なぜ EFA 世界基金は必要か？
この資料は、The next generation: why the world’s children need a Global Fund for Education For All
(Global Campaign for Education 発行、2009 年)を大木有美香、三原輝美が翻訳し、三宅隆史が編集したも
のです。

1. はじめに 万人のための教育
（EFA）: 21 世紀の夢

の衰退、貿易からの収入や個人資本の流動の枯渇、
海外送金額の落ち込みにより 270 億ドルから 700 億
ドルもの経済の悪化に脅かされている１。2008 年の

9 年前ダカールに暖かい春の風が吹く中、
164 カ国

食糧と石油の価格の高騰により、新たに 2 億人が貧

の代表が世界教育フォーラムに参加した。万人のた

困に陥ると言われている２ 。幼時死亡率低下への進

めの教育（Education for All: EFA）の取り組みが始ま

捗は遅く、毎年 40 万人もの子どもが命を落としてい

った 1990 年から 10 年が経過していたが、教育の権

る３。

利の改善はほとんど見られなかった。この厳しい現

教育の見通しも厳しい。世界銀行によって危機的

実に直面し、市民からの要求の声も高まったため、

状況にさらされる可能性が高い国としてリストされ

豊かな国々と貧しい国々の政府は、2015 年を期限と

た 43 カ国のうち 29 カ国は EFA 目標の達成がかなり

する以下の EFA6 目標を達成することを合意した。

厳しい状況にある４。今日 7500 万人の子どもが小学
校に通っておらず（その半数以上が女子）、また 7

① 早期幼児ケア・教育の拡大

億 7600 万人の成人が読み書きできない。更に、2 億

② 全ての子ども達、特に女子の無償・義務制

2600 万人の青少年が中等教育を受けていない。教育

の良質の初等教育を完全普及

へのアクセスだけでなく、学習達成度においても世

③ 青年及び成人の教育、生活技能プログラム

界レベルの格差が残っている。国際学力調査は豊か

への平等な機会の確立

な国と貧しい国との間には大きな格差があることを

④ 成人識字率の 50％改善を達成

明らかにしている。小学校に通う 3 分の 2 の子ども

⑤ 初等及び中等教育における男女の平等を

は栄養失調状態にあるか疾患を持っているため、彼

達成

らの学習達成度は低い。この問題に対して即行動を

⑥ 特に識字、計算能力、及び生活技能の面で

起こさなければ、8 年間にわたって教育分野で得ら

教育の質を改善

れたある一定の進歩は損なわれ、次世代の子どもは
貧しい生活、過酷な労働、無知を余儀なくされるで

「ダカール行動枠組み」は、EFA 達成に向けた世

あろう。

界規模の協約であり、
「我々は全ての人への教育を達

一方、この四半世紀の活動による希望もある。新

成することに真剣にコミットしているどの政府も、

しい米国大統領は米国政府が最低 2 億ドルの支援を

資源の不足によってはその達成を妨げられることは

行う世界教育基金を設立することを約束した。EFA

ないことを宣言する」
という一文に要約されている。

の支持者は、この基金による資金が国の教育計画を

ダカールからほぼ 10 年たった現在、この公約はい

支援する質の高い、多国間、多数のパートナーの取

まだ果たされていない。私達は現在大きな課題に直

り組みの一部として届けられることを求めている。

面している。気候変動の脅威が現実のものとなりつ

また米国のコミットメントは教育のための国際的な

つあり、深刻な経済危機が起こり、21 世紀初頭に得

援助メカニズムをより必要とされるものへと変える

た多くの成長による利益が損なわれる危機に脅かさ

機会をもたらしている。EFA ファースト・トラック・

れている。貧しい国々は商品価格の下落、国際貿易

イニシアティブ（FTI）によって、すでに重要な成果
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が挙がっているが、今こそより大きな効果があがる

や高収入を得るために必要な知識や技術を身につけ

教育におけるグローバル・イニシアティブを始める

させ、経済成長に大きな影響を与える。就学年数は

時である。EFA 世界基金は FTI と別個のものではな

個人レベルでも社会レベルにおいても、より高い経

く、より多くの便益をもたらすために FTI を進化さ

済成長に結びつくことが明らかにされている。個人

せたものであるべきである。

所得は就学年数が 1 年多くなるごとに 10％増加する。
また質の高い教育がすべての人びとに行われた場合、

この資料の目的は、新しいグローバル・イニシア
ティブの開発において考慮すべき点と原則を説明す

GDP は毎年 1％成長する８。さらに、教育は社会に

ることである。GCE(Global Campaign for Education)

とってより公平な開発をもたらす９ 。これらの実証

はこれらの原則に沿ったものであれば、新しいイニ

研究はすべてどの国においても教育への投資が有効

シアティブを喜んで受け入れるであろう。この変化

であることを示している。

の時において、EFA の幅広い目標に関する提案が生

ダカール会議以降の 8 年間の経験によって、EFA

まれる可能性を GCE は大切にしている。また、こ

は実現可能な夢となった。途上国自身の強い政治的

の資料で EFA 世界基金はどうあるべきかについて

意思と先進国からの援助によって成果があがってい

の GCE の立場を明らかにする。

る。2000 年から 2006 年の間にアフリカの就学率は
36％も上昇した。
アフリカの 14 カ国において教育の
無償化が実現し、低所得国の教育支出の平均は増加

最優先されるべき教育

し、平均で国家予算の 20％を占めるようになった１０。

教育は現在直面しているさまざまな危機から脱却
するための最も費用対効果が高く、公平な方法の一

就学における男女間格差は、質と学習課程の修了度

つである。長年にわたって、開発学の専門家は以下

を除けば、少しずつ解消されている１１。2000 年から

に述べるような教育と他の開発便益との関連性を明

2004 年にかけて基礎教育援助額は一定の割合で増

らかにした。2015 年までの初等教育の普及と 2005

加し、途上国政府による政策改善と外部からの効果

年までの教育における男女間の格差解消という 2 つ

的な援助によってマダガスカル、ケニア、ガイアナ

の EFA 目標がミレニアム開発目標に採用されたの

において一定の成果をあげている。しかし残念なこ

はそのためであろう。

とに、後述するようにドナーの努力は長続きしてい
ない。

① 教育を受けた人々はより健康的である。

これらの重要な前進は特に最近の傾向から見て決

HIV/AID の感染率は初等教育を修了した若者の

して楽観視できない。初等教育就学率の改善は一時

間では半分に減る。もしすべての子どもが初等

的なもので、教育の他の面への軽視によって進捗度

教育を修了していたら、10 年間で少なくとも

は下がりつつある。2008 年に GCE が発行した EFA

700 万人の新たな HIV の感染を防ぐことができ

達成のための各国の教育政策の通知表 、‘No excuse’

