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要約 

本稿は、ブラジル経済停滞打破、経済格差是正の糸口を教育に見出し、日本式の学習指

導要領制度、国定教科書の導入を提言するものである。限られた予算を教育制度拡充に充

てる意義、その際に日本式教育制度を取り入れる必要性について、各種分析や先行研究を

用いて論じていく。 

ブラジルは発展目覚ましい新興国であり、名目 GD では世界 7 位である。しかし、近年

の経済停滞、新興国最大の経済格差等抱える問題は多い。ブラジル・コストと呼ばれるイ

ンフラ水準の低さ、治安の悪さからくるセキュリティ・コストの高さも新興国の中で随一

であり、外資企業の進出を躊躇わせる要因となっている。 

 ブラジル経済停滞、経済格差の原因を「中所得国の罠」に求める向きもある。これまで

ブラジルが経済停滞打破、貧困層救済のために行った種々の政策はいずれもインフラ投資

や資金のばら撒きなどハードウェアへの投資であった。そして、そのために問題の根本的

な解決には至っていない。ブラジルが高所得国となり、これらの問題を打破するためには、

労働集約、資本集約産業だけでなく、技術集約産業に注力することが求められる。それが

ブラジル経済を他新興国と差別化し、高所得国への道を切り開くカギとなる。 

 ブラジルが抱える経済停滞、経済格差、各種コストを克服し、高所得国へ向かうために

は、ソフトウェアへ、つまりは教育へ投資せねばならない。教育への投資が、ひいては技

術の発展、治安の改善にも繋がり、ブラジル経済の好循環を作りだす。また、教育の充実

は所得格差への是正にも明確に繋がるものと考える。裕福な家庭の子どもがより良い教育

を受け、高い所得を得る。逆もまた然りであり、教育の充実はこの循環を断ち切り、貧困

層の子どもにも高所得へのチャンスを与えることを意味している。 

 本稿では、ブラジルの教育制度拡充にあたり、学歴が賃金に与えるインパクトを試算し

た。その際、賃金と学歴の関係をミンサー型賃金関数などを用いた先行研究を用いて検討

した。また、教育投資に対する経済発展効果についてもラテンアメリカと東アジアのデー

タを用いたミスマッチ理論で比較検討した。 

 ブラジル固有の教育制度については、教育投資の経済発展、経済格差是正に対する有効

性を十分に示した上で論じなければならない。特に、初等教育、中等教育における公立学

校と私立学校の教育水準の大きな差異、全国的な教育の達成度の低さの 2 点はブラジル教

育の根本的な問題として、また所得格差の問題としても検討する必要がある。 

 本研究では、日本の初等・中等教育の学習指導要領制度、国定教科書の導入について、

それぞれブラジル教育の弱点を補完するものとして提案したい。初等、中等教育の基礎科

目における達成度の低さは統一された指導要領に解決を求める。その他、係・当番制の導



入が幼少期から責任感、チームワークを育むとも考える。統一された指導要領に基づいた

国定教科書の導入では、先に述べた学校間の教育水準の差異克服を目指す。統一された高

水準の教科書の存在は、学校間の教育水準格差を是正するだけでなく、貧困層の学生にと

ってこの上ない頼りとなる。また、国定教科書の導入については実際にグアテマラが日本

から導入した前例について言及した。 

 日本には優秀な教育インフラが整っており、それを輸出した前例もある。また、ブラジ

ルは日系人も多く、日本型教育を受入れる土壌もある。ブラジルの教育を支援できる国と

して適格なのは、日本であると言えるだろう。 
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はじめに 
2000 年以降、ブラジルの経済発展は目覚ましい。豊富な天然資源を武器に、2015 年現在

の名目 GDP で世界 7 位となるまでに成長を遂げた。しかし一方で特に 2008 年の世界金融

危機以降、ブラジルの経済成長率は以前と比べ、また他の新興国と比べても芳しくない。  

こうしたマクロ経済の停滞と共に、世界的にも非常に大きいとされる所得格差、ブラジ

ル・コストと呼ばれるインフラの未整備、治安の悪化からくる新興国のなかでも大きいセ

キュリティコストなど、外資企業の進出を躊躇させる要因も多くある。 

本稿では、現在ブラジルが直面しているこれらの問題について、教育的な側面から改善

策を提言する。経済停滞、経済格差の原因を潜在成長力の低下、なかでもその要因として

ブラジルの初等教育に求め、日本式の教育インフラをブラジルに輸出することを提案、そ

のインパクトを試算する。 

中所得国の経済停滞、所得格差を検討する際に「中所得国の罠」に注目し、アイケング

リーンの最近の先行研究を取り上げることで経済と教育の関係を示す。また、具体的な政

策提言にあたってはブラジルが抱える教育上の問題点を検討し、さらにブラジルの教育制

度にも言及し、教育改革のために日本の初等・中等教育の学習指導要領、国定教科書の導

入を提案する。その際、先だって日本の教育システムを導入したグアテマラの例を取り上

げ、比較検討と共に実際に本政策が実行された際の効力についても触れる。 

最後に、本政策が実行された後の日本ブラジル間パートナーシップについての展望を経

済、政治両面から考察する。地理的に大きく離れたブラジルという国が今まさに日本の支

援を必要としているということ、日本がどの分野での支援をすれば最も効力を発揮するか、

などについても、本稿で示していきたい。 

 

第１章ブラジル経済の現状と課題 

第1節 世界経済におけるブラジル経済の立ち位置 

 ブラジル経済は世界経済においてかなり重要な立ち位置を占めている。ブラジルは BRIC

ｓ1の一員であり、ＧＤＰ名目額でみるとフランスに次ぐ世界７位となっており(2014 年現

在)、新興国では中国に次ぎ２番目の大きさを誇る（図表１）。また、北米にも地理的に近く、

                                                   
1 BRICS とは、ゴールドマンサックス証券会社が作成した投資家向けレポートで 2001 年に初めて用いた

造語であり、一般に、潜在成長力が高く、人口の多い、新興国を指す。全世界の３割の国土面積と人口の

４割を占めていると言われ、世界経済に影響度の高い国の頭文字をとったものである（ブラジル、ロシア、

インド、中国）。最後の s を南アフリカとする見方もある。 



さらに欧州諸国とは旧宗主国として経済関係も強く、注目度の非常に高い経済である。特

に豊富な資源エネルギーなどを生かし、近年の資源価格の高騰を背景に、特に 2000 年以降

は持続的な発展が続いてきた。 

とはいえ実質経済成長率は BRICS４カ国の中で最も低い水準であり（図表２）、新興国の

なかでは中国、インドに次ぐ水準にとどまっている。また、所得格差を示すジニ係数を見

ると、どの国も大きな数値を示しているが、ブラジルだけが 0.5 を超えるなど、BRICｓの

なかでも所得格差が非常に大きい。 

 

図表１ 名目 GDP（ドル建て総額）のランキング（2014 年、兆ドル） 

 

＜資料＞IMF World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 

 

 

図表２主要国の実質 GDP 成長率の推移（％） 
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＜資料＞IMF World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 

図表３ ブラジルの実質 GDP 成長率の推移（％） 

 

＜資料＞IMF-World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 

第２節 ブラジルの国際収支とビジネス環境 

（１）経常収支の推移 
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実質ＧＤＰ成長率の推移（1990年～2015年） 〈％〉 

