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Ⅰ. はじめに

��を�ける��が�めて���に��さ

れた�����の����������� !で

�"��#$に%する&'な(り)みが*わ

れてきた+しかし��"��の#$が���

,として-.に/げられ�����01を2

34させるきっかけとなったのは�おそらく

�����にタイのジョムティエンで56された

78�のための��9��:;であろう+こ

の:;は�ユネスコ�ユニセフ����	

<�=53>?@���A*の ��B%のC

DE6により56され��
�カ�のFGHI

ばかりでなく���の���HIなどがJK

した�というLMでも����01NOにP

きなLMをQつ+こうしたRSい)TのJK

をUて��������は��VWのXKにYい�

Z[��の#$に\けて&'な���な(り

)みが*われてきた+]^�サブサハラアフ

リカ!_では�`abcの���dがe`fに

gっておらず�e`fに*ったとしても�h

ijのklがmnできないというopである+

�=のqrによれば�サブサハラアフリカ!

_は�sアジア�オセアニアとtんで�����

�までに8�に��を�けるB:をuえられ

ないだろう�とvwされている+
１

78�のための��9をxyするため�

�����Hzごろから�サブサハラアフリカの

{jの�'で��"��を|}4するF~

<���������	����������� �!�"�	�@が

E�となってきている+
２

アフリカの�くの�

では�FGの��した�Fopから��"�

�の�n�が�されてきた+このため���

��

��P`P`���01���W��
��の��は���53�"��B�の���

�および��01B�の�����とのCD��
のy�の��を�んでおり�Dy�へK �¡¢
を*ったものである+
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�の���は�く�えられてきた�こうした

�	を
�するため���も���を�

�し����の���を�するようになっ

たのである��に��で�も���が�いサ

ブサハラアフリカ��においては����� !

に��の"#$%を&げることで�'(��

の���は)*に+,した�-でも�ウガン

ダは.�に/0けて���� に���12を3

ち4し�56789:;��	
���
�������

�����
����
������<の-=として>?

づけることにより�ドナー@�からAくBC

されている����DEをFGとする'(�

�へのH1IJ?にKえ���LH1の�M

NO��PQ��のRSTU(�VWIなX

りYみがZ[されている�

\]^のための��_のねらいは�\��

へのアクセスを`aし�bcdを��し��

�システムのe�dを+げること_とされて

いる�
３

しかし����12のefとしては�

'(��へのアクセスの`a;g��hのi

a<にjkなlmがnまっている�o やp

�のqいこの��のQどもたちにとって�ア

クセスというrstの��がどれほどの�u

につながっているかはvwである�/Lxy

においても�このtはz{であり�56|2

として>?づけられる���12のbcdや

e�dにlmしたxyは}~ない���への

アクセスが��されても����4�し�け

ることの6�さを��しない�り�[��+

�における��のbcdを
�することはで

きない�

もうひとつの/Lxyの��は�その��

とデータの��にある�これまでのウガンダ

に�する/Lxyは�これを56�に��す

る12としてAくBCするものと���には

�だに���が��されている��もあり�

56�の���を�いていることを��する

ものがある�
４

しかし�これらのxyは�どれ

も���� ��における���12の��"�

の L¡の�¢£¤であり�} が¥jした

��の�	をN¦する§¨は©�していない�

また�N¦M�に�しても�qくの§¨は�

1ªの«¬®¯�あるいは�°されたケー

ススタディによる«¬Iな��N¦が±であ

り�²³をr´�するにはvwがµるtもあ

る�

このような¶·に¸ち�¹xyは��ºの

パネルデータを%いて���のbcdという

»tから����12のefと¼½について

N¦をLう�¾¿Iには�ウガンダのÀÁÂ

における��ÃÄ�	�o とp�といった

��のÅÂe�d���$ÆÇのÈ°ÉÊを

°ËIにN¦し���のbcdをAめるため

の12IÌÍをÎることをmIとする�N¦

|Ïとなるデータとしては����� ８Ðから

��Ðおよび���� ８Ðから��Ðに�Ñ[�

A(��ÒÓ;���������������	���
�

�����
� ��  ��
��������! "
	
!��#
���

��� "<とマケレレa�がÔzで�nした

ウガンダÀÁÂ;-Â�ÕÂ�ÖÂ<の�$�

�×のパネルデータを%いる�

¹ØのÓÄはÙのとおりである�まず�Ù

Úでは�ウガンダにおける'(��12をÛ

Ütな»tからÝ»し����12の'¡I

� Ñ Þ ß à n á�$â á２ãäå



��と��について�べる��３�では	


�の��の��を��し	��の����

みを��する��４�においては����の

データ	����を� し	�５�で��!

