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はじめに

　中南米諸国はイベリア半島から共通の言語や宗教を受け継ぎ、

１９世紀の初期のほぼ同時期に相次いで独立を果たした。程度や時

期の違いはありつつも、自由主義と保守主義の間で激しい争いを経

験しながら少数寡頭支配による国家体制を築き２０世紀に至り、人

民革命やポピュリズムを経て、第二次大戦以降は近代化にとり組

んでいるというほぼ共通する歴史を有している。教育に関しては、

１９６０年代以降、あらゆる段階で就学率の急速な拡大を見ている

ことや、留年や落第、中途退学率の高さという共通の問題を抱えて

いることも類似している。　

　一方、ここ数十年を経て、中南米諸国のみならず、世界の発展途

上国においては教育への関心が高まり、特に１９９０年のタイはジ

ョムティエンにおける「万人のための教育世界会議」以降、基礎教

育の普及、就学率の男女格差の是正、成人識字率の半減などが様々

な国際会議での合意となっている。こうした潮流の中で、中南米諸

国の多くが教育改革にとり組み、その一環として１９８０～９０年

代に、相次いで教育基本法を改定した。この事象及びそれらの教育

法は比較教育学上の興味ある題材である。

　本論においては、中南米諸国の中でも地域的に近接し、基礎教育

普及の点で課題を抱え、かつ比較的先住民人口の割合が高いという

点で共通点を有するアンデス山地周辺の４カ国、及びそこに隣接し
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たブラジルの教育基本法を取り上げ、類似点と相違点を比較し、比

較教育研究における有用性を検討することを目的とする。

一　教育基本法比較の根拠と方法

　今日にもあてはまることだが１９６０年代からすでに、世界的に

類似した教育政策が採用され、それが法律的意図に表れていること

が指摘されている (1)。交流の深まる世界の中で教育事象間の類似性

と相違性の発見にとどまらず共通性や一般普遍性の探究を重視する

方向が比較教育研究に生じているという (2)。しかし、比較は決して一

度きりの過程ではなく、一般性を見る仕方である「一般化」と特殊性

を発見する「差異化」の連続によって認識が行われるのである (3)。

　教育基本法は、教育の原則と目的、教育制度の構成、制度の運営

に関わる権限の配分、教育課程の決定と実施、教員養成など、当該

国の教育制度の基本的枠組みを定める。法律と現実との乖離という

実状はどの国にも見られるとしても、一国の法体系及び制度の中で

教育の位置づけを定める教育基本法は、教育制度を国単位で分析す

るときの「出発点」となるのではないか。

　筆者はラテンアメリカの教育基本法を比較教育の観点から考察す

ることは次の二つの点で正当性があると考える。まず第一は、教育

法規自体の性質である。教育法規は経済関係法などと同様に極めて

国別の事情を強く反映する性質がある。かつ、刑法や民法などと異

なり、フランス法、ドイツ法、イギリス慣習法といった法系列的観

点からの分類はなじまないため、むしろ教育分野からの研究の対象

であると考えられている (4)。第二に、ラテンアメリカにおいて憲法

は、実効規定と言うよりも、むしろ今後達成したい目標などを提示

する理念規定的な性質を持っている点があげられ (5)、この特徴は、

教育法規の中にも現れている。

　このような点から、ラテンアメリカ諸国の教育基本法がどのよう
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な性質と内容を持ち、教育を比較する上でどのように役立つかを探

るのが本論の目的である。

　スミスは冷戦後、開発戦略が世界的に共通化してきた背景により

比較及び数量化という研究方法への関心が増したと述べ、ラテンア

メリカ研究における比較アプローチの有効な方法としてティリーの

目的別分類とプルツェウォルスキとテーヌの方法別分類を組み合わ

せた方法を提唱している (6)。それによれば、比較分析は目的別に４

つに分類される。

１．個別化比較（個別事例の特異性の把握）

２．一般化比較（各事例が従っている同じ規則の発見）

３．変数発見比較（各事例のシステムの違いを検証して現象の強度

や性質に関する変異の原則を発見する）

４．包括比較（各事例の性質を、システム全体に対する様々な関係

の機能として説明し、同システムの中に事例を位置づける）

　また比較の方法別には最類似システム (most-similar-system, MSS)

比較と最相違システム (most-different-system, MDS)比較という２

つが挙げられる。前者は似通ったシステム同士で共通変数を除くこ

とにより、違いを説明する要因を見つけだすアプローチであり、後

者は異なったシステムを同じような事象や結果に導いていると考え

られる共通変数を見つけだすアプローチである。

　スミスはラテ

ンアメリカ域内

の各国の比較には

MSS アプローチ

が、ラテンアメリ

カとアジアのよう

な地域間比較には

MDS アプローチ

表１ 最類似システム（ＭＳＳ）と最相違システム（MDS）の違い
MSS アプローチ MDS アプローチ
事例１ 事例２ 事例１ 事例２

変数１ a a a b
変数２ b b c d
変数３ c c e f
変数Ｘ x1 x2 x3 x3
変数Ｙ y1 y2 y3 y3

x1≠x2, y1≠y2, x3＝x3, y3＝y3.
出典：Smith,P.H.,p.5.