〈年〉 



 1980 年代後半から 1990 年初頭は物価が極端に上昇するハイパーインフレに悩まされて

いた。そこで 1994 年当時のカルドーゾ財務相が市中の通貨をすべて米ドルにリンクしたレ

アルに切り替え、1 米ドル＝1 レアルでスタートさせるレアルプランを施行した。名目為替

レートを固定したため、インフレ抑制が示現し、物価が安定し経済規模も徐々に拡大し、

個人消費の増大などで経済成長を遂げていった。そして、2000 年以降の世界経済の一段の

拡張、ドル金利の低下、資源価格の上昇のもとで、前述した通り名目 GDP が世界７位の経

済大国に発展した。 

 図表４はブラジルの経常収支を示したものだが、ブラジルの経常収支は 2008 年以降大幅

な赤字が続いている。その要因としてあげられるのが以下である。第一は、ブラジルの特

有のコーヒーやオレンジ、また、鉄鉱石、ボーキサイトのような第一次産品の輸出により

大幅な黒字であったが、ここ数年のインフラ整備の問題などにより内需が拡大しそれによ

り輸入が増大していることである。さらに、近年の国際商品価格の低迷がそれに追い打ち

をかけていることである。第二に、所得収支サービス収支赤字の拡大が要因として挙げら

れる。これは長引く高インフレとレアル高で海外旅行の増加で、海外でのクレジットカー

ド決済に対するＩＯＦ税を 2.38%から 6.38%に引上げたために、更に支出が増加して

所得収支の赤字が拡大し、経常赤字を長期化させつつある。また、外資の現地法人から利

益・配当などの送金が拡大したことも、 所得収支の赤字拡大に繋がった 。 

図表４ ブラジルの経常収支（名目 GDP比、％） 

 

＜資料＞IMF-World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 
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図表５ ブラジルの貿易収支の推移（億ﾄﾞﾙ） 

 

＜資料＞UNCTAD Statistics を基に筆者作成 

 

（２）資本収支の推移 

次に資本収支についてレアルプランによる経済の安定から外国人投資家からの資本の流

入が増大した。このことから資本収支の増加につながった。そして、2007 以降は大幅な黒

字を続けている。これは安定したブラジル経済と内外の金利差から直接投資や証券投資と

も流入超過が続いていることが寄与している。 

 対外債務と外貨準備については、98 年のレアル改革後インフレが抑制され、また 2000

年以降の外資の流入を背景に為替の安定を目的とした通貨当局がドル買いレアル売り介入

を積極的に行ったことから急増した。外貨準備の対短期対外債務比率は 2000 年で１倍であ

ったのが 2013 年には 10.6 倍にまで改善した。 

これは IMF による保有外貨準備の目安が１倍であることから見ても非常に安定している

と言える。これは急激な通貨の変動に対しても外貨準備を介入させることである程度抑え

られると考えられる。特にブラジルにおいては 98年の通貨危機を発端として、ブラジル

中央銀行内部にインフレ抑制派の役員が増え、金融政策においてインフレ抑制を重視す

る傾向が強くなったことも影響した。 

 

図表６ ブラジルの外貨準備 
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＜資料＞IMF-World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 

 

（３）対内直接投資とブラジルのビジネス環境  

 次に、ブラジルのビジネス環境について検討すると以下の通りである。世界銀行グルー

プは毎年各国都市のビジネス環境について『Doing Business ranking』を公表している。

当該ランキングは、創業、建築許可、電力インフラ、税制、信用供与など、様々な各国の

ビジネス環境を定量化してランキング付けするもので、ブラジルはこのビジネスのしやす

さランキングで 2016 年版で 189 カ国中 174 位と前年の 166 位から大きくランクを落とし

ている。他の BRICｓ諸国と比較しても明らかに低い。 

ここで問題になっていることがブラジル・コストと呼ばれる問題である。代表的なもの

として道路、港湾などに代表されるインフラ水準が新興国だけと比べても非常に低いとい

うことが挙げられる。 

また、税制の問題、さらには治安の悪さに対するセキュリティコストもこのブラジル・

コストに含まれる。これらが、外資系企業がブラジル進出を躊躇する要因になっている。

これらを反映してか、近年ネットの直接投資額はマイナスが続いており、新興国といえど

も、対内資金フローが限定的となっている。 

 

第３節 ブラジル経済の停滞  
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（１）中所得国としてのブラジル 

ブラジルにおいては前章で述べた通り経済成長がかなりの速度で減速している。一人当

たり GDP（ドル建て）を見ると、1960 年代から 70 年代に低所得国から中所得国に移行し

たが、80 年代の債務危機をきっかけに長期停滞の局面に入ってしまった。 

しかし前述した 94 年に導入したレアル政策により、安定成長が示現し、さらに 2002 年

以降の世界経済の拡大、ドル金利下落、商品価格高騰による高度成長のもとで順調に伸び

た。しかし、2010 年以降は、レアル為替相場の下落もあり、下落が顕著となっている（図

表 ）。実額でみると、2000 年代初めの 4000 ドルに満たない水準から、12,000 ドルまで

急速に増大したものの、その後は下落に転じ、10,000 ドルを割る水準となっている。 

10,000 ドルは達成したものの、先進国の仲間入りの一つの指標となる一人当たりの GDP

２万ドルにはなかなか到達しないという現状がある。ブラジルは、アルゼンチンなど他の

ラテンアメリカ諸国も含めて、いわゆる「中所得国の罠」に陥った諸国のひとつといわれ

ている。 

 関（2013）によれば、貧富の差が大きく、社会の流動性が低いことが「中所得の罠」に

陥っている国々に共通する現象である。所得格差の拡大よりも深刻なのは社会階層が固定

化することで、各階層間の移動が容易であれば、経済と社会の活力を維持することも可能

であるが、そうでなければ社会が不安定となり、経済発展も停滞、後退する恐れがあると

指摘している。 

図表７ ブラジルの一人当たり GDPの推移（ドル） 

 

 

＜資料＞IMF-World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 
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（２）所得格差とルーラ元大統領の政策 

こうした経済停滞に加え前章や前節でも述べた経済格差が長年ブラジルに暗い影を

落としていた。この経済格差是正のためにブラジル政府が行った政策として挙げられる

のが「ボルサ・ファミリア」と呼ばれるばらまき政策である。 

ブラジル政府は、2003 年 1 月に貧困層出身で労働運動の指導者であったルーラ大統

領が就任した後から、経済格差是正、貧困層の救済に改めて焦点を当て、改善へ向けて

大きな一歩を踏み出した。ルーラ大統領は就任式で「勇気を持って混乱と軽率を避けて

変革を進めよう。全ての国民が三度の食事がとれるようにすることが私の使命である」

と述べ、就任直後に貧困層への支援を行う「飢え追放」プロジェクトを発表、2003 年

11 月には 40 万の貧困農家に財政支援をするプログラムとして「ボルサ・ファミリア」

を発表した。 

「ボルサ・ファミリア」では子供を持つ貧困家庭に平均で月 70 レアル（約 3600 円）

を支給する代わりに子供を就学させ、定期的な健康診断を受けさせることを義務化する

プログラムで、家庭を貧困から救うだけでなく、健康面、就学面をもサポートし、継続

的な健康、就学への道筋を規定したところが優れていた。「ボルサ・ファミリア」によ

って 800 万人が貧困から脱したと伝えられている。ルーラ大統領はその他にも低所得

者向けの住宅 100 万戸を国費 2 兆円を投じる等貧困者救済政策を続けた。 

実際にブラジルにおいて1日2ドル以下で生活する人の人数はルーラ大統領就任当時

2003 年の 19.4%から 2012 年まで一貫して右肩下がりとなり、2012 年には 6.79%と実

に 2/3 の削減に成功した。 

しかし、第一章でも述べた貧困が次の世代に受け継がれる悪循環を根本的に断ち切る

には至っておらず、現金のばら撒きによる対処療法にしかなっていないというのも現実

である。このばらまき政策はひっ迫していたブラジル国庫をさらに悪化させる結果とな

り、国際的なブラジルへの信用は低くなり国際引き下げやさらには原油安などの影響も

あり２０１４年の深刻な不況へと突入することとなった。 

さらに、堅調なアメリカ経済のもとでの QE の停止に伴う金利引き上げ観測のなか、

新興国から資金が還流していることも経済を押し下げている。為替レートは 2015 年に

入ってから 30％以上下落し、新興国で最も下げ幅の大きな国となっている（図表８）。 

 

図表８ 為替レートの推移 



 

＜資料＞IMF-World Economic Outlook Database を基に筆者作成。 

 

 