５

は、2015 年までの折り返し時期を迎えた時点で以下

るであろう 。

の重要な課題が残っていることを指摘している。

② 教育は飢餓撲滅に貢献している。教育を受けた
女性の増加は、1970 年から 1995 年の間の栄養

① 教育の質の改善がアクセスの改善の速度に伴っ

失調人口削減に最も重要なインパクトを与え、
６

ていない。途上国のわずか 14 カ国においてしか

食糧増産よりも効果が高い 。
③ 教育は人の命を守る。教育を受けた母親のもと

90％以上の子どもが初等教育を修了できていな

に生まれた子どもが 5 歳まで生存する確率は、

い。悲惨なことに 50 カ国以上の国において一度

教育を受けなかった母親の子どもと比べて 2 倍

も就学の機会に恵まれないか中途退学のために

７

半数の子どもが初等教育を修了できていない。7

以上高い 。

億 7000 万人という受け入れがたい数の人びと
おそらく現況においては、教育の経済的効果を示

が、基礎的な読み書きの技術を身につけないま

すことが最も魅力的であろう。質の高い教育は就職

ま大人になっている。4 人に 1 人の女性が最も
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基礎的な読み書きすらできない。しかし非識字

のための資金会議で、ドナーは援助額の増加をコミ

が大きな問題なのはわずかな国々である。2008

ットした。さらに、2002 年には EFA ファスト・ト

年の EFA グローバルモニタリングレポート

ラック・イニシアティブ（FTI）がオランダおよびカ

（UNECO 発行）によると、世界の 4 分の 3 以上

ナダ政府の働きかけにより始まった。多くのことが

の非識字者は 15 カ国に集中している。バングラ

EFA/FTI を通して達成され、このイニシアティブは

デシュ、ブラジル、中国、エジプト、インド、

環境の変化に呼応して進化し続けている。

インドネシア、ナイジェリア、パキスタンとい

世界レベルの援助メカニズムの再構築が、教育の

った人口の多い国がこの 15 カ国に含まれてい

ためのグローバル・コンパクト（世界規模の協約）

る。

の当初のヴィジョンにたち戻るために必要であると

② 就学前教育の状況は特に絶望的である。世界の

GCE は考える。今こそダカール会議後の EFA 達成

わずか 4 分の 1 の国だけが多くの子ども達に人

に向けて、より多く、より良く、より早く行動をと

生の最高のスタートをきらせることができてい

る時期である。

る。早期幼児ケアと教育は学習達成度における

途上国と先進国が相互の責任を果たし、成果に焦

格差の最も大きな要因となっている。これは、

点を当てるために、
「EFA 世界基金」の下に現存す

裕福な子どもと同じ成功の可能性を持っている

る援助イニシアティブを用い、改良することによっ

貧しい子どもに幼児教育とケアが届けられなけ

て、突破口となると GCE は考える１２。

れば格差が拡大することを示唆している。
約束の厳守－主要な援助機関は更なる援助の必要

③ 多くの国において中等教育は幼児ケアと教育よ

性に応えるための公約を掲げなければならない

りもいくらかの進捗が見られる。しかし、サハ

EFA のためのキャンペーンに携わっている人々は、

ラ以南アフリカの 22 カ国では 4 分の 1 以下の就
学年齢の子どもしか中等教育を受けていない。

2000 年以降の教育援助について楽観的な見方をし

④ 2005 年に初等・中等教育における男女格差が解

ていた。世論もこの見方を支持していた。実際、ダ

消されていなかった 113 カ国中わずか 18 カ国だ

カール会議以降、基礎教育への援助額は増加した。

けが 2015 年までに教育における男女間の平等

これは特にこの重要なセクターへの援助が低下した

を達成できると見られている。また 54 カ国で女

過去 10 年と比較すれば大きな進展である。しかし、

子の中等教育就学率は 50％を下回っている。

データを詳しく分析すると、教育におけるグローバ
ル・コンパクト（地球規模の協約）を実行に移すた

教育の開発は可能であり、教育の改善が世界的な

めにドナー側がアカウンタビリティを果たすための

成長をもたらすことは明らかである。主なドナーは

システムは明らかではない。いくつかのドナーは約

ダカールでの公約を果たす必要性を認識し、支援を

束を実行に移している一方、G8、国連会議等におい

拡充し、国際的な取り組みを強化する時であると

て何度も約束してきたにもかかわらず、主要先進国

GCE は考える。これまでの成果を保ち、発展させる

からの支援不足が、EFA の達成を困難にしている。

ために、豊かな国と貧しい国が協力しあう必要があ

EFA グローバルモニタリングレポートは、初等教育

る。

修了目標を確実に改善し、幼児ケア・教育や成人識
字を進展させるには一年間で 110 億ドルが必要と算

なぜ EFA は新たな国際的な取り組みを必要として

出している。イギリス政府は教育機会に恵まれない

いるのか

子ども達のアクセスの保証や中等教育への援助を含

2000 年のダカールでの国際合意はドナーと被援

めると約 160 億ドルの援助が必要と積算しており、

助国との関係を大きく変えた。ダカールでの合意は

GCE はこの額を採用している１３。いずれにせよ、基

開発援助の大きな潮流を反映するととともに、潮流

礎教育への援助額はこれらの目標額に一度も達した

の形成にも貢献もしている。2000 年の国連ミレニア

ことがないため、多くの国が EFA 目標を達成できな

ム開発目標を合意した会議とその後に開かれた開発

いでいる。FTI の中間評価報告書案は、これらの教
3

て小数のドナー国によるもので、援助分担額の割合

育援助の課題を包括的に報告している。以下にその
１４

要約を紹介する

が多いはずの最も豊かな国々は基礎教育援助を増加

。

させていないという事実である。表が示すように、
多くの G8 加盟国が基礎教育分野に必要な援助額を

援助公約額

公平に分担してない。G8 全体で EFA 達成に必要な

基礎教育への援助公約額は 1999 年から増加し続
１５

け、2005 年には 50 億ドルを突破した

援助額 110 憶円の 25％以下しか分担していない。こ

。しかし、

れは G8 諸国の政治的意志の欠如の表れである。

この傾向は続かなかった。基礎教育への援助公約額
は 2005 年以降急激に減少し、
現在もこの傾向が続い

援助の配分

ている。GCE の分析によると最新のデータである
2007 年の援助公約総額は 40 憶ドルを下回っている

1990 年以降、ニーズに基づいて援助は配分される

（表参照）。
ドナー側はダカールでの約束を果たして

という傾向がみられる。当初、教育の援助約束額は

いないと言える。

中・高所得国に向けられていた。しかし、2006 年ま
でに最貧国向けの援助額の割合が増加するようにな
った。最も必要としている国々への援助をドナーは

援助実績額
援助実績額は同じような割合で増加し、2007 年ま
１６

で毎年増加し続けていた

強化し始めたといえる。しかし援助配分には地理的
な格差が見られる。学校に行っていない子どものほ

。しかし、援助実績額と

援助公約額との間には数年のタイムラグがあるため、

ぼ半数が住んでいるサハラ以南アフリカにはダカー

減少することになるだろう。2009 年の EFA グロー

ル会議以降急激に基礎教育援助が増加したが、2002

バルモニタリングレポートは「2004 年以来の公約額

年以降は減少傾向にある。一方で 2 番目に不就学児

の減少によって、すぐに実績額も増加率が減るか停

童の数が多い南・西アジア地域は援助額の 10％から

滞することになるだろう」と分析している。

20％程度しか受けていない１７。フリーマンのような
何千万人もの子どもたちがこのような偏った援助配
分により就学の機会を奪われている。

ドナーの実績
もう一つの問題は、基礎教育援助額の増加は極め

フリーマンの事例
フリーマン・ガディルは現在 15 歳。彼は 6 歳の時から自由を
手に入れるまで、彼は週 7 日間、年間で 52 週間、漁師のアシス
タントとしてガーナのヴォルタ地区で働かされていた。彼の毎
日の日課は早朝 4 時、寒い中湖にネットを広げることから始ま
る。彼の年齢、体の大きさのため一日の多くを雇い主のボート
の底から水を出すことに費やしていた。仕掛けられた網のもつ
れをほどくために冷たい水に何時間も深く潜らされることもあ
った。ムチ打ちや虐待は日常的だった。4 年前に彼は、労働か
ら解放され、母親とも再会した。彼は学校に行くという夢を叶え、今は専門学校で建築を勉強している。
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表 豊かさに基づいた先進国の基礎教育援助の分担額
2007 年基礎教育へ

OECD 加盟国の

①に基づく 110

②に占める実際

①に基づく 160

③に占める実際

の援助公約額

総 GNIに占める

億ドルの公平な

の援助公約額の

億ドルの公平な

の援助公約額の

（100 万ドル）

その国の GNIの

分担額（100 万

れた割合（％）

分担額（100 万

れた割合（％）

割合（％）①

ドル）②

ドル）③

出所: OECD DAC Creditor Reporting System (See Annex 1 for Note on calculation)

2. EFA ファースト・トラッ
ク・イニシアチブは地球規模の
協約と言えるか？

する責任を果たすための効果的なアプローチとし
て EFA のためのグローバル・イニシアティブを
GCE はダカール会議で提案した。
EFA ファスト・トラック・イニシアチブ（FTI）
はある程度この GCE の提案に沿って作られた。