（48）

が有効であると述べ、これらの違いを表１のように整理している。

さらに表２で、比較の目的によって有効なアプローチを組み合わせ

る方法と適合しやすい統計的方法を提示した。

　今回取り上げる南米五カ国は、歴史と文化を共有するラテンアメ

リカのなかでも地域的に一定の範囲内にある。またブラジルが連邦

制をとり、他の４カ国は基本的に単一の行政制度の元にあるという

違いはあるものの、これら５カ国は多くの点で共通点を有している。

このことから、スミスの示唆するアプローチに沿い、個別化を目的

とする第一次比較として MSSアプローチに基づき各事例の違いを

探ることを試みる。即ち似通った事例群であるという前提の上で、

教育法の内容を順次検討し、特に違いが見られる部分に注目する。

二　ラテンアメリカ諸国の教育基本法

　５つの国々はいずれもかつて軍政を経験したが、現在は立憲共和

制に基づき、大統領を頂く行政制度と国会を持つ立法制度、司法制

度が三権分立を保つ民主的近代国家の体制をとっている (7)。

　教育基本法は、法体系においては憲法の下位に位置し、憲法に定

められた国民の権利を実現するために、教育に関わる最高法規とし

て一般に教育の原則と目的、及び各制度の役割と関連する規則を定

めている。

表２　分析戦略と方法的アプローチ
概念上の目的

分析モード 個別化比較 変数発見比較 一般化比較 包括比較
第一次比較戦略 ＭＳＳ ＭＳＳ ＭＤＳ Ｇｌｏｂａｌ
第二次比較戦略 ＭＤＳ ＭＤＳ ＭＳＳ ＭＤＳ，ＭＳＳ

有効な統計技術 個別スコア 変数回帰分析等
回帰分析、
時系列分析

ネットワーク
分析

出典：Smith, P.H., p.7
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　（１）憲法の規定における共通点と相違点（8）

　憲法における教育の規定はどの国も大変類似している。国民の教

育を受ける権利と国がそれを提供する義務、公立学校の無償、教授

の自由、思想信条の自由、科学技術の振興、高等教育の振興などは

これら五カ国の全ての憲法に盛り込まれている。このような原則以

外に、共通に見られる項目として非識字の根絶、国家予算中に教育

支出の占める割合などを憲法に掲げている（表３）。

表３　南米五カ国の憲法と教育法の内容
憲法の規定 教育法の規定

エクアドル

経済、社会、文化的権利の一つ。国民の権利で
あり国の義務。教育の目標。初等中等公立学
校の無償。世俗教育。教育の自由。生涯教育計
画の実行。地方分権化の促進。二言語教育の
保証。成果の公開。国家予算の最低限３０％
を教育に充当。教師の待遇の決定。高等教育。

１教育の原則と目的。２．教育制度の構造（全
体的構造。教育の無償性と義務性）。３．教育
制度の組織と管理（教育省の職権と義務。教
育国家評議会。教育省の組織。学生の指導と
福祉。教育監査。教育基盤。４．学校体制（学年
度、入学、評価）。５．教員及び管理従事者（国
家教育職、教育研究、教員養成と訓練・研修）。
６．財と財源。７．一般規定。

ペルー

教育の目的。教育の自由。子を教育する家庭
の義務と学校を選択する自由。科学技術の振
興は国の義務。公民教育、憲法と人権の教授
の義務。宗教教育と良心の自由。メディアの
国への協力の義務。教師の待遇。アイデンテ
ィティを尊重する教育への国民の権利。教育
機関設置の自由。地方分権化の促進。国が教
育政策決定、教育課程の決定、学校について
の規定、監視を行う。教育は国の義務。義務教
育。公教育の無償。私立教育への補助。非識字
の根絶。二言語異文化間教育の促進。国家統
合の促進。高等教育。

１．教育の基本、教育の諸行為者、教育の内
容、経済及び財源と教育における税制面経
済面の特典、２．教師、３．教育の概要、初期教
育、初等教育、中等教育、高等教育、特殊教育、
職業教育、遠隔教育、入学・評価・認証、共同
体教育、４．教育の発展（教育における研究、
実験と科学技術、学習の計画とプログラム）。
５．教育機関及び教育プログラム。６．教育に
おける市及び地域行政府の役割。７．教育制
度の運営。８．移行規定及び特別規定。

ボリビア

教育を受け、文化を獲得する権利。少なくと
も初等教育までを受ける義務。未成年の子ど
もを養育し教育する義務。教育は国の役割。
国の保護観察下の教授の自由。公立学校の無
償、初等教育の義務。経済開発と国の主権確
立に向けての職業教育と専門技術教育の推
進。貧困学生への援助。私立学校の監督。高等
教育以外の教育は教育法により運営される。
大学の自治。大学への国の認可と補助。全段
階において教育は国の監察下にある。国によ
るローマ・カトリック教の公認と支持。信教
の自由。カトリック教会との関係は国とバチ
カンとの協定による。

１．ボリビア教育の目的。２．国民教育制度に
ついて（教育制度の目的、国民教育制度、住民
参加の枠組み、教育課程編成の枠組み、就学
前・初等・中等レベルの正規教育、高等教育段
階、オルタナティブ教育、教育課程行政の枠
組み、教授技術サービス及び資源の運営管理
の枠組み、就学前・初等・中等教育段階及びオ
ルタナティブ教育の財政、高等教育段階の財
政）。３．一般規定（一般規定、移行規定）。
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パラグアイ

地域文化を尊重した教育を受ける権利。教育
の目的。非識字の根絶と労働への準備。学習
する権利と平等。教育する自由。宗教教育を
受ける権利と思想の自由の保証。教育は、家
庭、市、国が行う。貧困層に対する国からの食
事と学用品の支給。義務教育。公立学校の無
償。教育の振興。教育制度の構築は国の責任。
母語による教育開始。二つの公用語のどちら
かによる教育。技術教育の振興。高等教育。奨
学金や各種支援。