�を"�する�#$に	�６�で!%を&く

こととしたい�

Ⅱ. ウガンダにおける������

� UPE�Universal Primary Education�

��の	
��

ウガンダにおいて'(
�の)*�が�に

+,されたのは	����-の./01にまで2

る�3たに./した45に6する47の8い

9:を;に	./の<-の����-には
�=

>?@Aが!Bされた�C?@Aは	45の

DEのためにはFGなHI�BのJ*�を�

き	そのK�となる'(
�のLMをNえた�

しかし	その$のOPQRSは
�のDEに

TしくUのVWをMぼしていく�./XY	

Z[やクーデターが\いたウガンダでは	


�LMはスローガンX]にDEすることはな

く	����-^K_には	`abcのd_eし

かf`しておらず	����-^にgっても	`

abcのd��hしかf`していないijであっ

た�
５

kHのための
�Alがmnされた<-の

����-	ウガンダOoは��-X]も\いた


�Opのqrをsめ	'(
�のtAのuv

とwのx]にyするz{Qな|pを}り~め

た�����-にm~された'(
�s�プログ

ラムは	それまでの�(	F(
�の��を

'(
�に��し	
@��や`�����

のs�(をZ�とする'(
��
@mDプ

ロジェクトが3たに��された�

'(
�のLMが4�Qy�を�め	ウガ

ンダ4Zにおいても*�がFかった����-^

_ばには	�しもv����が�われた��

9でもあった���に�るムセベニv��は

����-のv����で'(
�の� ¡を�

��dとし	¢�した£$の����-１¤より

	
�Opを�¥している�

	
�Opのコンポーネントは�１¦に�

すとおり	vきく５つに�§することができ

る��¨の©ª«�«¡については	����-

01では	¬¢たり４Hの®どもの'(


�の©ª«を�«としたが	����-には¯て

の®どもの©ª«が°±された�
６

これに6²

して	�³のコンポーネントとしてOoによ

る'(
�´µ¶の·vが¸げられ	Ooの

�Q
�¹´ºは �
の���hから���hと

ウガンダにおける'(
�Opの��と�� »¼

�１� UPEコンポーネント

１½©ª«�«¡
２½Oo´µ·

３½コスト¾¿
４½ÀÁÂUÃ
５½
��¹

¨5Ä４Hまで©ª«�«	Åbは��Æまで¯て©ª«�«

@µÇ	
ÈÉ
I�ÊË３Hに１ÌÍÎÏ	�ÐÑÒÓIËÔÕÖ×	セメ
ント	ØI	Ù(Ï
１クラス��HË	
�XKは��HÏ	１Ú２`-に２ÛÜ&g
ÝÞ	Üßおよび`�¥ÒÑÒに�してのàá�
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なり��������	
のうち����が

��から�����となった���のコンポー

ネントとしては���の���を�ぐため�

１�２��に２��を��し������の

� !であった１クラス	�"#�を$め�１

クラス��"と めた�さらに��%のコンポー

ネントとして&'()*を+,��-�./

0に1 し��2のコンポーネントで�./

0の34が5しいとされる67�を8いて

�
��の9:を;<した�また���=>

?における@ABC�と�DE��のFGを

H�としたIJKLMNがOP�にQRされ

た����はSTUにVづきW�され�X"