経緯
1990 年代の失敗の後、市民社会の運動家や途上

初等教育の完全普及を達成するための信頼できる

国政府、教育援助ドナーは、明確な教育戦略を持

国家計画を支援することを中心とした新たなアプ

つ国々は、それを達成するために必要な資金を受

ローチを FTI は採用した。途上国政府が主導して

けることができるようにするための効果的なグロ

作成した計画を実施するための支出の大部分を

ーバルな援助メカニズムの構築に取り組んだ。政

FTI は負担するものとされた。
FTI パートナーシッ

府とドナーの双方が資金を増やし、援助成果に対

プは途上国政府が EFA 達成にコミットし、より良
5

い実績あげている国を奨励、支援するために設立

助モダリティーによって最もうまくいくとする援

されたのである。FTI は初等教育完全普及の達成

助効果改善の考え方である。したがって、国家計

に成功してきた多くの国の重要な成功要因の実証

画の評価と承認、実施のための資金動員は、すべ

研究をもとにし、被援助国とドナーが協力し、目

て国レベルで行われるというアプローチを FTI は

１８

。デ

発展させた。その後、FTI 対象国の多くの国に十

ータ、政策、能力、資金の 4 つの「ギャップ」を

分なドナーが存在しないため資金不足が起きたた

解消することを意図した。FTI の最初の行動計画

め、プールされた資金から短期的な支援を行うた

は資金ギャップを特に重視し、
以下を含んでいる。

めの「触媒基金」
（Catalytic Fund）が設立された。

に見える実績を重視したメカニズムである

·

援助を最も必要としている最貧国（特に

触媒基金は、短期的な資金不足の橋渡しをし、長

サハラ以南アフリカ）への基礎教育援助

期的には国レベルにおいてドナーが不足した資金

額の大幅な増加

を援助できるようになるまでの「触媒的な」役割

·

経常経費に対する支援の増加

を果たすはずだった２０。

·

援助の効率化、プールされた資金の活用、
二歩前進、一歩後退

セクターワイド・アプローチとプログラ

FTI は教育分野の唯一の世界規模のイニシアテ

ム・アプローチの推進
·
·

援助のアラインメントと調和化による

ィブであり（国際保健分野におけるスキームと比

取引費用の削減

較するとそれ自体驚くべき事実である）
、重要な成

より幅広いステークホルダーの参加に

果をもたらした。FTI 対象国は 37 カ国に拡大し、

よる途上国主導の取り組みに対する支

すべての G8 諸国を含む主要なドナーが参加する

援

というコンセンサスを維持している。初等教育完

「FTI によってドナーが透明性が高く、予測可

全普及目標の達成に対してインパクトを与えてい

能で、柔軟な方法で財政支援と技術援助を行えば、

るという証拠もある。たとえば、2000 年から 2006

これに呼応して、被援助国政府は教育制度改革の

年の間にアフリカの FTI 対象国は非対象国と比較

取り組みにコミットすることになる」と FTI 事務

して高い就学率を示している（非 FTI 対象国の

１９

局である世界銀行の報告書は述べている

23％に対して FTI 対象国は 52%）２１。初等教育修

。

了率も FTI対象国の方がより速く改善している２２。

FTI モデルの刷新性の一つは、
FTI 対象国基準を
満たしている国に対して「足の速い」援助が行わ

しかし FTI 中間評価報告書案は、効果測定のため

れるというデモンストレーション効果である。主

の時間不足、FTI 対象国の承認という国の選別性、

要なステークホルダーはこのようなグローバル基

その他のすでに存在していた要因との相互作用の

金アプローチに対して異議を唱えた。反対意見の

ため、こういった改善が FTI だけによるものかは、

根拠は、感染症撲滅世界基金の初期の経験ならび

断定できないということに留意する必要があると

に途上国のオーナーシップ、援助のアラインメン

述べている２３。それでも、初期の評価結果は、少

トと調和化は、垂直的な基金による支援よりも直

なくとも FTI が焦点を当てている初等教育に対し

接財政支援やセクタープログラム支援といった援

てはインパクトを与えていると言えよう。

FTI の成果
ケニアでは 2003 年に導入された学費無償化に伴い、一気に新たに 100 万人以上の子どもが学校に行けるよ
うになった。FTI 触媒基金、世界銀行 IDA、イギリス国際開発省からの援助を活用して、ケニア政府は小学校
の学校委員会に意思決定の責任を委譲し、教科書購入と一般的な必需品購入のための 2 つの制度を開始した。
1 万 8000 校以上の小学校が学校委員会を設立し、預金口座を開設し、資金使途の決定権を持った。この制度は、
学校委員会は金額とその使途を書いた紙を学校の掲示板に貼るという簡単なものである。会計報告書からこの
制度が適切に機能しており、草の根レベルでのオーナーシップが実現していることがわかる。この成功によっ