第２章 中所得国の罠と教育 

第１節 中所得国の罠の定義 

近年 BRICS の一員として大きく注目され、1998 年のブラジル通貨危機後はおしなべて

高い成長を維持してきたブラジル経済だが、前章でみたように、ここにきて成長率は大き

く落ち込んでいる。通常こうした中所得国が高い成長率を維持できない現象を「中所得国

の罠」と呼ぶが、ブラジル経済もまた中所得国の罠に陥っていると考えられる。 

中所得国の罠とは、２００７年に IMF が「東アジアのルネサンス」において示したもの

である。「東アジアのルネサンス」においてはこれらの現象が起きている国としてブラジル

や南アフリカを挙げ、これらの問題点について、低所得国が安価な労働力をもととして経

済発展を遂げ、中所得国の仲間入りをした国は、自国の労働力の賃金の上昇や後発新興国

の追い上げ、先進国の技術力などの格差によって、双方に対して優位性を失い、競争力低

下を招き先進国への仲間入りがなかなかできない現象である。 

これらの現象は古くから認知されており、資源輸出国が資源の輸出に対して大きな貿易

黒字を得た結果、自国通貨高を招き資源以外の輸出品の国際競争力を失ういわゆる「オラ

ンダ病」などもこれの一種であると考えられている。一般に中所得国とは、一人当たりの

国内総生産（GDP）が３千ドルから１万ドル程度の国を指し、実際に１万ドルに達した後

に本状況に陥る国や地域が多い（１万ドルから２万ドルには中々達しない）。また、過去（歴

史）を振り返ると、低所得国から中所得国になることができた国は多いが、一方で高所得
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国の水準を達成できた国は比較的少ない。 

 中所得国において、この罠を回避するには、規模の経済を実現すると共に産業の高度化

が欠かせないが、そのために必要な技術の獲得や人材の育成、社会の変革（金融システム

の整備や腐敗・汚職の根絶等）が進まないのが大きな課題となっている。 

またこうした罠に陥る背景として、所得格差の拡大がある。安価な労働力を求め、先進

国からの需要のため経済成長を続けていく発展途上国であるが、当然のことながら沿岸部

などの地理的に労働力が集結しやすい地域と、山間部や農村地域などでは、収入に差が出

てくる。また人種的な差別などその地域特有の文化的背景などによって、格差は広がり続

け結果として大きな経済格差をもたらすことになる。 

こうした背景によってもたらされた長期的な停滞と格差拡大による二重苦によって、

中所得国は厳しい現実にさらされる結果となる。 

「所得の罠」とはバランスが取れている状態を指し、つまり一部の 1 人当たりの平均所

得向上を促進する要素がその役割を発揮した後、この種類の要素がある程度持続できない

ため、その他の制約要素がその役割を相殺し、それで 1 人当たり所得向上は停滞に陥って

いるということである。異なる経済発展の段階において、経済成長の原動力・構造は異な

っており、低所得段階において効果的に経済成長を促す動力要素が中所得段階において効

力が失われる可能性があるということである。すなわち中所得国の罠に陥ってしまった国

は、一部富裕層に対しての優遇などによって脱却できるものではなく、いかに低所得の人

間に対しての底上げ策を行えるかが問題となっている。 

 

第２節 アイケングリーンの研究 

 アメリカの経済学者であるアイケングリーンは、IMF の報告書である「東アジアのルネ

サンス」において提唱された中所得国の罠に対する研究を行った（Eichengreen, Park and 

Shin 2012、2013）。 

それまでの研究では中所得国の低成長の原因は、投資比率や人口構成、為替安などであ

ると考えられていた。しかし Eichengreen, Park and Shin （2013）は中所得国の罠が投

資比率は直接的な原因ではないという結論をだした。そして実際に原因となっているのは

教育の点においてであり、特に secondary and tertiary education つまり、中等教育及び高

等教育における充実が必要であるとの結論を示した。 

中所得国の経済停滞として挙げられていた、先進国との技術格差は、技術的伝達などに

要する専門知識や最低限の知識が不足していることが多い。発展途上国にとってはこれら

は必須の重要課題であり、こうした技術発展には中等教育や高等教育は不可欠であるとア



イケングリーンは述べている。 

またこうした中所得国の罠から脱却した国として挙げられているのが韓国である。韓国

は朝鮮戦争によって壊滅的ダメージを受け GDP などは最貧国グループに位置していた。し

かしながら日韓基本条約を契機に日本から技術支援など受けた韓国は「漢江の奇跡」と呼

ばれる急成長を遂げた。その後、中所得国の仲間入りをした韓国は、中所得国の罠に陥る

とされている一人当たりの GDP 一万ドル台へと突入するが、その成長は衰えることなくそ

のまま２００６年には先進国の一つの目安である一人当たりの GDP 二万ドル越えを記録

した（図表 9）。 

こうした韓国の高成長の要因としてアイケングリーンは中等及び高等教育の充実を挙げ

た。日本からの技術提供は受けていたものの、高等教育に至るまでの過程は非常に充実し

ている。韓国における受験戦争といえば世界有数の厳しさを誇っており、受験のためにパ

トカーが出動するなどその教育に対する力の入れようは目を見張るものがある。こうした

教育の充実によって韓国は中所得国からの脱却を遂げることができたのではないかと述べ

られている。 

アイケングリーンは中所得国の罠を脱却するにはより質の高い人間が必要であると締め

くくっている。これは潜在的な能力が高いという意味ではなく、教育によってその人間を

育成するべきであるということである。 

ブラジルにおいては、教育の質が低くとても教育に整備がなされているとは考えにくく、

こうした影響から長期的な経済停滞に陥ったのではないかと考えている。また次章で述べ

るが、偏った教育政策のため学力の底上げが行われていないのが現状である。以上の点を

踏まえブラジルにおける教育の意義を導き出し、それらから得られる有用性と具体的な施

策について次章以降で述べていくこととする。 

図表 ９ 韓国の一人当たり GDP の推移（ドル） 

 

＜資料＞IMF-World Economic Outlook Databases を基に筆者作成 
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第３節 ブラジルの潜在成長力と持続可能な成長のために 

 ブラジルの経済成長率は先に述べた通り、ここ最近は低成長であることは述べたが、本

節ではブラジルにおける潜在成長率について述べていきたい。 

 まず潜在成長率とは生産活動に必要な３要素「資本」「労働力」「生産性」をフルで活用

したときどの程度の成長率が見込まれるか、すなわちインフレを生じさせない最大の成長

率を意味する。実際の成長率が、この値に近ければ近いほど、現在ある資源を有効に活用

した生産活動が行われていることを示しているということになる。 

 IMF によるブラジル４条コンサルテーション基本ペーパーによれば（IMF,2014） ブラ

ジルにおける潜在成長率は 2013 年時点で 3.5％程度という数値が示されている。しかしな

がらこの潜在成長率をブラジルは３年連続で達成することができておらず、現実として、

成長が止まっていることがわかる。 

マクロ経済学において、経済成長を考えるとき、資本の成長率である保証成長率と労働

の成長率である自然成長率で説明できない生産性の向上を内生的生産モデルにおいて説明

したものが以下の式であらわされる。当該恒等式において TFP で示される全要素生産性は

その国における技術進歩を表している。 

 ΔY*=(1-α)ΔK* + αΔL* + ΔTFP(trend growth) 

（Y 潜在成長力 K 資本投入量 L 労働力投入量 TFP 全要素生産性） 

技術進歩はそれまで外生的な変数であると考えられてきた。しかしながらこれらの技術

発展は内生的な要素であり、教育によって蓄積される人的資本、研究開発体制の整備など

にあるということが言われている。従って、ブラジルが持続的成長を達成していくために

は、教育によって鍛えられた人的資本の拡充が必要不可欠であると考えられる。 

 