Yたり4Z[\������������]として

^_`abからc�dにef4Zされている�

ghについては�ガイドラインはあるものの�

c�dのijにkねられている�
７

Pl�mnをうまくo?にpびqけたムセ

ベニ^rsはPltuからのvい�wをxて

���?yをQRすることとなった������

にy されたPz`aとしての{|}~=N

`a\��������������������������

����]においても�����は&����

�������と�んで��セクターと��

qけられた�この`aは�その������

の��としてy されることになった{|�

���ペーパー\����]の��となった�

��B�のPz`aとしては���� �にはド

ナーの��を�け���セクター��`a

\��!����� ������ "���#�$��� ����

��"�]がy され���セクターO#にお

ける����への���な>? Bが¡¢さ

れた�これを�けて�����による����

£¤による>?����ドナーからの���

¥も¦
された�ウガンダ��bとドナーの

§¨m©はª«にG¬し���bのリーダー

シップの�®�¯¨で��"�のモニタリン

グがQRされている�

このように�ウガンダにおける����?

yは������°�Po±の²³?yにmする

N´にµ¶されながらも·¸にQRされてき

た�%����に�り�カナナスキスサミットに

おいて�¹"のための��\�&�]をº»

するニーズの¼い½�ªなP¾に¿して�À

のÁÂ�をÃる����ファーストトラック

イニシアティブ\&
"]が3Äされたが�ウ

ガンダはいちÅくモデルPとしての@�をÆ

Çし�%����には&
"の�XグループにÈ

ばれた�これにより�ウガンダはPl�にも

ÉÊ�な��`aをwつとËÌされ�ÍQと

もに½¹"のための��¾HÎのº»のため

にPl�な�ÀのÁÂを�けることとなった�

� UPE��の�����

���?yのÉÊは�·ÏなÐ�(Uの¦

ÑによってÒQにÓれた������にはÔ% �

¹"であった����STUは����?y

が��された�����１Õには���¹"に·¦

した�
８

このpÊ�ÖÐ�×はÔ��となった�

Ð�"Øはその�もÙÚし�%����には���

¹"にºしたとÛÜされている�
９

%����のÖ

Ð�×は�O#で��'���ÝDÞでは�Ý

E�%'���DE �'�となっている�
��

�１
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は�ね��に�びているものの������

が�	された����
��で�ともに�きく

��していることが�かる�

また���の����への����を�け�

���は��� から��� に�!"�も１�

"から１�４#"に�それぞれ$%した�
��

$

%&でみると����および!"�の$%&

は��'であり�()の$%&である���'に

は*く+ばないが���, -たりの()�

を$やすことにより./�が0られたことは

�1したとおりである���, -たりの(

)�は	���
23で
� と456である�� 

を78っていたが�	���
には�� と456

を9:した�;!
では２<=を0っている

ため�,�>あたりの()�は�	���
に

��
 に7っていたが�	���
には�� に?

@された�

さらに���のAのBでも��のC	によ

りいくつかの?@3がDられる���のイン

サービスEFがGわれ�EFされた���は

���H�の���

には����� であったが�

	��	
には������ に$%した�
�	

�IJK

Lについては���MにN�された�Oユニッ

トが�PQRSをTして�UKLした����



には４V１であった�IJ.()W&は�

����
の����	�には９V１までX�し

たものの�	���
には５V１にまで8Yして

いる�

このように�ウガンダの�����の�Z

[\]は�����へのアクセスの^�とそ

れに.するA[��が_`である�しかし�

A[��については��a, -たりの()

