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はじめに

　戦後、社会復興の手段として教育改革を実施し新たな
社会の構築に挑む国は多い（José, Ian, 2003，p.1）。
1980 年代の国内紛争による「失われた 10 年」（アンド
ラーデ，堀坂，1999, p.6.）を経験した中米地域 1 も例外
ではない。中米地域諸国では、1990 年代に内戦からの
終結が宣言され、社会復興の手段としての教育改革が実
施されていく。1991 年、エルサルバドル共和国（La 
República de El Salvador．以降、エルサルバドルと記
載）では、同地域に先駆けて教育改革を実施し、学校運
営をコミュニティ（Comunidad）に委任する学校運営
方式を導入した。EFAグローバルモニタリングレポー
トにおいては自律的学校運営（ユネスコ，2009, p.27）

（School-Based Management：SBM）として示され、こ
の SBM方式によって学習成果を上げ、教育の提供を拡
充させた事例としてエルサルバドルで実施された
EDUCO（Un Prog r ama  de  Educac i ón  pa r a 
Adoministrado por la Comunidad en las zonas 
rurales2）が挙げられている（UNESCO, 2009, pp.153-
154.）。EDUCOは、内戦後の農村部での基礎教育普及
と児童の就学促進を目的とするコミュニティを基盤とし
た学校運営システムを運用したものである。コミュニテ
ィが学校管理委員会を設立し、教育省の委託を受けて学
校の人事、予算の管理、教材・教具の購入等、広い権限
を有するプログラムである（Darlyn, José Luis, Lorena, 
2007）3。
　 先 行 研 究 で は、EDUCOを 分 権 化（Decentrari-

1 1821 年にスペインより同時に独立した国として、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ
が、「中米 5ヶ国」として括られることが多い。よって、本研究においても、上記 5ヶ国を中米地域とする。

2 正式名称のUn Programa de Educación para Adoministrado por la Comunidad en las zonas rurales の表記のうち、教育を
示すEducación の Edu とコミュニティ、地域を示すComunidad の Co が組み合わさり “EDUCO” となっている。「コミュニ
ティ」による「教育」という本プログラムの特徴を示したEDUCOの通称名がプログラム名として利用されている。

中米地域における内戦後の教育改革
─エルサルバドル共和国の教育の荒廃と復興に向けた動き─

鈴木　賀映子

帝京大学教育学部教育文化学科　〒 192-0395　東京都八王子市大塚 359 番地

概　要

　本研究では、1990 年代に中米地域諸国で実施された教育改革を取り上げ、その社会様相、導入の背
景を概観する。同地域では、1980 年代から国内紛争が勃発し、数十年間の社会混乱期を過ごすが、内
戦終結そして和平合意のタイミングで、国際援助機関や国際NGOなどの支援で教育改革が行われ、新
しい形での教育サービスの提供が試みられることになる。
　そういった中米近隣諸国の中で先駆的な試みとして取り上げられるのが、エルサルバドル共和国
（La República de El Salvador）におけるEDUCO（Un Programa de Educación para Adoministrado 
por la Comunidad en las zonas rurales）である。このプログラムは、UNESCOの Global Monitoring 
Report（2009）において、自律的学校運営（School-Based Management：SBM）方式によって教育効
果を上げた画期的な成功例として取り上げられている。
　本稿では、教育改革が、内戦終結の政治的手段として利用された点、戦後国内の復興の一環として、
そして社会インフラ再生の方途として実施された点に焦点を当て若干の考察を加えながら、その効果や
社会に及ぼした影響などを、資料・文献研究により概観、整理する。
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Management
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zación）政策や SBM方式の観点から、その成功例とし
て評価するものが多くを占めるが（Darlyn, José Luis, 
Lorena, 2007）、その背景には国内紛争後の社会復興促
進策の一環としての要素が強かった点が挙げられる（鈴
木，2010, pp.1-12.）。EDUCOを導入した紛争終結直後
というタイミングとEDUCOが政治的な手段として利
用された点がプログラム導入に大きく影響を与えたと考
えられるからである。それではEDUCOは、エルサル
バドル国内のどのような状況下で発生し、教育の建て直
しに貢献することとなったのか。
　本研究では、中米地域における国内紛争による教育の
機能の荒廃の様子と、和平合意後の社会復興に向けた教
育改革への動きを明らかにすることを目的とする。特
に、コミュニティを基盤とした学校運営方式が、紛争時
にいかに発生し、教育改革に繋がっていったのかに焦点
を当て、エルサルバドルの教育の状況を整理する。