て住民は保健セクターでも同様な組織の設立を要求していると報告されている。
6

ガイアナはアマゾンの森林地帯の奥地の人々が点在して住んでいる国である。辺境地域にいる子どもたちが
学校に通うことは重大な課題となっている。EFA ファースト・トラック・イニシアティブによって、ガイアナ
政府は辺境地域の子どもたちの就学を増加させるためのプログラムを実施し、成功させた。FTI が支援したプ
ロジェクトでは辺境地域で働く教員にボーナスを支払うというインセンティブを提供するなど様々な取り組
みが行われている。さらに、FTI は学習教材センターや教科書の無料配布、教員宿舎の設置、温かい食事の配
給などのプログラムも支援している。その結果、就学者数が飛躍的に増加した。
出所: FTI website last checked 13.04.09
FTI は援助効果の世界において最も良いと考えら

果をあげていない。EFA グローバルモニタリングレ

れる多くの事例を生み出した。FTI 対象国の審査ガ

ポートは援助額の不足について懸念を表明し、ドナ

イドラインやインディカティブ・フレームワーク、

ー側が約束を果たせておらず、これを「集団的な失

国レベルプロセスの強化といったツールやプロセス

敗」と述べている。この点は FTI の最大の欠点であ

は、途上国のオーナーシップ、ドナー間の協調とア

り、ダカールでのグローバル・コンパクトの実現に

ラインメント、相互のアカウンタビリティの改善を

向けた大きな制約となっている。さらに、援助効果

２４

。保健分野にみられる

アジェンダの進展にもかかわらず、教育援助の多く

ような努力の分散化や国の優先順位からの逸脱、人

はまだプログラムベース支援以外で行われている

もたらし、賞賛されている

２５

。

（FTI の中期評価報告書案によると、教育援助のほ

FTI はこのようなポジティブな結果に大きく貢献し

ぼ 50％）２６。これは、途上国政府は教員を養成、雇

ており、
これらは教訓として支持されるべきである。

用、配置するために必要な経常経費に対して援助資

的資源の問題に教育分野は悩まされていない

金を割り当てられていないことを意味している。

しかし、FTI には不十分な点もある。上述したよ
うに、FTI は基礎教育援助額に関して期待された成

なぜ教育援助は教員不足に対応できないのか
国連は 2015 年までに 1800 万人の教員を訓練、雇用する必要があると推計している。資金不足のためすでに
多くの国は訓練を受けていない契約教員に頼っている。たとえばセネガルでは全教員のうち 50％が契約教員で
ある。UNESCO とノルウェー政府は資格を有する教員の不足は、
「初等教育完全普及のための大きな障害であ
り、早急に取り組まれるべき課題」と認識している。EFA 目標やミレニアム開発目標の 2 と 3 を達成するため
の援助の役割として教員の採用、研修、雇用の費用への支援が非常に重要であることは明らかである。教員は
教育制度の根幹だからだ。
しかし現在の援助モダリティーは、途上国政府による教員拡充計画に貢献できていない。教員給与は教育支
出の 70%から 90％を占めており、最低でも 3 年間の中期支出枠組みによってその全額が予算化されなければな
らない。
ODA 援助額が途上国の教育予算に組み込まれるためには、
一般財政支援かセクター財政支援を通して、
援助資金は予測可能性があり、かつ経常経費に使われることが可能でなければならない。これらの援助モダリ
ティーは、途上国政府が援助資金を柔軟に教育支出の優先項目に振り分けることを可能にする。しかし、ドナ
ーは革新的な援助方法ではなく、従来のタイド援助やプロジェクト、技術協力を好む傾向にある。つまり、途
上国は援助資金の使用目的を限定され、教員の給与に充てることができない。これはドナーが教員不足の危機
を克服するために貢献していないことを意味している。
多くのドナーは教員不足解消の必要性を理解し、努力していない。2009 年の EFA グローバルモニタリング
レポートによると、基礎教育援助額のわずか 10％（年間約 4 億ドル）が「直接財政支援」にあてられており、
この方式の支援を受けた被援助国はその 80％（年間 3 億 2000 万ドル）を教員給与に配分している。また基礎
教育援助の 34％（年間約 13 億ドル）が教育省に対する「セクタープログラム支援」である。この援助モダリ
ティーによる援助額のどの程度が経常経費、教員給与にあてられているかについてのデータはないため、3 分
の 1 と仮定すると、年間 4 億 4000 万ドルが教員給与にあてられていると考えられる。両者を合計すると、教
員給与に基礎教育援助額全体の約 17％にあたる 7 億 6000 万ドルが年間で配分されていることになる。初等教
育分野で必要とされる援助額（年間 90 億ドル）を満たすためにドナーが基礎教育援助を増加したとしても、
同じ比率で教員給与に援助資金が配分されるとすると、途上国政府が教員の増加対策に使用できるのは約 15
7