�の$%にbcされるように�d!eの$�

に./しきれていないのがfgであり���

のAの;hにiのjkがlているmnoはp

い�

� UPE��の�����

�����がqrな()�の$%をもたら

したことにより�s��は��[���[な

tuでvくの�Z[wxをyすこととなった�

まず���[なzBからは����の\]と

ウガンダにおける������の\]とwx {|

��
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��は��している��������には	
�

の���の��の�８�が����となっ

ており	このうち	���	��で��さ

れる��は�� に!んでいた�
��

"って	ウ

ガンダにおいては	#$で	この���%

&'()が��の�����の*+につながっ

た�しかし	,$で��の-(の./には0

ずしもつながらなかったようである�

1２2は	34が�����にウガンダに56

した7に89した	あるウガンダの:;に<

=する>?@なABの��における７�C

D���EF��Gから��されるHIを

���()JK�LでMNしたものである�

これによれば	��の#OPたりの-(は	

�+しているようである�しかし	QRは	

���()JK�には���STであるCU

がVWの３ の１をXえることもYしくなかっ

たZ[であったため	VWの-(Z[は./

したとは\えないが	QRに]'したとも\

いがたいとみるのが^Pであろう�このため	

���()Lも���を�している��があ

ると_`されている�
�	

また	���の����については	��

�の%�'により
�ab+されたとの c_

`もあるが	
��

Sだ���を��する��もあ

るため	��dの89によれば	��aの�

��e�4がこれらのfg��のためにe�

したとも_`されている�
�


さらに	hi	j

k	�lm	��nopqなどは����と

してrっていることからも	stuにとって

は���の����がSだvくのしかかって

いることがwxされる�

��@yzからは	��の{;|}~とい

われるe�}D������Gと��}D�������

����Gの��が	���()�でEも��な

��である������から�����のV���で

も	e�4は����７�Oから�	�３�Oと

��a��した����	�にVWのe�}は	��

aとなっている���を��する()D�����

��������������������Gがあるにも�わら

ず	���JKLの��}は�����aでw�

している���のV�����}は���	�に

は���LのE�����aを��した�こう

した{;|}~の]'は	���へのアク

� R � � � � 1�	� 1２���

�２� �����たりからの�	
���７���１����

D�<�ウガンダシリングG

���JK� ���JKL
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セスが��したことによる�の��というト

レードオフ��により�じているとも	えら

れる
しかし�これまで�に�ることがで

きなかった�どもたちが��を�ける��を

�えられた��で���や��を�り�して

いるとすれば���の���という !での

���"#の$%そのものが&われることに

なる


Ⅲ. ��における���の��

���"#は'()のための��*+,�

-の./に0って�1ての�どもたちに23

��への43なアクセスを56するために7

8された
しかし�43なアクセスは94な

�:を56しているのだろうか


43;<�����	
�=と94;<���	
�=は�

しばしば>?して@いられることがある
し

かし�このAつのBCはDEFにGなるもの

である
43;は1ての)Hが3しくIわれ

ている'JK*をLすのにMし�94;は�

NHなグループのIわれ�について�OのP

QRSをもってMTすることをLす

�

この 

!で�94;は'RSUV*がWっているB

Cである
たとえば�XYZV�;[�\�

3の��のカテゴリーによる��へのアクセ

ス�]^��%において94;を_つには�

カテゴリー[の)HのJ`にaじたMaがb

cとなる
したがって�94;の&dは��

�のカテゴリーやそれらのef�のgで�"

#hのPQRSをiむことになるのである


94;のjもkcなlgは�)m�;[�n

opq�rs�6t�uv3のステータスに

より�ある)wのxで��の]^やサービス

のyzが94に{われているか�を&dにす

るgである


94;には�Z4の94;<���	���
��

���	
�=と|}の94;<���
	������	
�=

というBCがある

��

Z4の94;とは�カテ

ゴリーが?じ)Hの~で?3にIわれること

をLし�|}の94;とは�Gなったカテゴ

リーに�する)HがGなったIいを�けるこ

とを !している
�えば�XY�の��を

	えればわかりやすい
XYの?じ)は?�

の��を�め�XYの�い)は�い)よりも

�い��が�せられている
Z4と|}の	

え�をC�に�くと�43;と94;のBC

の�いはより��となる


'()のための��*"#は�1ての)H

に3しく��を�ける��を�える�という

 !で43なJKを�Oしている
しかし�

その43な'JK*を��するためには��

�"#においてある�OのPQRSをiむ9

4;のBCが�み�まれるbcがある
ウガ

ンダの��"#の��において�94;を	

�した��"#のためにbcなカテゴリーと

�ばれるUVとなるのは�;[や��などの

�;や����や�の��レベル�����

の といった0�からある¡�¢£FL¤に

¥え�エイズ3による¦§や�の��レベル

がR�しない¨§が©げられる

��

Gなったª

«�にある�どもたちにMして?じ"#が¬

@されることの$;は�こうしたカテゴリー

に�する�どもたちの~で43なJKが®5

されているのか�というlgからy¯するこ

ウガンダにおける23��"#の$%と�d °°



とができる�

��のアクセスと���には��	な
�

�があると�われる�これは���によっ

て��な��が�なるからである�
��

�����

の�������を� しているアジア!"