第３章 先行研究 

第 1 節 教育と経済格差の相関関係 

 前章においては IMF による分析とアイケングリーンの論文によって中所得国の罠から抜

け出すには、また潜在成長率を高めていくには、教育分野における質的拡充が喫緊の課題

であることを述べた。こうした点を踏まえ、本章では、一般的に教育と所得格差における

相関関係を明らかにし、さらには所得格差と経済成長においても相関関係を示すことによ

って、教育が経済成長に十分影響を与えることを示す。また、一般的に示されたこれらの



相関関係がブラジルを含むラテンアメリカにおいてもあてはまることを明らかにする。 

第１節では定量的なデータ分析に基づいた先行研究を用いて、教育と経済格差における

相関関係を示していく。 

（１）野村（2010）の研究 

 まず先行研究として、野村友和（2010）を取り上げる。当該論文では、教育の不平等が

所得の不平等にどのように結びついているかを明らかにするものである。すなわち初等・

中等・高等教育といった学校教育の段階や学年によりどのように収益が異なるのか、卒業

証書を取得することにより労働者の賃金が非連続的に上昇するかということに着目してブ

ラジルの所得格差を論じたものである。 

この論文の特徴は、労働者を学歴によって詳細に分類し、他の要因を一定とした上で学

歴によって労働者の賃金分布がどのように異なるのかを詳細に記述した点にある。そして

分析の結果、労働者の教育水準と賃金の間には明確に有意な関係があることが確認されて

いる。特に、同じ段階の最終学歴でも学年が上がるごとに平均賃金が高くなっていること

を示した。さらに、修了した学年が同じでも、卒業証書の有無により労働者の賃金が大き

く異なることも明らかになっている。 

  分析方法として、二つの工程を行う。一つ目は賃金関数の定式化である。教育の収益

率を推定するために当該論文では以下のミンサー型賃金関数が用いられている。 

lnWage=α+ρ∙school＋xβ 

              （α は定数項、school は修学年数、β は修学年数以外の属性） 

 

ミンサー型賃金関数で教育の収益率を推定する方策は過去にも多くの論文で用いられ

ているが、そこにはいくつかの問題点がある。第一にミンサー型賃金関数では対数賃金が

修学年数に関して線型であると仮定されているため、限定的な 1 年間の学校教育に対する

収益率が修学年数に依存せず一定となるため、すなわち、初等教育の１年目であっても大

学の最終学年であっても、１年間の学校教育による賃金の上昇率は一定となってしまう。 

第二に、ミンサー型賃金関数では、非連続的な賃金の上昇を捉えることができない。

そこで野村（2010）では、教育水準の代理変数として修学年数を用いるのではなく、労働

者を詳細な学歴（最終学歴・学年・卒業証書の有無）により分類してダミー変数を用いて

賃金関数の推定を行っている。これにより、修学年数が同じであっても卒業証書の有無が

異なる労働者の賃金を比較でき、より純粋に卒業証書の効果を計測することが可能となる。 

 分析方法の二つ目として、分位点回帰を用いていることである。賃金関数の推定には、

最小二乗法と合わせて分位点回帰を用いる。最小二乗法では対数賃金の条件付き期待値を



推定することしかできない。それに対して、分位点回帰を用いれば対数賃金の任意の条件

付き分位点を推定することが可能となる。 

 最小二乗法による賃金関数の推定結果は、図表 10 に示される。数値は各学歴グループの

ダミー変数の係数で、括弧内は標準誤差である。また、この結果をグラフに表したのが表

12 である。結果からまず明らかなのは学歴が労働者の賃金を決定する上で重要な要因とな

っているということである。しかも一部の例外を除き、同じ段階の最終学歴でも学年が上

がるほどに平均賃金が高くなっていることが確認される。             

 次に分位点回帰による推定結果について、最小二乗法の場合と同様に労働者の属性をコ

ントロールし、0.1、0.25、0.5、0.75、0.9 分位点の回帰を行った推定結果が図表 11 である。

また、この結果をグラフに表したのが表 12 である。 

 

図表 10 推定結果 

 

＜資料＞野村友和（2010）「ブラジルにおける教育の収益率」 

 （ http://www.js3la.jp/journal/pdf/ronshu44/44_nomura.pdf）８ページから引用 

 

 



 

図表 １１ 最小二乗法による推定結果 

 

 

 ＜資料＞野村友和「ブラジルにおける教育の収益率」

（http://www.js3la.jp/journal/pdf/ronshu44/44_nomura.pdf）１０ページから引用 

 

図表 １２ OLS による推定結果推定結果 

 

 

 



＜出典＞野村友和「ブラジルにおける教育の収益率」 

 （http://www.js3la.jp/journal/pdf/ronshu44/44_nomura.pdf）１１ページからの引用 

 

当該分析から、学歴が労働者の賃金を決定する上で重要な要因になっているということ

が明らかになった。しかも、同じ段階の最終学歴でも学年が上がるほどに平均賃金が高く

なっていることが確認される。 

（２）Andrew et al.(2011)の研究 

 次に、IMF が発表した所得と経済成長に関する論文を紹介する。Andrew G. Berg and 

Jonathan D. Ostry（2011）“Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the 

Same Coin? ”では、所得の不平等が経済成長とその持続性に悪影響があることを示してい

る。 

 この論文での研究は、経済成長の持続性にフォーカスしており、経済成長の長さの決定

要因は何か、また成長の持続において所得の不平等はどんな影響を与えるのかということ

を検討している。そして、この論文における研究によって、持続的な経済成長は、所得配

分における平等性と関係性があることが分かった。また、研究結果の重要な点として、経

済成長の分析と所得分配を切り離すのは難しいということがある。当該研究では、所得の

不平等と経済成長の関係は複雑であり、所得の不平等の是正と持続した成長は表裏一体で

あると述べている。 

 図表１３は、経済成長の持続性とサンプルの国々の平均の所得分配との簡単な相関関係

を示している。所得の不平等の指標はジニ係数である。そこには、所得が不平等であれば

あるほど、経済成長が持続しないという関係が示されている。 

図表 １３ 所得の不平等と経済成長の相関関係 

 

＜資料＞Andrew G. Berg and Jonathan D. Ostry（2011）“Inequality and Unsustainable 



Growth: Two Sides of the Same Coin? ” ，９ページを引用。 

 