億ドルであり、必要額を大きく下回っている。
この問題は予測可能性の欠如によってさらに複雑になっている。多くのドナーは、単年度の援助予算を組ん
でおり、中長期的な援助を約束できない。一方、援助配分基準は明確に定められておらず時々変更される。ま
たドナーは将来に対する長期的なコッミットメントを行う前に過去の援助の使途の明確化を途上国政府に求
めるようになってきている。皮肉なことに、この慎重なアプローチは援助効率を低下させている。二国間援助
はわずか 1－2 年間の期間しか約束されない傾向があるため、不十分な資金により将来の経常経費を圧迫する
可能性があるというリスクを犯すことができないため、途上国政府は教員の増員にふみきることができない。
ドナー支援の目処が立たない国は、FTI 触媒基金からの資金の半額を教科書費用にあて、13％を教員の給与に
あてている。もちろん教科書は教育の質のために重要であるが、触媒基金の現状の支出配分は実際の優先度を
反映していない。
出所：GCE Briefing for the EFA High-Level Group, December 2008
FTI 対象国に対する FTI による支援実績をみると

下記の表が示すように低所得国は教育支出を増や

この傾向はより顕著である。必要な援助額に対する

しており、計画実施のための資金の 80％以上が途上

現実の援助額の差は重要な問題であり、いまだ解決

国政府の財源から調達されている。ルワンダ、ガー

されておらず、むしろ深刻化している。国別の資金

ナ、マダガスカルのようないくつかの国では、ドナ

ギャップに関するデータ提供は FTI 事務局の大きな

ーも援助額を増加しており、喜ばしいことである。

課題となっており、資金ギャップ積算の難しさは、

しかし、残念なことに多くの国が大きな課題に直

計画実施のために国レベルで資金を動員することに

面しており、国民の期待も空しく、暗礁に乗り上げ

対するドナーのコミットメントを妨げている。しか

ている。これらの国々は学費の無償化やジェンダー

しながら、FTI が承認した計画の資金ギャップが

格差の是正に向けた政策など、すべての人びとに教

年々急激に増加しているのは明らかである。

育の機会を提供するための大胆な取り組みを行った。
しかし資金不足のせいで、これの経験から得られた
メッセージは「努力は報われない」である。

不公平な協定

8

FTI 対象国の初等教育費と資金ギャップ

9

このメッセージはドナーの姿勢を批判するもので

のアカウンタビリティ協定は順守されていない。国

あり、またドナーがダカール公約ならびにその実施

レベルでドナーが行動の責任を求められる公式の機

メカニズムである FTI での責任を果たしていないこ

会はほとんどないし、資金ギャップや援助公約、ド

とをはっきりと物語っている。しかしこのメッセー

ナーの意向についての最新で正確な情報は不足して

ジは同時に、すべてのドナーに対して基礎教育分野

いる。外部資金の致命的な不足は、FTI モデルに対

の新たな世界レベルの援助メカニズムづくりを喚起

する疑問を投げかけている。FTI の中期評価報告書

している。多いに称賛された FTI という国レベルで

案は、「どのドナーも直接責任をとらない現状では、

の資源動員モデルが実際に機能しているのかが深刻

意味のある集合的な支援コミットメントを調整する

に疑問視されている。

ための国レベルの教育ドナーグループを形成するこ
とを期待するのは非常に難しい」と述べている２７。

FTI を通した国レベルでの資金動員のための相互

より良く― マリの教育援助経験から
マリは仏語圏アフリカ 5 カ国の一つであり、約 100 万人の子どもが学校に通っていない。マリは高まる教育
需要や退職する教員の穴を埋めるため、2015 年までに約 40,000 人の教員を採用する必要がある。現在、教員 1
人当たりの初等教育就学児童数は 53 人、初等教育学齢児童数は 70 人である。
教員を増やす取り組みも行われているが、資金不足により教育の質改善に予算の大部分が使われている。現
在教員の 4 割以上が中等教育さえ修了しておらず、6 割の教員が教員免許を持っていない。公立学校より給与
の低いコミュニティスクールでは、6 割近くの教員が中等教育を修了しておらず、9 割近くの教員は教員免許
を持っていない。
この状況に対して政府は SARPE(Strategie Alternative de Recrutment de Personnel d’Enseignement)
プログラムという 90 日間の教員研修事業を行っており、研修の半分の日数は実際の教室で行われている。
Forum of African Women Educationalists coalition/coalition EPT の Kady Baby は、
「深刻な教員不足のために
SARPE は教員が習得すべき知識や技能を十分修得できるレベルではなく、ある程度教えることのできる教員
を増やしているだけだ。45 日間で教員を訓練することは現実的には不可能だ。教えることができない未熟な教
員が 80 人から 100 人の児童がいるクラスの前に立たされ、何の教材も使わずに教えさせられている」と述べ
ている。
必要性が高まっているにもかかわらず、マリ政府は教育システムの拡大および改善のための支援を確保でき
ていない。マリの国家教育計画は 2007 年 9 月に FTI に承認された。2008 年と 2009 年に FTI 触媒基金から 870
万ドルの支援が約束されたが、年間 4000 万ドルの資金ギャップを解消するには不十分だった。これは「EFA
を達成することをコミットしているどの政府も資金不足によってその達成を妨げられることはない」というダ
カールでの約束をドナーが果たしていない何よりの証拠である。
マリでは 15 の教育分野ドナー機関が存在するが、教育援助の大部分はわずか 2 つのドナーによるものであ
る。2006 年の教育援助額の 76％、基礎教育援助額の 95％がカナダとオランダによるものである。他の 13 のド
ナーは資金ギャップを解消するための行動をおこす必要がある。
またドナーはセクター財政支援を通した途上国政府の優先課題やプログラムへの援助をコミットしておら
ず、教員給与を含む経常経費に対する財政支援が不足している。2006 年の教育援助の 13％がセクター財政支
援であり、一般財政支援はごくわずかであった。2006 年の一年間でマリは 1 億 4000 万ドルの援助を一般財政
支援として受け取ったが、これは全体の援助額の 6 分の 1 である。
さらにマリへの一般財政支援は過去 5 年間を通じて予測不可能で、今後も年によって変動があるとみられて
いる。ドナーは援助額を増やすだけでなく、予測可能な長期ベースの財政支援も行う必要がある。資金ギャッ
プが解消されるまで、教育システムは教員不足という深刻な課題に直面し、次世代の子どもたちは大きな影響
を受けるのは明らかである。
出所：Delivering Education Aid in Mali, Oxfam Research Report. Oxford 2008
資金不足に対する触媒基金による対応