においても���の#つ$%&'	��や(

)*+によって���の,やアクセス-.に

は/0が1�している�
��

また�ウガンダの

���23は�4ての5どもの��67を8

9に:;しているが�<=>やストリートチ

ルドレン��?@にAいやられたB�とそう

でないB�の��にかかる67にはかなりの

0が1�していることがCDされている�
��

ま

た��EFGやHIJKのLM�NOP��

�PのQRいなど�ST*+においては��

のU%67もVい�したがって��なったW

@にXかれたB�のグループによって��を

Yけるための67は��であり�Z[Bのた

めの��\を� するためには�それぞれに


]したコストを^_した23の`aがbめ

られることになる�

これまでcされてきたdPeがfegされ

るという���23に
して�SThの5ど

もたちはijにk]し���しているかもし

れない�しかし�dPe�lの��なコスト

によって��のmnがToであるかもしれな

いのである�こうしたToさはp�やqrと

いう`sのtuによってvれる�したがって�

wxにおける�yのz{では���レベルの

�rの��� |�p�とqrを}む��の

~�����そしてL�の��6�;がどの

ようなグループの��に��されているのか

について`�z{をtい����23の��

�を��する�

Ⅳ. UPE��の���に�する��	


の��

� データ

wxで7いられるデータは�����r８�か

ら���および���	r８�から���にST�W

@�NP��プロジェクト�
��������

���������������������������������

�����������
������
��

の8Wとして"s

��V���U�� �!"#�とマケレレ�

�が��で��したウガンダN��のパネル

データである�����rのデータには�$�L��

���	rのデータには%�&L�が}まれている�

このデータは������のある��*+を

�く4*+のN��において�t2��の 

¡��である '(�'���(��������のレベ

ルで¢£¤;¥によりサンプルを¦�¤;し

ている�このため�B§の９¨��が()す

るウガンダN��の8©	なª«を¬する

のに®したデータである�

����rのデータには���&	B����	rのデー

タには��$	�Bの¡�¯の°±が}まれてい

る�このうち���%�)Bは����r²³に¡�

°であり�かつ���	rのデータにおいてもA

´µ¶な�·rのデータに}まれる5どもた

ちである�データの¸¹をºると���%�)B

のうち���&B��%*$��は����rから���	

rの»¼に½¾に２�r¿�している�２r

¼にÀなくとも8Áqrした°±は����)�

B�&$��に�る����B�&*)��はp�し
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ており����������は���を	
し�

��しなかった�である�����������

は���へ��している����の�につい

ては����	�のデータが��しており���

に�めることができなかった�

����の����のうちで��に���

に��している�の !を"す#��$は�

�����のデータでは�%&�
����'&�
��

�である����	�には()*+され�%&

������'&���	�となっている���,よ

り-.されている/0データは%&の1が'