 所得の不平等以外にも、多くの要因が経済成長の持続性に関係があると考えられるが、

当該研究では、成長持続と所得の不平等、そして他の重要な決定要素との関係をより体系

的に検討している。分析方法として、可能性のある成長持続の決定要素を一度に一つずつ

調べ、結果を合成する。成長持続の可能性のある決定要素としては、以下の５つを指摘し

ている。 

①Better political institutions（より良い政治組織）：安定した政治上の説明責任を強

いる政治組織は成長持続を手助けすると多く言われている。 

②Trade liberalization（貿易の自由化）：貿易の自由化により、市場の拡大、競争の促

進、ノウハウの伝達が行われ、成長をより持続的にすると考えられる。 

③International financial integration（金融の国際化）―海外への直接投資（FDI）

は成長維持を助長するように思われる一方で、外債の増加は成長に継続に歯止めをか

けるように思われる。 

④Competitiveness and export structure（競争と輸出構造）―輸出全体における生産

輸出の高い占有率は、より長い経済成長に影響を与える。 

⑤Inequality（所得の不平等）―低い所得の不平等と成長継続には統計的に重要な関係

がある。 

当該研究では、それぞれの要因の重要性を示すために、他の要素を一定にして、調べる

要素の値を動かしたうえで、予測される成長持続の増加を表している。そうするためには、

まず初めに、サンプルとして、すべての要因が中央値である時の計算を必要とする。そし

て、問われる要素が 10パーセンタイル上昇するとき、予測される成長持続が再計算される。

主な結果は下記の通りである。 

第一に Better political institutions（より良い政治組織）で、Polity Ⅳデータベースに

よると、独裁政治によって計測され、独裁政治において 10％小さくすると、25％より長い

持続性が関係づけられた。第二に Liberalized trade（自由貿易）で、自由貿易では 45％よ

り長い継続が関係づけられた。 

こうした分析結果のキーポイントは、所得配分は、成長持続と関連する最も重要な要因

の一つであるということである。表１５で表しているように、所得の不平等における 10 パ

ーセンタイルの減少は、予測される成長の長さを 50％増加させた。これは、不平等がそれ

自体問題であることを示している。所得の不平等は、さまざまなサンプルをわたって、他

の要因よりも、より体系的にその重要性を示している。 

 これらの結果から、所得の不平等が経済成長とその持続性に悪影響を及ぼしていること



が分かる。 

野村（2010）により、教育が賃金に寄与し、所得の不平等に大きく関わることが示され、

Andrew G. Berg and Jonathan D. Ostry（2011）では、所得の不平等が経済成長とその持

続性に大きく関わることが示された。つまり、この二つの論文から、教育が経済成長に大

きく関わることがわかる。 

 そのほかにも、教育と経済成長における関係性を示すものがある。「中国の教育と経済発

展」（南亮進、牧野文夫、羅歓鎮）では、教育は経済発展の基礎であり、さらには経済発展

によって教育発展が促進されるということを示している。また、人的資本の蓄積には、社

会・経済の一般的な発展を支えるという間接的効果が重要であり、そうした社会的能力の

習得には、高等教育ではなく、むしろ初等・中等教育の普及が重要であるとしている。 

 経済学の文献では、経済成長における中等教育の重要性については国際データによる実

証研究では、たとえば Barro and Lee (1993) は、初等、中等、高等教育の平均就学年数が

経済成長に与える影響を OECD23 ヶ国を含む国際データによって検証している。また経済

成長論において著名な実証研究である Mankiw, Romer and Weil (1992) は、1960 年から

85 年までの OECD23 か国を含む国別データにより、中等教育就学率が一人当たり GDP の

成長率を有意に押し上げることを実証している。 

 このような研究からみると、教育格差と経済格差には相関関係があり、教育格差の是正

が所得格差並びに経済格差の是正に繋がり、さらには経済成長にもつながることが分かる。 

 

第２節 初等・中等教育と一人当たり GDP との相関関係 

 第２節では、中等教育の就学率と一人当たり GDP の相関関係を示し、いかに初等教育を

充実化し中等教育へのアクセスの機会を増やすことが大切かを明らかにしたい。さらに、

教育の質において、数学的リテラシーと一人当たり GDP との相関関係も示す。 

 本節では、先行研究として、まず井出（2014）を取り上げる。井出（2014）は、ASEAN 

における教育の充実と経済成長について調査しており、asean 主要国の 2012 年における各

国の一人当たり GDP と、近傍年における中等教育の就学率との相関を示している（図表

15）。図表によれば、一人当たり GDP が高い国ほど中等教育の就学率が高く、一人当たり

GDP が低い国は中等教育純就学率が比較的低いことがわかる。 

 ちなみに、ブラジルの中等教育就学率はアセアン後進国よりは高いものの、アセアン先

進国よりは低い。ブラジルをプロットするとすれば、一人当たりＧＤＰは 9312.43 米ドル 

中等教育純就学率は約 51％なので、マレーシアの左下当たりに位置する。 

 



 

図表１５：各国一人当たり GDP と中等教育就学率 

 

 

＜資料＞井出（2014）７ページを引用。 

（注）就学率は中等教育純就学率。カンボジア（2008）、フィリピン（2009）、ミャンマ（2010）、日本・

インドネシア・マレーシア（2011）、ブルネイ・ラオス・タイ（2012）のデータをそれぞれ利用。シンガ

ポール、ベトナムのデータはなし。ラオスは 11-17 歳の就学率。一人当たり GDP は 2012 年の名目米ド

ル建てデータを利用。 

 

 中等教育へのアクセスの機会という問題に加え、教育の質も、重要である。OECD が 2000 

年から３年に１回実施している「生徒の学習到達度調査（PISA）」では、OECD 加盟国に

加え、各国生徒の学力が国際比較されている。PISA は義務教育修了段階の 15 歳児が持っ

ている知識や技能を、実生活の様々な場面でどれだけ活用できるかをみる調査である。 

 表 17 は、数学的リテラシーの国別平均得点と一人当たり GDP を並べたものである。一

人当たり GDP は高いが得点が低かった傾向のある産油国などを除き、おおまかには一人当

たり GDP が高いほど、平均得点も高い傾向にあると言える。ブラジルをプロットするとす

れば、一人当たりＧＤＰ9312.43 米ドル、ＰＩＳＡ数学点数３９１点(2012)なので、やはり

マレーシアの左下当たりに位置する。 

  



 

図表 １７：数学的リテラシーの国・地域別平均得点と一人当たり GDP 

 

（注）一人当たり GDP は 2012 年の名目米ドル建てのデータを利用。上海の一人当たり

GDP は中国の GDP を利用。） 

（原資料）国立教育政策研究所、OECD、IMF、Haver Analytics  

 （資料）井出（2014）８ページを引用。 

 

第３節 ラテンアメリカと東アジアの比較分析に係る先行

研究 

 第３節では、東アジアでの例を参考に、ブラジルを含むラテンアメリカでも今後教育に

より経済発展の可能性が十分にあることを示したい。ここでは、広田(1999)を引用し、先行

研究の概要を説明する。 

 広田(1999)によれば、1980 年代、ラテンアメリカと東アジアの教育と経済発展には明ら

かな相違が見られた。図表１７にあるように、東アジアでは高い経済成長が良好の教育パ

フォーマンスをもたらし、それが高い経済成長へと繋がる好循環（Virtuous Cycle ）が示

現した。すなわち労働集約型経済において教育が経済成長を促し、労働を必要とする経済



成長が更に教育を必要とする、という動きが出たのに対し、ラテンアメリカではマクロ経

済運営の不備（輸入代替政策や資本集約型産業の推進）により、低成長が続き、それに伴

って教育支出を充分に確保できず、満足のいく教育パフォーマンスが達成されなかったた

め、再び経済成長は低迷するという悪循環（Vicious Cycle）に陥った 

 

図表 １７ アジアとラテンアメリカの 1980 年から 1990 までの経済指標と公的教育支出  

（年平均伸び率（％）1980－1990）＊  

  GNP  投資  輸出額  製造業生産  公的教育支出  

ブラジル  1.6  0.2  5.1  1.6  4  

メキシコ  1.9  -3.1  8.2  1.4  0.4  

チリ  4.6  9.6  8  3.4  -1.6  

ペルー  0.1  -4.2  -1.5  －  －  

ジャマイカ  1.4  -0.1  0.7  2.7  -2.5  

グァテマラ  1.5  -1.8  -2.2  －  -0.9  

ホンジュラス  2.7  2.9  1.6  3.7  4.6  

日本  3.6  5.3  9  4.8  2  

香港  (5.4)**  4  16.8  －  －  

韓国  8.7  11.9  15  13.2  13.2  

シンガポール  7.6  3.7  9.9  6.6  －  

インドネシア  6  7  -0.3  12.6  8.3  

マレーシア  6.4  2.6  8.6  8.9  －  

タイ  7.9  9.4  14  9.5  7.7  

 ＜資料＞広田政一（1999）「教育と経済発展 : ラテン・アメリカと東アジアの比較分析」

『国際教育協力論集 』広島大学教育開発国際協力研究センター 69 ページ表を引用。 

*GNP(1980-1993) 公共教育支出(1980-1992)  

**(  )一人当りの GNP 伸び率  

＜原資＞World Development Indicators, Human Development Report, World Education 

Report. 

 

 この先行研究は、1980 年代のラテンアメリカの教育のパフォーマンスを東アジアとの比

較において特に教育の公的支出（以下、教育支出）に焦点を当て分析・評価するとともに、



経済発展との関係を検討したものである。東アジアから得られた教育と経済発展の経験の

適用の可能性を探り、併せて今後のラテンアメリカにおける望ましい教育のあり方を示す

ものでもある。 

また、供給面での教育の量と質が労働市場で需要面の雇用とうまくマッチし、経済発展

に成功したアジアの経験からラテンアメリカのミスマッチ理論も示している。 

 （１）ミスマッチの理論  

労働市場の中で①教育投資（Ｓ）、②労働需要（雇用の拡大）（Ｄ）、③人的資本の投資収

益率（Ｒ）の三つの経済要素の変数を使用する。ラテンアメリカの市場と東アジアの市場

を比較し、両者の相違点を見つけ、ＳとＤの均衡点Ｒを高める（ここでは Social Rate of  

Returns of Investment in Education を想定）方策を探るものである。  

（２）回帰分析  

当該研究は、1980 年代（1980－1992 年）の東アジア４か国とラテンアメリカ 16 か国

における教育支出と経済発展の回帰分析（含む感度分析）を行っている。さらに、地域だ

けではなく、国ごとの教育と経済成長のパフォーマンスについても考察している。  

 