与しなければならないというプレッシャーが高まっ

FTI モデルの弱点が明白になる一方、承認された

たため、次第に FTI 触媒基金の役割が重要になった

計画を現実に履行するための十分な資金を確実に供

ことは驚くに値しないだろう。2006 年から触媒基金
10

上国政府の教育大臣は、FTI 基金の拠出の遅れによ

はドナー孤児国だけでなく、承認された全ての低所
２８

。触媒基金に対す

り窮地にたたされた。数名の教育大臣は懸念の声を

る資金需要は急激に増加し、短期間の間（2007 年 5

あげた。
ドナーもこの状況に立腹し、困難に陥った。

月から 2008 年 9 月）に触媒基金委員会は 6 億 2700

オランダの開発大臣は議会に対して FTI 基金の拠

万ドルを 12 カ国に割り当てた。

出の遅れにより、法律によって義務づけられた公式

得国を対象とするようになった

しかし不幸なことに触媒基金の役割の拡大は、こ

の援助実績目標に達しなかったと説明せざるをえな

のグローバルな基金を責任をもって管理する役割を

かった。2008 年 9 月以降、状況改善のため多くの努

担っている世界銀行に対する懸念と重なった。世銀

力がドナーと世界銀行の職員双方の間でおこなわれ

の管理下にある全ての信託資金は国際開発協会

たが、触媒基金拠出率は配分決定額の 34%と非常に

(IDA)と同じ保護手段と財政管理措置の下におかれ

低い２９。したがって、急速で多大な支援の増加が必

るべきあるとの決定を世界銀行執行理事会は、2007

要なこの時期に、触媒基金は適していないという懸

年後半にくだした。そして FTI のもつ二つの基金(触

念を市民運動家や政策立案者は抱くようになった。

媒基金と教育計画開発基金)は世界銀行の支配下に

同時に、世界銀行は歴史的に基礎教育の主要な援

おかれることになった。これは、IDA による支援と

助機関であり、かつ FTI のもとこの役目を拡大して

同様の保護および財政管理手続きが FTI 基金にも適

いくよう義務づけられているにもかかわらず、初等

用されることを意味した。その結果、触媒基金の途

教育に対する直接的な投資を減らしている。

上国への拠出は致命的に遅れ、配分が決定していた

RESULTS 教育基金の 2008 年報告は、国際開発協会

金額のうち、2007 年 5 月から 2008 年 9 月の間にわ

(IDA)の初等教育援助額は、2002 年以降、2002-2004

ずか 320 万ドルしか拠出されなかった。

年、2005-2007 年の 3 年間の名目上平均で 13%低下
したと述べている。

政治的なコミットメントをすでにくだしていた途

世界銀行国際開発協会（IDA）の教育援助新規約束額

結論は明らかである

教育プロジェクト）も増加している。
「一般教育」援

1) IDAの教育セクター全体への援助額は2007年が

助額のうち 50%が初等教育に配分されていると言わ

約 16 憶ドルで過去最高だった。

れているので、全体的な傾向としては、他のセクタ

2) 「一般教育」
（他のセクターを通して実施された

ーを通して実施される初等教育プロジェクトは増加
11

している。

学習機会と十分な栄養は、子どもたちの将来を確実

3)

