を採用

しているが、教え方に関する知識と経験が不足しているということかも

しれない。しかし、これだけでは、生徒の成績が上がらない原因は教師

のせいだけということはできない。 

そこで、教師一人当たりの生徒人数を表す PT レート、教師の教材数に

ついてみたところ、一般に教育の質の目安とされる PT レートでさえ、一

律に成績と関係があるとはいえなく、他の要因の方が強いことが推測さ

れた。ただ、教師の教材のうち学級図書と英語の辞書に関しては、経済

水準ばかりではなく成績順とも相関があるため、限られた予算の中でも

各校に配分する効果はあると思われた。学校施設に関しても、トイレあ

たり生徒数は少ないに越したことはないし、テープレコーダーの所有も

あるに越したことはなく、両者とも一人当たり GNI とも成績順とも相関

はあるが、ケニア、タンザニア、モザンビークは資源が少なくても成績
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が良いという例外であった。 

そこで、社会経済背景が低くても成績が抜きん出ている、ケニア、タ

ンザニア、モザンビークに注目し、国ごとに特徴をまとめた。２つのフ

レームで各項目ごとに特徴のある国を抽出して叙述し、それを国ごとに

まとめた結果、３国とも押しなべて「家庭の関心」が高く「家庭で英語

を話す」率が高いことが判明した。試験言語の英語を話さない家庭が多

い SACMEQ 地域では、｢家庭で英語を話す｣ことは極めて有利で「家庭で英

語を話す」国はみな成績はよいのだろうか。そこで次は、「家庭で英語を

話す」率が高くても成績は低いザンジバルに注目した。ザンジバルは参

加国中で最も「家庭で英語を話す」率が高い上ににもかかわらず、成績

は 10 位で、11位である一人当たり GNP(GNI)と同程度の順位でしかなく、

特に、同じ共和国でありながら成績は３位のタンザニア本土との成績の

違いは明白であった。２つのフレームによる各項目の精査の結果、ザン

ジバルでは家庭の関心が参加国の中で目立って低いことが示された。こ

れら一連の分析により、家財が多く、家庭で英語を話すという好条件に

あってさえ、家庭の教育への関心が低ければ、子どもの成績は上がらな

いことが明らかとなった。 

では、この「家庭の関心」は何に起因するのだろうかということが焦

点となる。さらに分析を進めると、親の学歴が関係しているようであっ

た。ただし、学歴が高ければよいというわけではなく、「小学校を卒業」

していることが重要だとわかった。それは、「小学校卒業」をダミーで

SES に反映させた方が「学歴」と「家庭の関心」との相関が高くなるこ

とからも明らかになった。SES の構成要因の一つである学歴が家庭の関

心に結びついているのは確かだが、学歴のポイントとしては低いほうに

カウントされてしまう「小学校卒業」が家庭の関心を左右する鍵となっ
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ていることは、SES と成績の相関を不正確なものにするので、通常の SES

を用いた分析の際には注意が必要である。 

これらの５カ国の事実により、一人当たり GNP(GNI)でも SES の家財、

親学歴でも歴史的に厳しい状況にあるマラウイについては、文具の支給

や教師のスコアの向上には他国を凌ぐ努力がされても、生徒の成績が上

がらないことには構造的要因があることを述べ、長いスパンでの援助が

不可欠であることを論じた。 

さらに、援助効果の指標としては、社会の信頼の基礎となる人間関係

や規範に関する項目に極めて問題が多いことを示した。SACMEQ の国では

校長へのアンケートから、「しばしば」と「ときどき」を合わせると、教

師の問題として、遅刻（80～95％の学校で上がっている。以下同じ）、欠

席（40～80%）、授業放棄（10～75％）、生徒いじめ（10～60%）、教師間と

生徒へのセクハラ（0～20%）、悪口（20～45％）、薬物中毒（0～25％）、

アルコール中毒（５～75％）、健康問題（75～100％）がある。生徒の問

題としても、遅刻（95～100％）、欠席（90～100％）、授業放棄（20～85％）、

退学（15～95％）、授業妨害（55～95％）、カンニング（70～90％）、悪口

（60～95％）、暴力（30～80％）、盗み（15～50％）、生徒間のいじめ（55

～95％）、教師いじめ（20～60％）、教師への暴行（５～30％）、生徒間の

セクハラ（10～50％）、教師に対するセクハラが（10～20％）、薬物中毒

が（0-45％）、アルコール中毒（5～50％）、喧嘩（75～95％）、健康問題

（95～100％）が上げられている。これらの指標がよくならなければ成績

の伸びも期待できないと考えられるが、それでは成績のスコアでこれら

の指標を代替できるかという点については、成績がよいからといってこ

れらの指標がよいとは限らないことを示し、その改善を「成績」と共に

教育の質の「アウトプット」指標にすることを提案した。 
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２．今後の課題 

 最後に、今後の研究課題を示しておきたい。本論文では 14 カ国間の比

較に留まるため、それ以外の国との比較検討はできない。しかし、もし

他地域の学力調査にも同じ質問項目を加えれば、大きな学力調査として

集計を行うことが可能になる。SACMEQ では、科目の問題は TIMSS と共通

の問題を数問を設けているが、質問項目については特に言及はない。今

後は様々な学力調査において、地域性を生かしながらも、他の学力調査

同士を貼り合わせる共通項目を作ることも検討されるべきであろう。 

 また、学力調査のデータの背景を理解するには、各国の教育事情のさ

らなる研究が必要である。本研究はユネスコから提供を受けた調査デー

タから分析をおこなったが、今後は各国の事例をさらに検討するため、

国を限定した事例調査（現地調査）を行い、インタビューデータを取る

など、質的な分析も視野に入れていきたい。 
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