１．教育の権利と国の責務。２．一般原則。３．
普通教育制度。４．特別規定教育（芸術教育、
外国語による教育と他の民族集団の教育）。
５．教育の種類（普通基礎教育と生涯教育、
各民族集団に対する教育、農民及び農村教
育、特殊教育、社会的リハビリ及び中毒予防
教育、軍事教育と警察教育、宗教聖職者の教
育）。６．国民教育制度の組織及び運営。７．学
校制度。８．教育関係諸団体の成員。９．教育
施設。１０．教育の資金調達。１１．経過及び
補足措置。

ブラジル

教育は国民の権利で国と家庭の義務。教育の
目的と原則。大学の自治。国は義務教育、無償
の中等教育、特殊教育、幼児教育、夜間教育、
能力を伸ばす教育、各種支援を保障する。私
立教育。宗教教育の義務、ポルトガル語によ
る義務教育の義務。連邦、州、連邦区、市の役
割。予算のうち、連邦は１８％、州、連邦区、市
は２５％を教育に振り向ける。資金配分の原
則。非識字の根絶、普遍的就学、質の向上、労
働への準備、科学技術と人文諸学の振興を目
標とする複数年の全国教育計画を策定する。

１．教育。２．教育の原則と目的。３．教育を受
ける権利及び教育する義務（国の義務、義務
不履行を訴える国民の権利、州・市・父母また
は後見人の義務）。４．国民教育の組織（連邦、
州、市・教育機関・教師の責務、公立機関の管
理、私立教育機関）。５．教育の段階と形態、
学校段階の構成、基礎教育（一般規定、幼児教
育、初等教育、中等教育、青年と成人の教育）、
専門教育、高等教育、特殊教育。６．教育専門
職。７．財源。８．一般規定。９．移行規定。

出典：筆者作成

　大きな違いは連邦制をとるブラジルとそれ以外の国々との違い

である。ブラジルは国家としての教育の指針を基本法で定めている

が、連邦、州、連邦区、市のそれぞれの政府がそれぞれ独自の教育

制度として、管理運営を行う仕組みになっている。他の国々では地

方分権化の促進を謳いつつも、国が教育政策、教育課程の決定、教

育管理運営の権限を有し、その実施を下位のシステムに委譲してい

る。

　また、ブラジルのみが義務教育段階での教授言語をポルトガル語

と定めているが、他の３カ国は二言語教育（エクアドル、ペルー、

パラグアイ）の促進、ないし保障を憲法で定めている。ボリビアの

憲法はこの点に関して規定していない。

　他に違いが見られるのは、宗教教育の扱いであり、エクアドル

では公立学校教育は世俗的と定められているが、その他の国々では

国民の信教の自由を認めた上で宗教教育を権利ないし義務としてい

る。ボリビアは憲法では、ローマ・カトリック教を国教と定めてい
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る。

　（２）教育基本法の共通点と相違点 (9)

　１．教育基本法が定める範囲とその特徴

　教育基本法は日本の場合、わずか１１条からなる、教育の目的、

方針、原則の言明である。学校教育については学校教育法、学校教

育法施行規則が学校の設置や運営に関わる実際的な規定を行い、社

会教育法が「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主と

して青少年や成人に対して行われる組織的教育活動」である社会教

育について定めている。

　しかし、南米諸国の場合は、教育基本法がその三者の役割を兼ね

備えている。そのため、構成上必ず、巻頭に教育の原則と目的、教

育の定義、教育の権利などを定め、以下、教育制度に関わる規定を

細かく行い、その中には社会教育に相当する規定も含まれている

のが通例である。また特徴は大学の扱いである。大学はブラジルの

教育法を除いて他の４カ国の教育法では高等教育の定義、大学の役

割、設置や認可の権限を持つといった言及のみである。大学に関し

ては高等教育法、特別法など別の法律によって規定されている。

　もう一つの特徴として、目標、理念、などを表す記述が多い。そ

れは先に述べた三法の役割を併せ持つ点からも理念が提示されるの

は当然であるが、現実に課題とされている事柄を目標に掲げる点、

国民意識、アイデンティティ、文化的アイデンティティ、真正性、

など必ずしも法律用語的でない用語も見受けられる。（表３）。

　２．教育の目的と原則

　教育の目的や原則を眺めてみると、民主主義、教育の権利と義務、

教授の自由、教育機会の均等、公立学校の無償、人格の発達、教育

の質の向上、文化的自然的遺産の保護、など普遍的な価値を求める

項目はいずれの国にも見られる。これ以外に目を引くのは、国民性

（ペルー、３条）、国民意識（エクアドル２条、ボリビア１条）、文
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化的（国民的）アイデンティティ（エクアドル３条、ペルー５条、

パラグアイ１０条、ボリビア２条）の強化や維持、思想や教育観の

多元主義（ボリビア１条、パラグアイ１０条、ブラジル２条）、労

働への方向づけ（パラグアイ１０条、ブラジル１条、ボリビア２条）、

学校外経験の評価（ブラジル１条）、国の課題や低開発に取り組む

力（エクアドル３条、ボリビア１条）、進歩のための文化や科学（ペ

ルー３条）といった目的や原則である。これらから、各国の教育基

本法では、個人の発達、教育の価値をめぐる規定以外に、言外の目

的として各人の文化的相違を基礎にしつつ（多元主義）も、国民と

してのアイデンティティを高め、労働の意欲と能力を身につける教

育を行い、国の開発上の課題に取り組む人間を育てることが目指さ

れていると思われる。発展途上諸国の開発志向の中で、教育は普遍

的な価値だけでなく、国家を統合し、その進歩、発展へ向けて良き

労働力、人材たる個人を育てる重要な手段と捉えられていると理解

できる。

　３．教育省と教育行政制度

　エクアドルでは教育省は教育政策の策定、計画やプログラムの実

行と監視、教育機関の認可や閉鎖を行う（第２４条）。県の教育局

は中等レベルまでの県内の教育活動における教育制度の運営、適用

の責任を有している（第２９条）が、教育政策や学校運営の面での

方策を独自に策定する権限はない。国にはまた教育国家評議会が組

織され、教育政策に関して教育大臣に対して助言や答申を行う（第

２５条）。ペルーでも教育省の権限は上記とほぼ同様であり、教育

計画の策定、実行、監督、教育機関の設立認可、教員養成の基準設

定や研修などを行う（第１２条）。教育活動の実施は省の所轄機関

が行う（第１３条）市は就学前の初期教育、初等教育機関の運営、

監視を行う（第１１６条）。国の教育政策については所見を述べる

国家教育評議会が設置される（１２６条）。
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　パラグアイは教育文化省の下に教育副省と文化副省が設けられて