1．1970 年代以前の中米地域の国内状況

　1980 年代、中米地域は、「失われた 10 年」といわれ
る社会混乱期を過ごした。それは、世界的な経済危機に
加え、拡がる貧困、富の不均衡、軍事政治への不信など
の蓄積に起因する。1970 年代までの半世紀にわたり、
軍部が主導権を握り、上位階層や大地主などの富裕層と
富を共有し、労働者や農民に対し抑圧的な体制がとられ
るなど、革命や国内紛争を誘発する要因が社会を形成し
ていた。当時、同地域では、コーヒーやバナナ、綿花な
どの輸出に大きく依存するモノカルチュア経済の構造を
有しており、その土地に住み農業に携わる人々の多くは
自分の土地を没収され、「アシエンダ」（Asienda）と呼
ばれる大農地所有制の農作民としてわずかな賃金で労働
していた。一方で、米国からの経済的支援を受けていた
軍部政権が存在しており、主導権を握りながら政治と経
済を独占していた。そして、独裁政権と富裕層に対する
国民の不満から生じた農民運動が、世界恐慌によるコー
ヒー価格の暴落や米国の政権交代に刺激され各国での内
戦に発展していく（細野他，1987, pp.260-290.）。
　1970 年代、中米地域では軍部から政権を奪取し独裁
政治を終幕させた国が現れ始める。隣国ニカラグア共和
国（La República de Nicaragua）の革命の成功に触発
されたエルサルバドルでは、1970 年代後半、ファラブ
ンド・マルティ民族解放戦線（FMLN：El Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional，以降、

FMLNと記載する）が政権を握る反共産軍事政権と武
力闘争を開始させた。これが 1990 年代まで続く国内紛
争の始まりである。この組織は、貧困、不当な弾圧、社
会的差別などの政府への不満から、民主化や人民解放を
求めて活動する武装勢力でもあった。彼らの主な活動拠
点は、ホンジュラス国境付近の農村地域や山岳地域にあ
った。そのため、これらの地域ではより激しい紛争とな
り、大きな戦禍を被った。現在でもそれらの地域では、
道路、上下水道などのインフラ整備から教育サービスの
提供まで課題が多く残っている。当時の国内の人口 200
万人のうち、約 10 万人が死亡、ほか数万人が国外へ逃
亡し、大きな人口減少をもたらした（José, Ian, 2003, 
pp.1-2.）。

2．1970 年代の教育状況

　1970 年代の中米地域の教育状況は、コスタリカ共和
国（La República de Costa Rica）を除き総じて思わし
いものではなかった。約半数の子どもたちは、読み書き
ができず、特に、女子や農村地域の子どもたちには、そ
れが顕著に表れ、エルサルバドルの初等教育就学率は約
70％であった。中央集権的に運営されていた教育システ
ムは、能率が悪く、カリキュラムや評価方法も時代遅れ
で、学習効果が見込まれるものではなかった。また、教
室には黒板とチョークしかなく、教科書を持たない子ど
もたちは、授業中にひたすら板書を書き写していたとい
う記述もある。カリキュラムや教科書を海外から取り入
れ使用していた国もあったが、その教育の内容は、子ど
もたちの生きる境遇や環境から大きく離れたもので、生
活に則したものではなく、子どもたちや保護者の教育に
対する要求を満たすものではなかった（José, Ian, 2003, 
p.3.）。
　教育システムは、極度の中央集権的、官僚的な体質の
中で運営され、そのサービス提供範囲は首都の一部の学
校にのみに限られており、教育費配分の不均衡も課題と
して挙げられた。教員の採用についても非効率な人事運
営が行われていた。エルサルバドルでは、公立学校の教
員の採用は、教育省官僚との個人的なつながりのある教
員に限られており、また人事評価はなく、一度採用され
るとその勤務態度にかかわらず終身雇用が採られてい
た。欠勤や遅刻は多く、一方で、授業は閉鎖された空間
で行われていたためその様子は明らかでない。大部分の
教師が 1ヶ月ごとに学校を変更しなければならず、その