に明るくする３１。

教育セクター全体支援額に占める初等教育プ

すべての成人の読み書きを保証することは、文明

ロジェクト（世銀の教育部門あるいは人間開発ネッ
トワークによる）の割合は、2008 年を例外として、

社会の特徴と証明である。成人識字は、初等完全普

2004 年以降減少している。

及目標の達成に強く貢献する。読み書きのできる母
親が子どもを学校へ行かせる率は、読み書きのでき
ない母親の 2倍以上である３２。それにもかかわらず、

2008 年に世界銀行の初等教育援助額は 6 億 8600
万ドルだった。しかしながら、このうち 6 億ドルは

GCE の 2008 年度スクールレポートや過去の EFA グ

たった１カ国、インドへ流れた。一方、全てのサブ

ローバルモニタリングレポートは、これらの EFA 目

サハラ•アフリカ諸国に対する初等教育援助額はわ

標がミレニアム開発目標達成のための運動の中で多

ずか 4400 万ドルだった。

分に軽視され、EFA 目標全体の達成が危険にさらさ
れていることを示している。

このインドの初等教育に対する先例のない援助と
90 年代の初等教育重視の実績を除いては、基礎教育

加えて初等教育の普遍化が進むにしたがって、教

援助における世界銀行の役割について憂慮すべき事

育の質が悪化し、中等教育に対する需要が増加して

態が起きている。2004 年以降、初等教育援助額は実

いる。もし、すべての努力が初等教育普及のためだ

質的に減少したのみならず、全教育援助に占める割

けに費やされ、何億という読み書きのできない人び

合もまた減少している。2006 年の「世界銀行教育セ

とを放置し、初等教育後の教育を引き続き受けられ

クター戦略アップデート」(The World Bank Education

る望みのない人びとを生むのであれば、虚しい失敗

Sector Strategy Update)は、触媒基金による援助を世

に終わるであろう。FTI 触媒基金は、初等教育の普

界銀行による初等教育援助の代替物とみなし、世界

遍化に役立つ初等教育以外の活動にも資金を提供し

銀行の新戦略は、
「低所得国の初等教育に対するドナ

ているが、この政策の進展は教育セクター計画を開

ーの援助をチャネルする FTI により依存していく」

発している途上国政府に対して公式にはまだ発表さ

としている。世界最大の基礎教育援助機関がこの傾

れていない。

向をもし続けるのであれば、教育の質は言うまでも

ミレニアム開発目標の 2 と 3 の改善だけのために

なく、近年にみられたアクセスの改善傾向は逆転す

FTI が作られたことは、明らかに FTI だけの責任で

３０

るであろう

はない。しかし今こそ教育のための世界レベルの援

。

助メカニズムを拡大する時である。 2015 年という
期限が近づいてきている中、今こそ EFA のビジョン

FTI のヴィジョンの限界
キャンペーナーも FTI を通した世界規模の教育援

を新たにする時であり、真の世界レベルの援助メカ
ニズムを創設する時である。

助メカニズムに懸念を示している。一番重要な点は
このイニシアティブの対象範囲が限られていること

学校に行っていない子どものほぼ 40%は脆弱国に

である。FTI は、皮肉にも EFA/FTI という名称がつ

住んでおり、これらの子どもは他の子どもと同様に

いているにもかかわらず EFA のフルアジェンダで

教育を受ける権利がある。教育は平和構築や和解へ

はなく、ミレニアム開発目標の教育目標のみをター

の力となりうる。けれども不均衡なことにわずかな

ゲットとしている。ダカール行動枠組みは 6 つの目

援助しか援助を最も必要としている国々に流れてい

標を定めた。これは学校教育の発達段階の間ならび

ない３３。不幸なことに脆弱な国に生まれた子ども達

に学校教育と学校外教育（成人識字を含む）の間の

の就学率の改善は、頑強な政治状況にある国に生ま

非分割性を認識しているためである。すべての子ど

れた子ども達と比べて大きく遅れている。FTI は良

も、特に最貧困層の子どもの初等教育への平等なア

い実績を奨励し、それに報いるイニシアティブであ

クセスを確実にするためには、幼児のケアと教育が

る。したがって FTI は脆弱な紛争後の国を援助の対

不可欠であることが明らかになりつつある。6 歳ま

象にしてこなかった。FTI 脆弱国タスクチームおよ

でに教育の運命の大部分は決まる。幼少時における

び2007年 8月にオランダやユニセフによって設立さ
12

れた脆弱国のための「教育移行基金」(Education

よびすべてのドナーは、自らの責任を果たさなくて

Transition Fund)が、このアンバランスに取り組んで

はならないし、新たな援助メカニズムを通じてそれ

いる。紛争国の子ども達がとり残されていないよう

は可能になる。より多く、より良く、より早くでき

にしなくてはならない。

るはずだ。そうすれば次世代は、すべての人が質の
高い教育を修了することができる最初の世代となる

前進のためのもう一つの鍵は、教育の質とアクセ

であろう。

スの双方において、公平性を保証することである。
最新の EFA グローバルモニタリングレポートは、収

３．より多く•より早く•より良く
―EFA 世界基金の原則

入、ジェンダー、居住地、民族、言語、その他の不
利な要因によって長く続いている不平等を改善する
ために、教育のガバナンスを改善しなければならな

EFA/FTI は、EFA 世界基金のような新たなイニシ

いという大胆な提案を行った。
ダカールでの約束が、
本当にすべて子ども達を意味しているのならば、教

アチブ創設のための重要な基盤である。教育セクタ

育サービスの最も届きにくい子どもたちに対する特

ー計画およびその財政に関するドナーや途上国政府、

別な努力が必要とされることは明らかである。

市民社会の間の調整メカニズムは、FTI の最もすば

野心的で革新的かつ公正な教育サービスを保証す

らしい利点なので、創設される EFA 世界基金はこれ

るためには、途上国政府とドナーの間の対話プロセ

を維持しなければならない。一方 FTI の課題は改善

スにおいて市民社会がより大きな役割を果たすべき

されなければならない。FTI と競合する基金や機構

であるということをついにダカール会議は認めた。

を設立するべきではないが、もっと野心的に FTI を

原則として計画策定およびモニタリングのプロセス

進化、発展させるべきである。EFA 世界基金は、FTI

において市民社会が関与することを FTI はその政策

の現在の仕組みのうち以下の点を維持すべきである。

３４

文書に明確に規定している

。世界レベルでは市民

社会組織の代表として 3 名(および 4 カ国の途上国政

· 政府主導の教育セクター計画：FTI はすでに貧困

府代表)が、2006 年以降拡大した FTI 運営委員会に

削減戦略 や中期支出枠組みとリンクした、頑強

参加している。しかし、FTI の基金委員会には市民

で予算の裏付けのある国家教育計画の策定を奨

社会代表は入れず、たとえオブザーバーの立場であ

励している。これは疑問の余地なく FTI 対象国の

っても参加要請を時折却下されてきた。また国レベ

就学率や修了率の改善に貢献している。

ルでは、市民社会の関与に関する既定方針が守られ

· 国レベルのドナー間調整：FTI はドナーおよび実

ないケースが多い。ホンジュラスやモザンピークに

施機関を国レベルで調整することによって、援助

ついての GCE のスペイン連合体による調査は、FTI

効果を高めている。

プロセスにおいて市民社会が政府から重要でないと

· 質の高い教育計画：FTI は教育計画の質を査定す

頻繁にみなされており、排除されている事を明らか

るために一つのシステムを活用している。FTI は

にした。FTI の中間評価報告書案は「市民社会のア

各国が包括的かつ現実的な予算を策定し、改善の

ドボカシーの役割はダカール以降目立つようになっ

ための測定可能な指標を確立している。

た。しかし国家教育計画策定プロセスに深く関与す
る機会はいまも限られている」と述べている３５。