いる。教育文化省が教育政策を策定、国民教育制度の管理・運営の

責任を負い（９０条）、教育副省がその実施と管理、教育サービス

の調整や奨励という役割を負っている（１０３条）。同様に国家教

育文化評議会が設けられているが（９５条）、エクアドルやペルー

の場合よりも、直接政策決定や実施、調整に関わる（９２条）。

　ボリビアでは、教育スポーツ文化省を頂点として教育課程を実施

するレベルが下に委譲される仕組みである。国レベルでは全国教育

評議会と先住民族教育評議会、県レベルでは県教育評議会、市町村

にも教育評議会が設けられ、学校群、学校にも委員会が設けられて

いる（６条）体制は住民参加と呼ばれるが、その役割には政策決定

や独自の教育課程の編成は含まれておらず、むしろ「社会的監視に

よる不正行為の排除（５条）」に主眼があると見られる。他に主に

高等教育機関の質の認定や評価を行うシステムと、これを運営する

専門機関としての評議会を設けている（２１条）。

　これら４カ国のうち、エクアドル以外は地方分権化の促進を教育

基本法に明記しているが、４カ国とも行政の権限は中央から下に下

ろされ、下位レベルでの政策決定権限が限られていることから、実

質的な進展はまだ大きくないと見られる。

　ブラジルは、連邦レベルでは国家教育計画の策定、州や連邦特別

区、市への財政的技術的支援、共通のカリキュラム指針の設定、各

段階の教育成果の評価、大学・大学院課程の基準設定、高等教育機

関の許可や監督などを任務とする（９条）。各州と市は管轄範囲に

おいて教育政策を策定し、教育制度を維持展開して教育計画を実施

することとなっている（１０，１１条）。教育評議会が連邦レベルで

設けられる（９条）。

　ブラジルは教育制度の連邦、州、連邦区、市それぞれの段階での

権限が基本法に明記され、既に分権化は進んでいる。しかし教育基
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本法では連邦レベルで共通のカリキュラム基準を設ける一方（２６

条）で、各教育機関に教育の構成形態（年単位、セメスター単位、

複学年集団など）の裁量を許し、生徒の分類や進級に関しても当該

学校の評価基準での生徒分類を認めるなど一層の自由の拡大という

方法を採っており、統一化と分権化の両方の傾向が同時進行してい

る（２３条）。

　４．学校制度

　初等教育就学前の教育は幼児教育、初期教育等と呼ばれるが、入

学前の１年を基礎学校教育に含める国（パラグアイ、２９条。義務

ではない）、その１年を「就学前教育」として国が提供することを

義務づける国（ボリビア、１０条）がある。

　初等教育はエクアドル、ペルー、パラグアイは６年間であり、ボ

リビア、ブラジルでは８年間である。これに続く中等教育は、エク

アドルとパラグアイが６年、ペルーが５年、ボリビアが４年、ブラ

ジルが３から４年である。ここをもう少し詳しく見ると、エクアド

ル、パラグアイは初等中等教育の構成が全く同じである。小学校６

年に続き、基礎サイクルと呼ばれる前期中等課程が３年、専門によ

って分かれる多様化サイクルと称する後期中等課程が３年間となっ

ている。ペルーはこれらと似通っているが、中等段階が５年であり、

前期中等段階部分が２年間となっている点が異なっている。ボリビ

アは、ブラジルと同様８年間の初等教育で見かけは似ているが、ボ

リビアは８年間を５年と３年に分け、その３年は前期３カ国の基礎

サイクルに相当する発想であった。ブラジルのみが元々初等教育４

年である点で他の国々とは異なっている。義務教育はペルーで６年

間、エクアドル、パラグアイで９年間、ボリビア、ブラジルで８年

間となっている (10)。

　スペイン語圏４カ国では、後期中等段階におけるコース分化は、

基本的に完成教育を意図している。科学、人文科学、商業、技術、
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芸術、職業など国により種々の名称が付けられているコースを修