3 さらに、EDUCOについては、 Banco Mundial、Bonco Interamericano de Desarrollo（2005）、World Bank（2004）を参考
にした。
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ため教育に関する責任の所在が不明確になり、そのこと
が子どもたちの不登校や留年率の原因にもなっていた。
また、国内教育費の大部分が、教育省に勤務する事務職
員の給与の支払いに充てられており、学校に勤務する教
員に充分に給与が支払われることはなかった。しかしな
がら、モノカルチュア経済の構造の中で、他に職を得る
ことは難しく、また半日の勤務で給与が発生する教員を
離職する者は少なかった（José, Ian, 2003, p.3.）。
　このように 1970 年代の中米地域の教育システムは、
不均衡、中央集中、官僚的、非効率であり、また同時
に、中米地域の人口の大多数である農村地域や先住民地
域に居住する貧困層の多くは、もとよりこのシステムか
らは除外されていた。教員養成の問題、カリキュラムの
未整備、学校・コミュニティ・家族の連携の欠如、異な
る年齢の生徒の同学年への在籍、研修不足の教員、教育
費の不足による教具教材の不足と教員の給与の不足な
ど、概観するだけでも教育に関する課題は山積してい
た。そして、政府の財源不足も根本的な課題として存在
していたという。

3．国内紛争による教育の荒廃

　国内紛争による教育の最大の被害者は、農村地域に住
む貧困層や先住民であった。エルサルバドルでは、教育
費は軍事費に充てられ、中央よりわずかに配分されてい
た農村地域への教育費は消滅した（José, Ian, 2003, p.9, 
p.11）。農村地域や先住民の居住地域の教員たちは、反
政府思想の指導者として虐殺され、学校は破壊された。
そして、戦闘地域の学校に赴任することを拒否する教師
が相次ぎ、教員の不在によって教育機関が閉鎖された。
学校の破壊や教師の不在は、教育においてもその機能を
消失させた。登校が不可能になった子どもたちは、米国
やメキシコなど国外に紛争難民として避難したが、一方
で、反政府組織の一員としてゲリラ部隊に加わる子ども
もいた。当時の非識字率は、エルサルバドルで 35％と 3
人に 1人以上が、読み書きができず、80％近い子どもた
ちが初等教育に入学するものの卒業せず、前期中等教育
の就学率は、25％以下であった。また、中等教育の就学
段階の年代の若者たちには、ゲリラ活動に参加するもの
が多く、命を落としたり監禁されるなかで消息が不明に
なったものもいる。学齢期の子どもや若者たち、学生た
ちの学びの機会は、1980 年代に提供されることはなか
った（José, Ian, 2003, pp.4-5.）。
　紛争は、農村地域だけでなく都市部の高等教育機関の
大学構内などにも広がった。教会や大使館の占拠、頻発
する誘拐や暗殺、政府の要人の襲撃など長引く紛争に国

内が疲弊していったが、国内の被害の状況を詳細に示す
記述や数値的データの所在は定かではない。
　国内紛争は、教育に携わる人々に政治活動の場として
の要素を発生させた。1980 年代、中米地域では紛争が
長引くにつれ、教員組合や大学生が中心となった学生組
織による運動が盛んになり、政府に対して自らの要求や
権利などの意思を主張するよう動きが出てきた。また、
学生組織や一部の教員組合は、反政府ゲリラ活動に参加
し始め、次第に政府による鎮圧の対象とされていった
（José, Ian, 2003, pp.4-5.）。
　高等教育機関においても、国立エルサルバドル大学の
一部の学生たちが、教育機能の回復や教育の使命の復権
を求めて、ゲリラ活動に加わった。しかし、一方で、国
外へ避難する学生も多く、後に紛争による頭脳流出は大
きかったともいわれている。国内最大の教員組合である
「アンデス」（ANDES 12 de Junio）は、政府とは一定
の距離をとり、左派組織を支持することを表明した。学
生同様、自分たちの勤務環境や雇用条件、そして教育に
対する不満や意見を、内戦の中で政府に主張する機会を
得ることとなった。
　紛争により、政府からの教育サービスの提供の一切が
途切れた農村地域では、わずかながら学校へ配当されて
いた資金も届かなくなった。しかし、教育機能が荒廃し
た内戦下において、紛争地域では、新たに地域独自の学
校運営体制を構築し教育活動を開始させたのである
（José, Ian, 2003, p.6.）。海外NGOとキリスト教団体の
援助により民衆学校（Escuelas Populares）が設置さ
れ、 コ ミ ュ ニ テ ィ や 地 元 の 教 育 者（Educator 
Comunitario）によって運営されることとなった。民衆
学校は、当初、紛争地帯の子どもたちに最低限の読み書
きを習得させることを目標に、基礎教育の 2学年分の教
育が提供された。住人が避難したために空き家になった
家屋や住民の家を自ら提供し、そこへ紛争以前よりその
地域に勤務していた教員や読み書きのできる者が地域の
教育者として訪れ、子どもたちへの教育の場を形成して
いた。このように、教育サービスの途切れた農村地域や
激戦地域、紛争によるインフラ機能の崩壊によって遠隔
地域となった地域においても、わずかながら教育活動が
行われていたのである。このEscuelas Populares が、
後にエルサルバドルにおいて導入されるEDUCOの原
型であったといわれている。