図表 18 ミスマッチ理論  

   

  

＜資料＞広田政一（1999）「教育と経済発展 : ラテン・アメリカと東アジアの比較分析」『国際

教育協力論集 』広島大学教育開発国際協力研究センター 78 ページ表を引用。 

 

図表１８は、教育と労働市場との関係をラテンアメリカと東アジアとの相違点を示すた

めに、モデル化したものである。それぞれ以下を示す。  

Ｄ：労働力の需要（技術をもった労働）  



Ｓ：教育投資  

Ｒ：人的資本の投資収益率  

Ｘ：東アジアやラテンアメリカのＸ国（例えば韓国やブラジルを想定） 

 東アジアの国は以下の経済政策をとる。  

Ｉ段階：農業、輸出の拡大（豊富な労働力が必要） Ⅱ段階：製造業、輸出促進（技術労働

力が必要）  

Ⅲ段階：重工業、第三次産業（高度の技術労働力が必要）  

労働市場（Ｄ）において、縦軸に人的資本投資の収益率（Ｒ）、横軸に人的資本投資の量（Ｓ） 

（就業率や基礎教育）を設定する。  

これらを踏まえると次の点が指摘できる。  

１）東アジアは「技術労働者の高い水準の需要」が人的資本の拡大（教育の充実）による

人的資本の投資収益の減少傾向を補完した。労働需要に対し投資収益を確保する（Ｒ

２）ため教育の強化を図った。収益率がＲ０よりＲ１に減少するところ、ＳからＳ’ へ

のシフトに対し、ＤからＤ’ が対応し、その結果、収益率はＲ１からＲ２へと上昇す

る。ところがラテンアメリカの平均的な国は投資収益が東アジアより低いＲ０に留ま

っている。(教育投資はＳ０)。 

２） 一方、労働需要Ｄが東アジアのようにＤ’ まで拡大せず教育投資だけを増加させた

（ＳからＳ’ すなわちＳ０からＳ１）Ｘ国は投資の収益率が低下し（Ｒ０からＲ１）、

その結果東アジアとＸ国との間ではＲ2－Ｒ1 の差が生じる。この差の背景は東アジア

が輸出・労働指向、技術集約的な政策を採用したが、ラテンアメリカは輸入代替・資

本集約的な産業政策を採用したことによる。従って、ラテンアメリカはＳの改善（Ｓ

１からＳ２）を図りつつ、経済の回復によりＤを一層重視する必要がある。これは又、

貧困の撲滅や福祉の向上へとつながるのである。雇用創出はＤを上方に押しあげるが、

これには良好なマクロ経済運営と教育のパフォーマンスが不可欠である。タイや韓国

はＤを押しあげた成長に成功したことからこの点で東アジアの経験を学ぶ意義がある。 

２）相関関係  

教育と経済発展の相関関係をみるため回帰分析を行う。  

ａ）前提条件（図表２０）  

・ 縦軸（Ｙ）：経済成長率（一当りＧＮＰ）（1980― 1992 年）  

・ 横軸（Ｘ）：教育支出 (年平均伸び率) （1980― 1992 年）  

・ Co― efficiency(相関係数) 



V =
∑ 𝑖 (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑖 √∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)̅̅ ̅𝑖

 

  

・対象国：東アジア４か国（韓国、タイ、インドネシア、フィリピン）ラテンアメリカ１

６か国（ブラジル、チリ、メキシコ等）  

 「東アジアは資料の制約から４か国と標本数が少ない。地域としての相関関係              

を調べるには不十分ではあるが比較の参考とした。」 

ｂ）結果 

（１） 東アジアは高い相関関係を示した。  

     Ｖ＝０．８０４  

（２） ラテンアメリカは負の相関関係を示し、教育投資と経済成長の関係は有意義では

なく、かつ、その相関性も低い。  

         Ｖ＝― ０．１２８８  

（３） しかし、感度分析した結果以下の点が判明した。  

  

相関を阻害していると思われる３か国（エルサルバドル、チリ、アルゼンチン）を除い

た 13 か国を対象に算出するとＶ＝０．１４４０となり負から正に転じた。しかし、これ

でも相関性は低く東アジアと比較してもはるかに低い状況にある。  

広田（1999）によれば、その要因として考えられるのは、  

①第一にラテンアメリカといっても国により経済・社会開発の度合いが異なる。チリは高

い成長率のグループに、次のグループにはブラジル、コロンビア、コスタリカ、エルサル

バドル、ジャマイカが入る。他のグループは成長率が負であった。  

②第二に国により教育支出の力の入れ方が異なること。コロンビア、ブラジル、ホンジュ

ラスは高い教育支出の伸びを示しているが、エルサルバドルやエクアドルはマイナスの低

い伸びを示している｡  

③第三に、その結果として２つの指標から上位の国と下位の国との格差が大きいこと。例

えば、経済成長率はチリの３．７％に対しニカラグアが－５．３％、教育支出の伸び率は

コロンビアの４．５％に対しエルサルバドルは－６．６％であった。  

④このように国別にみても多くの国はこの２つの要素の点で相関性に乏しいが相関性が高

い国もみられた。メキシコ、ベネズエラ等の５か国である。しかし、これらの国は教育支

出と成長率がともに低い。  

⑤コロンビアはマトリックスが（＋）（＋）と比較的良好なパフォーマンスを持っている。  



 同じ（＋）（＋）のマトリックアスを持つブラジルは上記４．で述べた通り必要以上の追

加支出を抱え教育支出に効率性を欠き、高い教育支出の伸びを示しているものの成長率が

低い。ホンジュラスは（＋）（― ）のマトリックスをもつが、これは教育支出の伸びに対

し成長が伴わないことである。この国の一人当りＧＮＰに対する生徒一人当りの教育支出

の割合は（1980― 92 年）、中等教育では 15％（1980）から 18％（1992）に増加してい

るが初等教育は 10％で変化がなく、又、国の所得水準（600 ドル）の割りには初等教育へ

の支出配分が少ない。 

 

図表 １９ 経済成長率と公的教育支出の伸び率推移 

国  

一人当りの GNP  

（年平均成長率（％））  
公的教育支出  

（年平均伸び率（％）1980－92）  
1980－92  1985－95  

（東アジア）           

日本  3.6  2.9  2.0  

１）香港  5.5  4.8  -  

２）韓国  8.5  7.6  13.2  

３）シンガポール  5.3  6.2  -  

４）インドネシア  4.0  6.0  8.3  

５）マレーシア  3.2  5.7  -  

６）フィリピン  -1  1.5  6.6  

７）タイ  6.0  8.4  7.7  

平均（日本を除く）  4.5  5.7  9.0  

（ラテンアメリカ）           

１)アルゼンチン  -0.9  1.9  3.6  

２）ボリビア  -1.5  1.7  -  

３）ブラジル  0.4  -0.7  4.0  

４）チリ  3.7  6.1  -1.6  

５）コロンビア  1.4  2.8  4.5  

６）コスタリカ  0.8  2.9  -0.8  

７）ドミニカ共和国  -0.5  2.1  -1.6  



８）エクアドル  -0.3  0.8  -4.3  

９）エルサルバドル  0.0  2.9  -6.6  

10）グァテマラ  -1.5  0.3  -0.9  

11）ハイチ  -  -5.2  3.9  

12）ホンデュラス  -0.3  0.2  4.6  

13）ジャマイカ  0.2  3.7  -2.5  

14）メキシコ  -0.2  0.1  0.4  

15）ニカラグア  -5.3  -5.8  -  

16）パナマ  -1.2  -0.4  2.1  

17）パラグアイ  -0.7  1.1  2.5  

18）ペルー  -2.8  -1.6  -  

19）ウルグアイ  -1  3.3  3.6  

20）ベネズエラ  -0.8  0.5  0.2  

平均  -0.6  0.8  0.7  

＜資料＞広田政一（1999）「教育と経済発展 : ラテン・アメリカと東アジアの比較分析」『国際

教育協力論集 』広島大学教育開発国際協力研究センター 78 ページ 

 