了すると、そのコースの名前を関したバチイェール (bachiller, 高校

卒業者 )の資格を授与される。ブラジルでは、後期中等教育段階ま

でを将来的に義務教育とする希望が基本法内に明記されており、普

通教育が念頭に置かれている。後期中等教育での職業教育はかつて

７０年代に全ての中等教育修了者が何らかの技能教育を履修するよ

う奨励されていたが、８０年代には有名無実化し、現在では職業技

術教育は別学校として独立するか、３カ年修了後に別課程として習

得するよう改革を進めている (11)。

　５．学校外教育－補償教育の扱いを中心に

　義務教育を受ける機会がなかったり、または修了していない青少

年や成人のための教育は、ラテンアメリカ諸国の教育制度の中で大

きな位置を占めている。

　エクアドルでは、学校外教育とは、公または民間による教育学習

の特別プログラムにより教育、文化、職業上の向上を目指すもので

ある。「補償教育」はその一部であって、正規の学校教育に入学で

きなかったり、修了できなかった青少年や成人に普通教育や職業教

育の機会を与える教育であるが、その他に保健や住居、生産など

に関わる共同体開発プロジェクトにおける民衆教育を意味している

場合もあり (12)、このように補償教育は学校教育と学校外教育双方

にまたがる分野である。基本法の中には補償教育という言葉はない

が、教育法施行規則で担当機関が定められている (13)。

　ペルーでは６歳から４０歳までの未成年、成人は初等教育を受け

る義務があると規定されている（４条）。成人のための初等教育と

中等教育が基本法の条文中に明記され（４２，５４条）、それらは識

字教育、職業教育、遠隔教育の中でも行われることが述べられてい

る。識字教育は「特に１５歳以上４０歳までの人々の成人教育の一

部」とされ、様々な機会を捉えて識字教育が行われるべきことが謳
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われている（４４条）。職業教育は青年と成人を対象とし、前段階

の教育を必要としない職業教育機関の他、労働省の職業訓練、企業

内での訓練によって行われる（７１条）。遠隔教育は「教育制度の

活動の補完」のための手段と考えられている（８０条）。

　ボリビアでは、学校以外で与えられる教育は「オルタナティブ

教育」と規定され、成人教育、生涯教育、特殊教育から構成される

（２４，２５条）。成人教育は学校教育の各段階の修了を柔軟な形で

追求するものであり（２６条）、生涯教育はコミュニティ教育や通信

制教育、教育活動へのコミュニティサービスを意味する（２７条）。

子ども、青年、成人に対する特殊教育も生涯教育の分野に含まれる

（２８条）。

　パラグアイでは、学校外教育は教育文化省の直接の事業として、

ないしは同省の支援を受けて他機関により行われるが、職業訓練プ

ログラム、学問的教育のプログラム、学校教育の補完・向上に役立

つ教科教育を実施する（５７，５８条）。遠隔教育は学校教育に就学

できない人々に教育機会を拡大する（５９条）ものとされる。

　ブラジルの場合、初中等教育へ就学しなかった、または就学継続

ができなかった人々を対象とする教育は基本法において「青年と成

人の教育」と呼ばれる（３７，３８条）。そのために各教育段階にお

いて補習的な課程と試験の制度が作られており、その目的は学校教

育の資格取得、学校教育への統合である。公立学校だけでなく、民

間セクターもそうした制度にのっとり識字教育から補習教育、中等

教育に至る学校教育補完の役割をも果たしていることはブラジルの

特徴である (14)。

　この分野の教育はその概念、位置づけ、担当機関、実施される形

態、学校教育との関係、などが極めて多様であり、今後一層の研究

が必要である。

　６．言語教育
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　中南米諸国は国内に言語や文化を異にする様々な集団を擁する場

合が多い。とはいえ、人口の多数派はメスティーソ（混血）である

こと、スペイン語とグアラニ語双方が国民に広く話されているパラ

グアイを除き、スペイン語ないしポルトガル語が実質的な唯一の標

準語とされていること、宗教的には圧倒的にカトリックであるこ

と、などから文化的には一元化されてきた歴史があり（15）、その国

の国民であることを優先する文化的あり方から、大規模な民族的な

争いは比較的少ないと考えられてきた。しかし、近年の世界的な「民

族」の活性化はこの地域の国々にも教授言語、言語教育のあり方の

再規定を迫っている。

　エクアドルは、スペイン語話者を対象とする国民教育制度の一

部として先住民を対象とする異文化間二言語教育制度が作られてい

る。しかし、これら二つは共に学校教育と学校外教育という下位制

度を有することになっており、スペイン語による教育制度と先住民

言語による教育制度とが併立している。すなわち教育省の中には先

住民が自分たち自身の教育の政策決定、カリキュラム決定、学校運

営などを行うための分権的組織が作られており、その傘下にある学

校は実際の学校運営においても一般の学校といろいろな面で異なる

という１つのシステムを作っている (16)。

　ペルーでは、スペイン語を使用言語としない地域での初等教育

は、先住民言語で教育を開始し次第にスペイン語に代替すると規

定されている（４０条）。識字教育に関しては、母語による識字教

育を優先させ、漸進的にスペイン語化すると定められている（４５

条）。基本法の第４条には先住民言語が優勢な地域や集団に対して

優先的な対策をとることが謳われており、第５条には現存する諸言

語の知識・学習を奨励すると書かれている。しかし、エクアドルの

場合と異なり先住民が自ら政策決定権を握り、活動できるようなシ

ステムは基本法上には現れていない。コミュニティ教育においても
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その目的は、国家の価値の維持、国家統合への貢献を第一としてお

り（９７条）、これらから既存のペルー社会への同化を第一として

いる体制と考えられる。

　ボリビアの教育法典を改めた教育改革法は、原則としては、ボリ

ビア教育を多文化的、二言語的な教育と規定し、文化的地域的な多

彩さを基にした国民的アイデンティティの強化を謳っている（１、

２条）。学校教育とオルタナティブ教育双方においてモノリンガル

方式（スペイン語による教育）バイリンガル方式（第一言語を先住

民言語とし、第二言語をスペイン語とする教育）が存在することも

明記しており（９条）、先住民族教育評議会も設置されている。し

かし、バイリンガル方式の形態や国の関与について具体的な言及が

なく、先住民の言語や文化についても独立して扱った項目や条文は

見られない。このことから実質的にはスペイン語社会への統合を目

指していると考えられる。

　パラグアイでは、二つの公用語（スペイン語とグアラニ語）の習

得が教育制度の目的として掲げられており（９条）、各人の文化的

アイデンティティの尊重及び全ての文化の尊重という原則が明記さ

れている（１０条）。学校教育開始時から教育は生徒の「公用母語」

すなわちスペイン語かグアラニ語によって行われ、もう一方の言語

は第二言語として同時に教授が開始される（３１条）。異文化を有

する集団や共同体のための「各民族集団に対する教育」は、独自の

文化価値を尊重してアイデンティティを強化し、パラグアイ社会へ

の統合の過程を確固たるものとすること（７７，７８条）とされ、

パラグアイ社会への統合が強調されている。

　ブラジルでは、通常の初等教育は憲法の規定通りポルトガル語で

行われるが、先住民共同体でのみ母語と独自の学習課程・方法の採

用が保障される（３２条）。先住民の教育に関しては、諸民族の歴

史的記憶の再獲得、民族アイデンティティの確立、先住民諸言語及
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び科学の尊重の機会を与え、ブラジル社会と他の先住民社会、先住