4．紛争終結からの教育復興

　1989 年、当時の大統領クリスティアーニ（Alfredo 
Cristiani，在任期間 1989-1992）は、反政府ゲリラ組織



─ 144 ─

鈴木　賀映子：中米地域における内戦後の教育改革

の民族解放戦線FMLNと話し合いの場を得ることとな
る。国連や中米地域の大統領らによって政府側と反政府
側とに交渉が進められ、反政府組織としてゲリラ戦を展
開していたFMLNは武装闘争を放棄し、1992 年に和平
合意へと至る。そして、それは、中米地域全体を支配し
ていた武装によって解決を目指す強硬路線からの大きな
政策転換であった。その背景には、その当時の東西ドイ
ツ統一、旧ソ連崩壊に象徴される世界的潮流が軍事離れ
を進め、武装闘争による改革というこれまでの流れに対
する国際的な認識の変換が影響していたともいわれてい
る。一方、米国ではレーガンからブッシュへの政権交代
によって米国─旧ソ連間の緊張緩和が進んでおり、その
中で、それまで保守派政府組織であった国民共和同盟
（ARENA）に資金の支援をしていた米国の態度が変化
したことも、武装から話し合いによる解決へ向けた方向
転換につながったといわれている（田中 , 1991, p.30.）4。
　和平合意に至ったエルサルバドル政府は、教育の充実
は、社会の再建と人々の調和と共存、そして国内の和平
を維持するための鍵となるとして、教育改革を実施し
た。和平合意の兆しがのぞき始めた 1989 年に、政府は
戦後の社会復興の指針として「経済社会開発計画 1989
‐ 1994」（Plan de Desarrollo Económico y Social 1989
‐ 1994：PDES 1989 ‐ 1994、以降、PDES と表記す
る）を作成する（田中，1991，pp.31-41.）。国内の経済
成長や社会発展は、貧困撲滅なくしては見込み得ないと
し、そのためには内戦終結後にどのような取り組みをし
ていくべきかが示されている。その中には、貧困は内戦
の最大の要因であり、貧困撲滅こそが内戦解決のための
重要課題であるとされ、特に、極貧層に向けた保健衛
生、教育、食料や住居などの人々の必要最低限のニーズ
を満たすための社会サービスの提供の徹底が目標とされ
て い た。 こ の PDES 作 成 に は、 世 界 銀 行
（WorldBank）、 米国国際協力庁（USAID）などの国際
援助機関の他、国内の基金団体であるFUSADES
（Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Ecoómico y 
Social）の協力も大きかった。
　エルサルバドルでは、貧困の改善を社会復興の重要な
課題と位置付け、そのための方途として貧困層に向けた
福祉や社会サービスの充実を目指した。そして、その中
に教育が位置付けられ、その重要性と復興に向けた具体
策が示されたのである。
　和平合意後、政府は最も激しい戦闘地帯を訪れ、教育
サービスが行き届かない要因を調査した。政府側の要因
として、教育資源が都市部に偏る傾向があることと、中

央集権による教育行政の非効率性から生じるものである
ことを挙げている。地域側の要因としては、家庭の低収
入とそれに伴う低栄養、学校に通うことへの動機づけが
小さいこと、子どもたちの労働力化、保護者の低学歴、
教員の転出などを挙げた（田中，1991，pp.31-34.）。ま
た、国内において教育サービスが届く範囲が狭い現状や
教員の専門性の欠如と再教育の機会と評価機能が存在し
ないことも指摘している。
　そして、政府は多数の国際機関、援助機関の援助の
下、遠隔地域で自律的に実施されていたEscuelas 
Populares（民衆学校）を本格的に政策化し、コミュニ
ティを拠点とした教育アプローチ（Community-Based 
Education Approach）を EDUCOとして運営の立ち上
げに着手することとなった（Darlyn, José Luis, Lorena, 
2007）。PDES の目標であった貧困層に向けた教育サー
ビスの提供の拡充を目指したEDUCOの技術、資金支
援は世界銀行が、EDUCO教員用の研修プログラムの設
置と学校の教材の提供にはUSAID の援助が行われた。
和平交渉には国連が（国本，2005，p.208.）、PDES（経
済社会開発計画）作成には世界銀行、IDB、USAID な
どの国際協力組織があった（田中，1991，p.31.）。