 以上、広田（1999）をもとに検討すると、ラテンアメリカにおいては、特に初等中

等教育への支出が限られていること、就学率、ドロップアウト率などを見てもアジアの

方が上回っていること、こうした人的資源の質が成長と大きく結びついていることあわ

かる。 

 

第４章 現状分析 

第１節 ブラジルの教育制度 

 さて、前章でも明らかになったように、ブラジルを含むラテンアメリカ諸国は、アジア

地域と異なる成長モデルがあり、したがって人的資源のあり方も大きく異なるが、ブラジ

ルが持続的成長を遂げるには、アジアモデルも視野に入れた、初等中等教育制度改革が必

要不可欠であると考えられる。 

そこで第４章では、まずはブラジルの教育制度はどのようなものなのか、さらにブラジ



ル教育における問題点なども明らかにしていく。 

第 1 節ではまずブラジルの基本的な教育制度から概要を述べていきたい。学校制度とし

ては９・３・４制をとっており最初の９年間（６歳〜１４歳）を義務教育期間と定めてい

る。 

 我々が注目をする初等教育においてこれは年齢からわかるように日本の小学校、中学校

に相当する。就学率に関しては９７％と高い数字である。このうち生徒の６割は公立学校

に通い、教科書は支給され学費は公立学校では無料で 1 日２部３部制であり、給食も無料

である。そして、義務教育を終えてない成人、また、働きながら学ぶという人のための夜

間コース制もある。 

しかし、義務教育とはいえど出席率また成績が著しく悪い生徒に対しては留年制度を行

う学校もある。公立学校で使用される教科書は教育省が検定したものがあり、それを自治

体独自で使用するかしないかを決定する。また、私立に関してはもちろん有料であり、私

立独自の教科書また教育システムを備えており国勢学力調査（PISA）において日本並みの

良いスコアを納めている（詳しくは第２節）。 

 次に中等教育について、１５〜１７歳の３年間であり、これは日本の高等学校に当たる。

しかし日本のような高校入試はなく初等教育を修了した者であれば入学ができる。就学率

に関しては５１％ともちろんのことだが初等教育からは少し劣る。また、日本と同様の普

通科と４年制でできている専門科が存在する。中等教育も初等教育同様に２部制をとって

いる学校が多い。 

 最後に高等教育についてみると、これは日本の大学・大学院に当たる。国立大学に当た

る連邦大学は学費がさほど高くないにも関わらず教育レベルは高いと言われる。だが、私

立や予備校に通わなければ連邦大学に入学することは難しい。私立や予備校に通わせられ

るのは富裕層だけであり、現にブラジル最高峰の州立のサンパウロ大学の入学者の７５％

は私立の高校、また予備校の出身である。 

第２節 ブラジル教育における問題点 

（１）教育改革と識字率 

江原・山口(2012)によれば、1990 年代以降のブラジルは政府を持って教育の問題に取り

組んできた。すなわち、1990 年の「万人のための教育」世界会議以来、1996 年に「教育基

本法（法律第 9394 号）」を定め、2001 年には「国家教育計画（法律第 10172 号）」により、

国民の教育水準の向上、教育の質の向上などの目標を掲げ、改革を進めてきたという（江



原・山口、2012）2。 

その結果、1980 年から 1990 年にかけてのブラジル全体での 15 歳以上における非識字率

は 18.3%であったものの、1994 年には 16.0%、2001 年には 12.4％に低下し、15 歳から 19

歳での非識字率は 3.2％と大きく低下した。また、初等教育の就学率も 97％と高い数字に

まで上がった。1990 年代を通した基礎教育普及の努力がなされ、確かに就学率においては

初等教育が普遍化したと言いうるほどまでに高まり、非識字率も年々減少してきた。 

（２）就学率 

しかし、教育の継続性の観点からみると、就学した生徒に通学を続けさせ、教育課程を

履修することを確保するという点で、ブラジルの教育制度には大きな問題が残っている。

前述したように、ブラジルの初等教育の就学率は 97％と高いが、中等教育の就学率は 51％

とここでぐっと下がる（図表）。さらに、大学就学率は 26％とこれまた低い。また、2000

年度の初等教育において、進級が 73.4%，留年が 21.7％，退学が 4.9%となっている。 

これを学年別に見ると、留年の率が最も高いのは第１学年で 36.2％、次に第五学年で

24.8％となっている。 

これらの就学率の数字から、初等教育から中等教育へのステップそして中等教育から高

等教育に進むにあたって大きな問題があると考えられる。また、2009 年の 15～17 歳の就

学率は 85.2％に達していた。しかし、そのうちのかなりの割合は初等教育在学中であり、

同年の中等教育純就学率は 50.9％にとどまっていた。つまり、かなりの生徒は初等教育に

おいて留年を経験している。さらにブラジル人の平均就学年数は 6.8 年であり、６歳から１

５歳まで義務教育期間が 10 年あることを考慮すると、この義務教育期間にドロップアウト

する生徒が少なくないことがわかる。そして、初等教育においてこれほど留年、退学の割

合が大きいことから初等教育にブラジル教育の根底を揺るがす問題があるのではないかと

思われる。 

（３）PISA による数学リテラシー 

次に教育の達成度の観点から見てみる。2012 年度 OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）

においてブラジルは OECD 諸国６５ヶ国中、数学的リテラシーで 58 位、読解力で 55 位、

科学的リテラシーで 59 位と散々な結果であった。また、初等教育４年生、８年生、及び中

等３年生に対して行われている、国による基礎教育の評価テスト(SAEB, Sistema Nacional 

de Avaliação de Educação Básica) の 2003 年度報告書によれば、数学に関して、非常に危

機的なレベル、すなわち問題に含まれている基本的な足し算引き算が出来ず、単純な図形

の名前も知らないという段階の生徒が 12.5％、また簡単な足し算引き算と最もシンプルな

                                                   
2 この節については、多くを江原・山口（2012）に依拠する。 



図形の名を言うことが出来るという段階の生徒が 39.8％にとどまり、その合計は 52.3％で

あった。 

これらの調査結果は，小学校４年生の半分以上が、ふさわしいと思われる学習レベルに

達していないということを示している。こうした結果から見てもやはりブラジルの教育が

充実しているとは考えにくい。 

（４）私立学校と公立学校の格差 

また、ブラジルの教育制度での問題点として挙げられるのは、私立学校と公立学校にあ

る大きな教育格差である。学力面においてこの差は顕著であり、例えば 2012 年の国立高校

試験（ＥＮＥＭ）ベストスコア 1000 人中、公立学校在学の生徒はわずか 74 人に留まった。

また、このテストは学校間の序列がよくわかるようになっており、トップ 100 校は毎年発

表され、そのうち公立校は 10％ほどである。2010 年には私立高校がトップ３を占めた。 

さらに、2009 年の PISA（国際学力調査）の結果、私立の平均点 519 点、公立の平均点

389 点と 100 点以上の差が開いているということがあった。この理由は様々だが、第一章

でも述べたようにやはり公立学校の教育の質の低さが挙げられる。一方で私立校は教師に

対する給与が高く、教育水準も高レベルに達しているところが多いものの、公立校と異な

り、学費が高額である。そのため、富裕層のみが私立校の高い教育を受けることができ、

所得格差・教育格差固定の原因となっている。また、初中等学校同様、大学も公立は一切

の学費等が無料だが、ハイレベルゆえ公立高校からの進学は難しく、その多くは私立高校

から進学する富裕層の子弟になるという矛盾が生じている。 

以上のように、ブラジル教育において、初等、中等教育の基本的運営や学習サイクル及

び質、そして公立学校と私立学校の格差が大きな問題があると言える。 

章、第 3 章、第 4 章) 2.平均得点の国際比較(本文第 2 章、第 3 章、第 4  

図表２１ ブラジル教育の段階別就学率 

 

 

 

 

 



 
 

 