民以外の諸社会の科学技術的知識や情報へのアクセスを保障する

（７８条）とされ、連邦は各教育制度（州、市など）にそのための支

援を行う（７９条）と定めている。そのあり方は、先住民が居住す

る州及び市の施策に依存しているが、移民国家として抱えている他

の民族集団に比して例外的な扱いを享受している。

　中央集権的なスペイン語圏諸国ではエクアドルを除きスペイン語

社会のイニシアチブで先住民教育が行われている。ブラジルでは先

住民各集団の人口規模は小さく、各州や地域に分散し、居住形態や

文化的要因が非常に多様であるため、州ごと、言語集団ごとといっ

た一定の傾向を抽出することは難しい。

　７．宗教教育

　エクアドルでは公立学校教育は全ての段階において世俗的で無償

（２条）とされている。ペルーでは、信教の自由を認めた上で宗教

教育は教育過程全体を通じて行われること、国はカトリック教育に

協力することを定めている（１６条）。道徳教育及び公民教育もま

た義務であり、愛国心を育て、個人、家族、市民としての義務を果

たす能力を育成する目的で行われる（１５条）。

　ボリビアでは公立学校、非宗教的私立学校ではカトリックの宗教

教育が提供され、宗教的私立学校ではその信仰にあった宗教教育が

行われる。いずれにおいてもそれに合意できない場合は倫理道徳形

成科目に変えることができる（５７条）。

　パラグアイでは、憲法に宗教教育を受ける権利と思想の自由が

規定されている。しかし、教育基本法には宗教教育に関する規定は

ないが、学校単位で宗教教育を導入している。ブラジルも、憲法に

は宗教教育の義務が記されているが、教育基本法には特に規定はな

い。ブラジルの場合も学校ごとに宗教教育や公民教育を導入してい

る。
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　８．教員養成

　５カ国は全て、中等教育修了後（ボリビアの場合は修了１年前か

ら可能）の２から３年の教員養成機関で初等及び中等教員を養成し

ている。ブラジルではこの機関は法律上は記載されているがその数

は少なくなっている。また、エクアドルとブラジルでは、後期中等

教育段階の教育専門コースで、幼児教育と初等教育教員（低学年レ

ベル）の養成を行っている（エクアドル５９条、ブラジル６２条）。

　教員の人選や職務については、エクアドルは教員の職務と勤務上

の原則は別に定めているとの条文が付されているものの（５７条）、

教員の権利に関する規定は基本法には明記されていない。ペルーで

は教師は使命に応じた経済的社会的待遇を受ける権利があるとのみ

記されている（３０条）。これに対し、ボリビア、パラグアイ、ブ

ラジルの基本法においては、教員の技能向上のための研修時間の確

保（ブラジル６７条）、社会保障、教員組合への加入の権利（ボリ

ビア３９条、パラグアイ１３５条、）など、権利に関する規定が盛

り込まれている。

三　分析と考察

　上記の結果を類似した制度間でのバリエーションを探るＭＳＳ比

較という観点からまとめてみると次のようなことが言えよう。

　まずこれら５カ国は教育目的、理念、国家教育評議会の存在や教

員養成の方式などいくつもの共通性があることは事実である。しか

し、スペイン語圏諸国とブラジルとの間には行政構造の違いの他に

も、政策や理念の面で違いが見られ、下位集団として二つに分類す

ることも可能といえよう。（表４）
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表４　教育基本法の内容比較
エクアドル ペルー ボリビア パラグアイ ブラジル

基本法が大学を含む × × × × ○
中央集権的行政制度 ○ ○ ○ ○ ×
国家教育評議会 ○ ○ ○ ○ ○

学校制度 ６－６年 ６－５年 ８－４年 ６－６年 ８－３／
４年

中等教育のサイクル制 ○ ○ △ ○ ×
後期中等教育の職業化 ○ ○ ○ ○ ×

先住民言語政策
先住民
による
分権体制

スペイン
語化

二言語
教育

スペイン
語化

例外的
扱い

宗教教育 × ○ ○ ○ ○

教員養成 中 等・ 中
等後・大

中 等 後・
大

中 等 後・
大

中 等 後・
大

中 等・ 中
等後・大

教員の権利規定 × × ○ ○ ○
出典：筆者作成

　スペイン語圏４カ国は基本的に、中央集権的な一元的制度を形成

しているが (17)、ブラジルにおいては、学校制度は国内共通とはいえ、

連邦、州、連邦区、市をそれぞれ独自の教育制度と規定し、それぞ

れで政策決定を行う地方分権的な制度となっている。学校制度自体

にもスペイン語圏４カ国は共通性が高く、使われている教育行政的

用語自体までもしばしば同じである。また中等教育を職業別にコー

ス分けをするのが一般的なスペイン語圏に対し、ブラジルは、後期

中等教育までを普通教育化しようとしており、その段階までを将来

義務教育にする方向を明記している。

　未修学の青年や成人に対する教育にも違いが見られる。最もバリ

エーションの多い教育分野であるが、この分野を「学校外教育」「オ

ルタナティブ教育」「生涯教育」などと位置づけて国からＮＧＯに

至る様々な機関が参入し、学校への統合は目的の一部に過ぎない独

自の領域として扱うという点で、スペイン語圏諸国の取り組みは、

類似していると考えられる。これに対しブラジルの場合、様々な機

関の参入は上記諸国と共通するが、成人と青年のための教育と名付
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け、学校教育への統合をその主要な目的とする点が大きく異なる。