5．EDUCO導入時の教育と家庭的背景

　EDUCOは、地域住民と保護者が学校教育へ参加する
自律的学校管理運営体制の一つの形態であり、1991 年
より、紛争の激戦地域となっていた農村部や貧困地域を
中心に導入された。当該地域の住民や保護者によって構
成される「コミュニティ教育協会」（Asociación 
Comunal para la educación：ACE）が、中央政府より
直接受け取った予算で、学校施設、教具教材、教員の人
事などを管理する、幅広い権利が委譲される画期的な試
みであった。また、それに伴ってこれまで閉鎖的に捉え
られていた、学校教育のモニタリング向上の効果も期待
された（久松，2004，p.69.）。
　先述のとおり、EDUCO実施の対象となった農村部や
貧困部の地域は、国内紛争で激戦地帯や難民キャンプと
なった地域である。1991 年のプログラム導入時に保護
者であった住民が 20 歳から 30 歳前後であったと仮定す
ると、内戦などの社会混乱期にあった 1980 年代には初
等教育の学齢期にあったと推測される。エルサルバドル
の 1970 年、1980 年の初等教育の総就学率は、それぞれ
85％、75％であったことから（表 1）、住民や保護者の
多くは充分な教育を受けてきたとは言い難い。そのた

4 さらに、当時の軍事の世界的潮流及びラテンアメリカ地域に与える影響については、田中高（2004）を参考にした。
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め、保護者たちは教育に対する関心が薄く、その家庭の
子どもたちにも充分な教育を受けさせることは難しいと
考えられていた（WorldBank，p.15.）5。
　一般的に、より公平な教育システムが提供される国で
は、子どもの社会的経済的背景の学力への影響は小さい
とされているが、教育環境に格差が生じている開発途上
地域では、子どもの家庭的背景による学習到達度の格差
がより大きいといわれている（UNESCO，2010，
pp.121-124）。保護者の収入や教育経験、家庭で話す言
語、その他の要因が学習到達度へ与える影響は、非常に
大きいといされるが、10 年以上にも及ぶ国内紛争を経
験したエルサルバドルの農村部や貧困部においては、そ
の社会的背景が与える子どもの教育への影響がさらに憂
慮される状況だったといえよう。

6．おわりに

　1980 年代、中米地域は、「失われた 10 年」といわれ
る社会混乱期を過ごし、経済危機や国内紛争は、そこに
生きる人々や社会全体に多大な被害をもたらした。特
に、教育環境においては、学校の破壊、教員の虐殺、戦
闘地域への赴任拒否、生徒や学生たちのゲリラ部隊への
参加などから、教育機能は、実質消失していた。しかし
ながら、最も崩壊の激しい地域では、コミュニティの住
民が運営する民衆学校とよばれる教育の機会が提供され
ていた。
　1990 年代に入ると、多数の国際機関の協力や近隣国
の政府の働きかけもと、各国で和平合意が結ばれ、戦後
の社会復興に向けた取り組みが開始される。和平合意
は、各国の戦闘の停止だけではなく、社会復興に向けた
大きな転換期であったといえる。この転換期に、エルサ

ルバドルでは、今後どのような社会を目指し、再建して
いくのか目指すべき方向性を「経済社会開発計画 1989-
1994」に示した。同国において、貧困の改善が社会復興
の最重要課題として挙げられていたが、そのための方途
として、教育の拡充と充実が用いられることとなったの
である。
　国内最重要課題の克服のために、実施された教育改革
では、コミュニティを基盤とした学校運営方式が導入さ
れる。エルサルバドルでは、内戦下で人々の独自で始め
られた民衆学校が、そのかたちを大きく変えることなく
採用された。各コミュニティに教育の運営を委任する学
校運営方式は、EDUCOというプログラムとして分権化
政策の成功例として後に評価されるが、本事例の特筆す
べき点は、その導入のタイミングとそれが民衆の教育に
対するニーズから発生した活動を政府が取り上げたとい
う点である。つまり、教育改革を和平合意の手段、そし
て社会復興の手段として採用したという点が興味深く、
また成功裏に運営が継続された要素の一つであると考え
られる。
　本研究では、SBMの成功例として知られるEDUCO
の導入の背景を概観した。しかし、実際に教育をおこな
っていたであろう教育者たちの動向の把握には至ること
ができなかった。1970 年代から内戦終了後までの教員
または教育を行っていた者たちの様子の把握を今後の課
題としたい。
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