＜資料＞江原・山口（2012）を基に筆者作成。 

第５章 政策提言 

第１節 学習指導要領の導入 

 ここまでで述べたように、ブラジル教育には様々な問題があることが分かった。数ある

問題の中でとりわけ重要なのは、初等教育の就学率が比較的高いにもかかわらず、中等教

育、高等教育と上がっていくにつれて格段に就学率が減少していることである。その他も

公立学校と私立学校の格差が大きな問題である。 

また教育分野において初等教育が生産性を向上させるためには有用性の高い方法である

ということは世界銀行の調査によっても明らかにされている。例えば、初等教育を４年間

受けた農民は初等教育を受けていない農民に対して平均 8.7％以上の農業生産性の向上が

見られた。 

以上の点を踏まえ、我々は二つの政策提言を行うこととする 

本稿において、ブラジル教育における政策提言の一つ目は、学習指導要領の導入である。

第４章で述べたように、ブラジル教育には様々な問題点がある。数ある問題点の中でも、

とりわけ重要なのは、初等・中等教育における教育の質であることがわかるだろう。ブラ

ジルの初等・中等教育において、教師の質にも問題はあるが、主に教育システム、学校運

営、教育内容の充実化が課題である。 

ブラジルの教育課程をみると、初等・中等教育のカリキュラムは、ある程度決められて

いるものの、国が統一的に定めているものではなく、とても充実しているとは言い難い。

それゆえ、第４章で述べたような、公立学校と私立学校との格差が生じるなど様々な問題

が起きている。一方で、日本の教育制度は、他国と比較しても非常に充実していることが

明らかであり、その理由はいくつか挙げられるが、その一つとして、やはり学習指導要領

が充実していることがあると考えられる。こうした点から、本稿では、ブラジルの教育課

程の編成、そして教育指導体制の充実化に日本の学習指導要領を活用できればいいのでは

ないかと考察した。 

「資料 2 南米諸国との国際教育協力に関する審議のまとめ（案）」（文部科学省）による

と、これまでに中米において教育課程の編成に協力して、実績を残した事例があるという



ことが述べられている。その事例とは、中米の教育協力という形でホンジュラスのもとに

ある組織と JICA が長期期間協力して教科書や教員用指導書を整備する等して算数教育の

レベルを高めたという実績である。 

このように、今度は日本学指導要領の優良さを生かして、ブラジル教育の底上げに貢献

できればよいと考えている。第４章の PISA のデータからブラジルは、基本科目ほぼすべて

において改善が必要であると考えられるので、日本の学習指導要領を参考にすることによ

って、まず、国語、数学、理科などの基本科目の学力向上を図ることを考えたい。そのほ

かにも、日本の学習指導要領の優れた点をいくつか参考にしたいと考えている。たとえば、

係・当番制などである。日本の学校には、掃除当番や、給食当番など様々な係や当番制が

ある。こういった係や当番というのはブラジルにはない。そもそもブラジルには教室を生

徒が掃除するという概念がない。そこで、これらを上手に取り入れることによって、若い

うちからチームワークを覚え、責任を持って行動する能力が養われるのではないかと考察

した。また、生徒たちが将来労働する上でもこうした力は生かされ、企業において生産性

の向上にもつながると考えられ、結果的にはブラジルの経済発展に貢献する可能性を秘め

ているのではないかと考えた。こうした団体行動の規範教育を日本のように行うことに関

しては、あくまで推察の域を脱しないが、実際にブラジルでは日系ブラジル人がこうした

教育を行ったところ、教育レベルの高い大学への進学をしたとの報告もされており、導入

の余地は大いにあるのではないだろうか 

これらは、日本の教育制度の優位点のほんの一例であるが、このようにカリキュラムの

充実化などで、基礎学力の向上に加えて、さまざまな点を取り入れて教育体制を整えてい

けばよいのではないだろうか。 

第２節 国定教科書の導入 

 ブラジル教育における政策提言の二つ目は、国定教科書の導入である。ブラジル教育の

問題点には、国が定めた教科書がないということもある。これにより、それぞれの学校で

使われる教科書にばらつきができ、さらには国のお墨付きがないので、教科書の水準が低

く、決して充実しているものが多くないと予想される。 

我々は、第１節で述べたようにまずは、しっかりと国が定めた学習指導要領に沿って教

育制度を作り上げ、そして、国で統一された教科書を使うことによって、基礎学力の向上、

そして学力の均一化が図られ、教育格差是正に繋がり、経済格差是正にも影響すると考え

ている。 

また、本稿ではとりわけ算数や数学の国定教科書の導入に日本が協力するというのが最

も適していると考える。第４章で述べたように、2012 年度 OECD 生徒の学習到達度調査



（PISA）においてブラジルは OECD 諸国６５ヶ国中、数学的リテラシーで 58 位、科学的

リテラシーで 59 位と散々な結果を残している。また、初等教育４年生、８年生、及び中等

３年生に対して行われている、国による基礎教育の評価テスト(SAEB, Sistema Nacional 

de Avaliação de Educação Básica) の 2003 年度報告書によれば、数学に関して、非常に危

機的なレベル、すなわち問題に含まれている基本的な足し算引き算が出来ず、単純な図形

の名前も知らないという段階の生徒が 12.5％、危機的なレベル、すなわち簡単な足し算引

き算と最もシンプルな図形の名を言うことが出来るという段階の生徒が 39.8％であり、そ

の合計は 52.3％となる3。 

これらの調査結果は，小学校４年生の半分以上が、ふさわしいと思われる学習レベルに

達していないということを示している。こうした点から、やはり初等・中等教育の算数、

数学のレベルを上げる必要があるのは間違いない。 

さらに、第３章で示されたように、数学的リテラシーと一人当たり GDP には相関関係が

見られ、数学的リテラシーが高いと一人当たり GDP も高いという関係がある。つまり、算

数や数学という科目は経済格差や経済成長にも影響を与えると考えられ、非常に重要な科

目である。 

 さらに、実は日本の協力による海外での算数国定教科書の導入には、これまでに実績が

ある。2005 年に日本を訪問したグアテマラのアセーニャ教育大臣が、日本の小学校におけ

る優れた算数教育を目の当たりにして、是非、グアテマラでも日本のような算数教育を 2007

年から導入したいと新たな算数国定教科書の導入を実現した。日本がグアテマラ政府に協

力して作成した新しい小学算数教科書は、たくさんの挿絵があり、子供たちが楽しく、理

解できるよう工夫されていた。さらには、紀元前からグアテマラなどで栄えたマヤ文明で

使用されたマヤ数字が、併せて教えられていたりと、グアテマラ教育省の要望にも応えて

いる。そして、最も重要である導入の効果としては、2008 年に国内で実施された算数能力

比較試験では、モデル小学校 20 校と新教科書を使用していなかった小学校との双方で実施

された試験結果、学年別平均点数が、2 倍以上の開きがあり、新教科書が算数能力を高める

画期的な内容であったことが確認された。 

 こうした実績や理由から、ブラジルの初等・中等教育において算数、数学の国定教科書

の導入に日本が協力することを提言する。 

 ブラジルはこれまで述べてきたように、人材育成を基盤とした国作りが課題となってお

り、初等中等教育段階、高等教育段階等、様々な面での我が国からの協力が期待されてい

る。また、ブラジルには日系人が多くいることから親日派も多く、さらには 2012 年時点で、

                                                   
3 これら数値については、江原(2002)、毛利（2014）などに依拠している。 



南米諸国内における対日輸出は 9587 億円と第一位である。こうした友好関係の維持、強化

には双方にとって様々なメリットが期待され、これを推進していくことは極めて重要であ

ると考えられる。 

我々は、上記の政策提言により、ブラジルの教育格差が是正され、それに伴い所得格差、

経済格差も是正され、そしてブラジルの経済成長に寄与することを望んでいる。そして経

済成長に伴い、ブラジルの日本誘致や日系現地企業のより大きな発展のために長期的なパ

ートナーシップを構築できればよいと考えている。また、ブラジルの高等教育就学率の普

遍化が見られたならば、今度は高等教育機関向けに、科学技術協力を通じた人材育成もよ

り実現性の高い施策として効力を発揮できる可能性があるのではないだろうか。 

 また、国際教育協力を進めることにより、ブラジルとの互恵関係の構築、充実化を目指

すとともに、国際社会における日本のプレゼンスの強化、そして信頼度の向上につながれ

ば、さらなる他国との互恵関係を構築できるのではないだろうか。 
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