また FTI をより強力な EFA 世界基金へと転換する
ためには、以下の原則が遵守されなければならない。

教育のための世界レベルの援助メカニズムの創設
が今求められている。FTI のこれまでの経験は、進

· 参加型のガバナンス：国レベルおよび世界レベル

展は可能な事を示している。しかし援助責任を果た

の両者において、途上国政府、ドナー、市民社会

さないドナーおよび多くの組織的な制約によって限

の代表の三者間のバランスを維持する。

界も示している。
今がまさに道を正す時であり、
2015

· 独立した世界事務局：EFA 世界基金の運営シス

年に向けて大胆に前進する時である。米国の新政権

テムに関して、事務局が効果的に機能し、説明責

は、新たなモメンタムをもたらした。しかし米国お

任を果たすために、事務局はいかなる加盟組織か
13

政策を支援する。

らも独立していなければならない。
· 多国間、多くのドナー、多くのパートナー、多様



支援は EFA のすべての目標に向けられるこ
とを保証する。

なモダリティーの尊重：強力でインクルーシブな
EFA 世界教育は、さまざまな援助モダリティーを
通じて、基礎教育援助が量的に増大し、質的に改

より多く：

善するための枠組みを提供しなければならない。

· 2009 年末までにドナーはハイレベルの「移行作

ドナーが援助を行う上で異なる選択や優先事項

業部会」を設立し、FTI メカニズムに基づいた新

を持っている点を認識し、途上国の計画を支援す

しい援助メカニズム創設のための実質的かつ明

る二国間援助を EFA 世界基金に対する貢献とし

確な提案を行うべきである。この部会には、途上

てカウントする。特に政府主導の教育開発計画と

国政府と市民社会組織の代表が参加すべきであ

整合性をもつセクタープログラム支援や直接財

る。
· 国レベルおよび世界レベルの EFA 達成のための

政支援、プールファンドを重視する。
· 援助効果改善のためのグローバルな原則の順

資金ギャップを適切に積算する。過去に多くの組

守：援助効果改善のためのアクラ行動計画に基づ

織がこの仕事を行ってきたが、EFA グローバルモ

き、EFA 世界基金はすべての援助を調整する。そ

ニタリングレポートのような信頼できる機関の

の原則とは、途上国のオーナーシップ、効果的か

機能が強化され、EFA 目標達成のために必要な費

つインクルーシブなパートナーシップ、開発成果

用が算出されるべきである。新たな算出額は、お

の重視である。

おむね現時点の見積額よりも高くなるであろう。

· 敏速に対応できるメカニズム：紛争後や脆弱国に

なぜなら、幼児ケアと教育および成人識字目標の

おいては教育システムの再建、強化が国家の復興

費用と周辺化された層に対する教育の保証が資

に大きなインパクトをもたらしている。EFA 世界

金ギャップの積算に含まれるからである。それま

基金は、脆弱国において良い成果を迅速にもたら

での間は、年間 160 億ドルが EFA 達成のための

すために、早くかつ効果的な財政支援を行うメカ

不足額として使用されるべきである３６。

ニズムを保証しなければならない。教育セクター

· 2010 年の主要な国際会議において、ドナーは二

のみならず保健、債務救済、貧困削減から得られ

国間援助、多国間援助、プールされた基金といっ

た教訓を EFA 世界基金に活かすことが必要であ

たチャンネルを通じて、資金ギャップを「公正に

る。

分担」するために少なくとも 5 年間分の資金供与

· 高い付加価値：EFA 世界基金は、新たなシステム

を約束をすべきである。
· EFA 世界教育は、途上国が国家教育計画を実施す

を創設するのではなく、既存のメカニズムを以下
の点について改良し、付加価値をつけるものであ

るための資金を確実に得ることができるように、

る。

より大きな共同出資された基金を持つべきであ








紛争影響国の人びとを含む最も援助が届い

る。「教育移行基金」は、脆弱な状況にある国々

ていない、最も脆弱な集団を重視する。

のために別の資金源として続けられるべきであ

国レベルおよび世界レベルでの市民社会の

る。しかし、教育移行基金は、EFA 世界基金の枠

参加を保証する。

組みに位置づけられるべきである。

教員養成や雇用のような経常経費の支援が
可能な予測可能性の高い支援を行う。

より良く、より早く

迅速かつ調整された援助が、不要な事情によ

· FTI によって開発された枠組みと指標のレビュ

って邪魔される事なく届けられるようにす

ーが 2009 年の間に実施されるべきである。この

る。

レビューは 2010 年半ばまでに途上国政府が教員

教育の質を重視し、学校教育へのアクセスと

給与を含む政策の改革および予算措置を開始す

同様に学習達成度を向上するための計画や

るためのインセンティブを与えるものでならな
14

報告するための国レベルの資金提供代理機

ければならない。
· EFA 世界基金の枠組みにおいて、頑強な EFA 計

関(Local Funding Agents)の活用。


画や資金需要の策定、承認は、広範囲にわたる「ロ
ーカル教育グループ」(Local Education Group)によ

計画策定の初期段階における技術協力の供
与の明確化。



って行われるべきである。
「ローカル教育グルー

実績に基づく資金供与。

プ」は、政府、ドナー、市民社会、さらに必要で
終わりに－希望を現実に

あれば民間セクターからのバランスのとれた代
表者達を含むべきである。感染症撲滅世界基金の

私たち Global Campaign for Education は、ダカール

国レベルの調整メカニズムは、このためのモデル

世界会議以前より、EFA のためのグローバル・イニ

として活用できる。

シアティブを一貫して提案してきた。EFA は基礎教

· ユネスコならびに EFA グローバル•モニタリング

育分野援助の大規模な増額なしには達成されない。

•レポートチームは、ローカル教育グループによ

初等教育完全普及目標を達成するためには、2010 年

る資金要求を独立した立場からの審査を透明性

末までにすべての子どもが小学校に入学していなけ

の高い方法を用いて行う。

ればならない。

· EFA 世界基金は、二国間援助を含む EFA のため

初等教育の普遍化は、全体像の一部である事を認

のすべての援助をモニター、調整する権限を委任

識しなくてはならない。初等教育の普遍化や他のミ

されるべきである。

レニアム開発目標は、EFA6 目標すべての達成なく

· EFA 世界教育は、行動の自由や政治的注目を確保

してはありえない。現在ドナー達に支持されている

するために、パートナー機関の外に独立した事務

「2 歩進んで 1 歩下がる」アプローチは、ゴールに

局や議長を持つべきである。

向けて迅速で何事にも屈しない「前進あるのみ」に

· EFA 世界基金は、ローカル教育グループの設立や

変わらなければならない。この資料の中で提案した

計画策定のために途上国を支援することができ

最善の案である EFA 世界基金構想は、成人も児童も

るように大きな能力を持つべきである。

乳児も誰も置き去りにはしない。

· 理事会は、EFA 世界基金の最高意思決定機関であ

FTI はたくさんの事を成し遂げたが、その限界も

るべきである。もし分離した委員会があるプール

明らかである。私たちはイメージを一新したグロー

資金を管理するならば、これらは基金全体の小委

バルイニシアティブを確立すべきである。

員会であるべきである。そしてパートナー国や市

21 世紀の夜明けは、世界中の学校に行けない子ど

民社会の代表がそのメンバーに含まれるべきで

も達や読み書きのできない大人にとっての希望の夜

ある。同様のアレンジが教育移行基金にも適用さ

明けとなった。今こそ、希望を現実のものとする時

れるべきである。

である。

· 世界銀行は FTI 基金と同様にプールされた基金

１

の被信託者を続けるべきである。しかし EFA 世
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