　これら学校外の教育実践については、その取り組み方は、当該国

の経済、産業構造、地理的条件、学校制度の普及度、問題の認知の

され方、当事者の発言力などによって異なっているのであり、各国

によって、概念的、方法的な違いが大きく出ている。さらに深い探

求が必要な分野といえよう。

　５カ国全部を通じて大きな違いが見られたのは次の分野である。

　スペイン語圏諸国が先住民割合の高さから二言語教育が国民の多

くに関わる問題であるのに対し、ブラジルでは教授言語の問題は少

数の先住民に限られ、特殊な分野として特例的措置の対象となって

いる。先住民自身に自治的権利を与えているエクアドル、スペイン

語社会への同化を目標としているペルーとボリビア、パラグアイな

どその違いは大きい。これには当該国で占める先住民の歴史的、社

会的、政治的地位や先住民言語の使用範囲などが大きく関係する。

　宗教教育は、先に述べたように、エクアドルのみが公立学校の世俗

教育を定め、他の国々は権利または義務としての宗教教育の実施を決

めているが、これは教会勢力と国家との歴史的関係に関わっている。

　このように教育基本法の比較におけるＭＳＳアプローチからは、

類似した国々の間における制度政策的な違いがあぶり出される。類

似性の生まれる背景をふまえたうえで、例えば、基本法に示されて

いる学校外教育の定義の違い、宗教教育の扱いの違いなどがなぜ生

まれるのかを分析することは興味深いテーマとなるだろう。

　次に、大きく異なるシステムの間で、政策的な共通点が見受けら

れる理由を探るＭＤＳアプローチを適用してみる。違いの目立つス

ペイン語圏諸国とブラジルとの間で同様の政策が言及されている例

としては、例えば非識字への取り組みがある。就学するのみならず

通学し続けるための条件整備を行うと定めている点において、ボリ

ビア、パラグアイ、ブラジルは一致している。また、専門職として
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の教員を謳い、その待遇の保障に関して特に規定しているのは９０

年代に制定されたボリビア、パラグアイ、ブラジルの基本法である。

このように類似の規定がほぼ同時期の年代の教育基本法に現れる背

景、また類似の政策をとる理由などが研究課題となりうる。先住民

の言語に関する規定が全ての国で存在して、多元主義への方向性を

見せている背景なども興味ある問題であろう。

　注意すべきことは、政策面のこうした共通性には、各国の間での

国際的な教育会議や国際協力機関で提起された政策方針が関係して

いると考えられる点である。例えば、通学し続けるための条件整備

という条文は、１９８０年代頃からこれまで、国際協力機関などで

ラテンアメリカの教育の大きな問題とされてきた留年や退学への対

応措置としての意味合いだと考えられる。また、教師の資質や待遇

が問題となっていたことも、専門職としての教師という主張や、権

利の保障に反映していると見られる。１９９０年代に公布されたボ

リビア、パラグアイ、ブラジルの教育法では、教員の権利が明記さ

れ、特にブラジルにおける勤務時間中の研修時間の保障などはその

一例である。またやはり９０年代に公布されたパラグアイとボリビ

アの教育法では男女の平等を教育法の中で謳っていることも、世界

的な趨勢の影響が考えられる。先住民言語への配慮も同様である。

これ以外にもボリビアの教育改革法は、「人的資源の形成」、「教育

の効率の向上」、「評価機関の設立」などを含んでいるが、これら

の点は世界銀行等の政策文書に見られる主張と明らかに共通点が

ある。制度や歴史の異なる各国においても共通の政策を持つように

なる要因の一つに国際的な教育開発の方針があることを裏付けてい

る。しかし、重要なのは、そうした同様の規定が如何なる施策によ

って裏付けられようとしているのか、施策の違いがどのような各国

の国情から生じてくるのかを探ることであり、そこに比較教育学を

研究する者にとっての課題があるといえよう。
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　もちろん、教育基本法のみでは、各国の教育事象すべてを理解す

ることができないのは当然である。しかし、ＭＳＳアプローチ、こ

れをふまえたＭＤＳアプローチの見方からは、教育基本法の内容を

検討し比較することで、各国の間にある教育の目標や理念の違い、

ないしは共通点を抽出することが出来、着目すべきテーマが浮かび

上がるということは確かである。

　これら５カ国の場合、各国の制度がかなり似通っていることが確

かめられ、また開発課題を実現するための教育の目的設定、理念規

範などに共通点が見られることが明らかとなった。同時に、学校外

教育、言語教育、宗教教育に理念的にも制度・政策的にも大きな違

いがあることが憲法、教育基本法上からも認められた。地域として

のその共通性の根源を探り、違いを如実に示す問題の原因を求めて

各国それぞれの歴史や社会、政治の在り方などを地域研究的に追求

することが、ラテンアメリカという地域の比較教育及び包括的理解

をする上での重要な課題であることを示している。以上から、教育

基本法の分析は、各国の教育比較をする上での第一次比較として有

用であると考えられる。
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The Comparison of Education Laws in Five South American Countries: 

Usefulness of Comparison

Summary

　　Latin American countries, having common languages and religion, have 

experienced the similar historical process and the expansion of educational 

system after WWII. Interest in education has grown in these decades, and 

several countries have amended their fundamental education laws in 1980’s and 

1990’s. What kind of contents do these laws have? Are they very different 

or similar? This article compares and makes analysis of those laws in four 

countries located in or near the Andes Highland and their big neighbor 

Brazil. The reason to choose education laws lies in their importance to defi ne 

education in each country.

　　Smith introduces two types of classifi cation of methodology of 

comparison: one by Tilly, and another by Przeworski and Teune. Tilly 

classifi es the methodology of comparison in four types by its goal: 

individualizing comparison, universalizing comparison, variation-fi nding 

comparison, encompassing comparison. Przeworski and Teune show the 

classifi cation which focuses on methods and techniques of comparative 

analysis. According to them, one is comparison among “most-similar-

systems”(MSS), and another is comparison among  “most-different-systems”

(MDS). Smith suggested the way to use these two methodological types 

for each purpose of comparisons and said MSS designs lend themselves 

especially well to inter-regional comparisons, such as among nations within 

Latin America and are appropriate for “individualizing” and “variation-

fi nding” comparisons. This article adopts the MSS design for individualizing 

purpose to analyze the fundamental educational law to study if the education 
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in these countries are really similar or not.

　　These republics all have their constitution as the most important 

principles, having education laws as its subsystem. Rules about education in 

the constitutions are all very similar showing universal values such as right 

to education, equal opportunity for education, compulsory and free primary 

education, freedom of thought, conscience and religion, promotion of 

scientifi c knowledge, etc. But some differences are seen in the structures of 

administration, language education and religious education. In the structures 

of educational administration, Brazil is different from others, adopting 

decentralizing systems. About language education, Brazil’s constitution 

decides that Portuguese is the only teaching language at the level of 

compulsory education with exception of education for indigenous people, 

while Ecuador, Peru, Paraguay decide promotion of bilingual education. 

Bolivia’s constitution said nothing about this. Only Ecuador has education 

free from religion in public schools. The rest assures the right to religious 

education, securing the freedom of conscience and religion. Only Bolivia 

decides its state religion is Catholic.

　　Education laws generally have coverage mainly from initial education 

to secondary education, universities being ruled by a different law, except 

Brazil. The common themes in all countries I think important are the 

followings; 

　　1. Objectives and principles of education: All of them declare universal 

values such as democracy, right and duty of education, equal opportunity, 

education free of charge, development of personality, etc. At the same 

time there appear “national character”, “identity”, “cultural identity”, 

“authenticity”, with “pluralism.” Orientation for vocation and evaluation of 

out-of-school experiences are suggested. “Underdevelopment” is one of the 

targets to tackle with. Judging from the textual context, it is possible to say 
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that education is seen as an instrument for economic and social development 

by these countries in general.

　　2. Ministry of Education and its structure: In Ecuador, Peru, Bolivia 

and Paraguay, the Ministry of Education has the responsibility of policy 

formation, execution and supervision of educational planning, authorization 

of educational institutions, setting standard of teacher training, etc. 

Department, province, and municipalities are executive organs of the 

Ministry. In Brazil, the Union, states, and municipalities are considered 

different educational systems with different level of responsibilities. 

A common feature to all fi ve countries is the existence of the National 

Education Council.

　　3. School system: The years in primary and secondary education are: 

6-6 in Ecuador, Peru, Paraguay,  8-4 or 8-3/4 in Bolivia and Brazil. Spanish 

speaking countries use the term “cicle” to express sequence of years in 

primary and secondary education’s level. In these countries, secondary 

education has various vocational courses. In Brazil, vocational and technical 

education is done in post-secondary level.

　　4. Non-formal education: In Spanish speaking countries, non-formal 

education contains a lot of programs and systems, having compensatory 

education as an important fi eld. In Brazil, the most important part of the 

non-formal education is “Education for the youth and adults” which aims at 

integrating those people to school system.  

　　5. Teaching language and language education: In Ecuador, Peru, 

Bolivia and Paraguay, bilingual education is guaranteed in areas with large 

percentage of indigenous population. In Peru the mother tongue education 

is introduced for freshmen at primary level to alternate to Spanish smoothly. 

In Paraguay, education begins in two offi cial languages(Spanish and 

Guarani) and its objective is integration of different groups in Paraguayan 
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society respecting each one’s cultural identity. In Ecuador, school system 

is dual, having an autonomous educational system for indigenous people. 

Direction of Indigenous Bilingual Education in the Ministry of Education 

is the autonomous organization responsible for policy formation. In Brazil, 

indigenous people are guaranteed the right to have education in their mother 

tongue, which is the exceptional treatment, because the constitution makes 

Portuguese the only teaching language for other population.

　　6. Religious education: In Ecuador, education in public schools are free 

from religion. In other countries religious education is guaranteed. Especially 

in Peru and Bolivia governments collaborate to Catholic education in 

schools, where pupils can choose another subjects if they want. 

　　7. Teacher education: Major part of teachers are trained at the post-

secondary institutions. In Brazil and Ecuador, teacher of lower grades of 

primary schools are trained in the secondary level, too. Peru, Paraguay, 

Brazil guarantee teachers the right to time for skill formation, social welfare, 

right to participate in the labor union, etc.  

　　From these comparisons based on the MSS design, it’s now clear 

that while there is considerable similarities among Spanish speaking 

countries, Brazil is different from them. It could be thought that they are 

two subgroups. Big difference is seen in the fi eld of non-formal education, 

teaching language, and religious education through fi ve countries. This 

means that important themes exist there. The comparison of educational laws 

can be a starting point of comparative education and area studies.    