&よりも()��$が2いと34されている

が�5データによれば�6�ともに'&の#

��$が%&の7を()89っている���

$/:が/0データよりも();いのは�<

=>を�んでいないためである�しかし�そ

の?は@かであり���$の2さにAしては�

BCするデータはDね/0データとE�であ

るとFGされる�

� ����

HIの��においては���JKL�M��

N����Oといった��のPQがそれぞれ

RSTなUVというWXにおいてYなること

から�Yなった��1ZをCいる���JK

Lおよび��Oについては������のデータ

をCい�[\]^�プロビット_�および

��9`��によりRaTに���bcIに

おけるそれぞれのdRefを��する�M�

とN�については������と���	�のghを

FRするieがあるため������と���	�の

パネルデータをCいてj�ずつ���M��

N�という�kをlmする�そして�そのn

oをもとに�M�とN�のdRefにAし�

マルチノミナルpロジットpモデルをCいて

_�する�q��1Zについては�HIのq

rstに[\するとおりである�

��1 ���	
の���

��JKLのdRef��については�ま

ずuvwxyの��JKLを���z{で|

}するため�[\]^により��yの~�$

を��する��:Tな�Zとしては����

{のグループを�	��������bc���

aで９���������Hzのグループを���

�������bc���aで�������と�

Rし�その��を�る����HIの&どもを

��のPQとしない��は�������aで�

だ��している��Uが2いためである�

�に���JKLにAしては�まず��し

ているか�かについて������aで����

である６����をPQとしてプロビットモデ

ル�による��を�う�

������������ ��	���
�������� �

���は��� �の&ども �が��している

�!を１としたダミー��である�	��は�

��の&ども�の��および��のステータ

スにAするダミー���
�は�� �の��

�の������をベースグループに�R��

Uy���を�む���の��を.す�ウガ

ンダにおいては���はエイズ��である�

�Uが2く���な ¡Iにおかれていると

¢¢

ウガンダにおける����bcの£oと¤¥ ¦§¦



��することができる�
��

��は�� �の��

�	
��にする��であり���および

��の�������における６����の�

どもの�����たりの������ !ド

ル�"#$�%&'#�� !ドル�"#$

および()あるいは*+する,-の./��

 エーカー#$を0む�また������の

��レベルが12である�どもについても�

ダミー��を3いた��を45し�6が78

できるよう9:している�
��

さらに���は;

<と=<を>す-?
@Aのダミー��であ

る�なお�BCDのEFをGるため�BCそ

れぞれについてモデル�を3いて78する�

Hに����IJのKLをコントロールし

たMで�NOP5QRがどのような���	


KLをSけているかについて78をTうた

め�O�UVWにするプロビットモデルに

よるX8をTう�UVWというYZ�[\は

]^O�である７O�のUVWを_ることが

`a��のP5というbcではdましいが�

ウガンダのYZ�６�７�のeO�について

は��	�をfぎてもg�やhOをiりjしな

がらkOするケースもあるため�P5lを_

るにはmnがoじるpqrがeい�したがっ

て�stにおいては�４�５O�を�uとし

てそれぞれのO�のP5lを78することと

する�なお�BCDのEFをGるため�BC

それぞれについてモデル�を3いて78する�

�������	�または��	����

� 
����	��	�����������
�

��	�および��	�は�それぞれ４O�およ

び５O�をUVしたかvかのダミー��であ

る�w2��の ���	�はMxした�yにz

い�����{を�		
�|}で������とし�

���~�の�{を��に�	����のグルー

プと��したMで�����{を１としたダ

ミー��である�	�は�� �の�ども 	の

��を�す���であるかvかのダミー��

は����~�の�どもについて��されてい

るため�ここでは�3することができない�

��������は��と������の@A��

�の@A�-?の@Aをそれぞれ�す��で

ある�なお��の����についても���~

�についてのみデータが��されているため�

この78では{��として���5�のBC

D]�����を3いる�

��2 ��の�����の	
��

��の�<�Wrを>す�な��にg�と

hOがある��		
�と�		��のパネルデータ

を3い���の�に�それぞれのo�がkO�

g��hOという３つのk�をどのようにた

どったのかについて��x��を3いて��

する�また�kO�g��hOを0むz �

�を¡�し�~�に�すマルチノミナル¢ロ

ジット¢モデル�を3いてその£�¤¥をB

CDに78する�

������	��������

� 
�	������������	��
�

�	�は����の�ども	が¦§にkOし

¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨
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た��を１���した��を２���した�

�を３と�	している
������������につ

いては� ��と�����は�どもの���

��は���の�����は��の�����は

��を�す
ただし�����の���とし

ては��どもの�������には��や !

のステータスだけでなく�"#$%&'を(

)するため���の*+が,まれている
ま

た���の������については�����

-の./�0ではなく��ども12の34お

よび54の67レベルが��として8いられ

ている


���は�ども�が9っている�:の��を

�す��である
ただし�この��は�����

のデータで;<され=めたため������に9

�していない�どもについては�:のデータ

が>?している
@って�1AのBCにおい

ては���についての�:DEのFGはBC

することができるが���についての�の

FGをBCすることができないというHIが

ある
�:の�������としては�JK�

LKのM�NOPとNQPのMを�す２つの

ダミー��とRSでTから�:まで9うのに

DするUV�B�でWした�:までのXYが

,まれる


��3 ��の�����の	
��

まず�Z[レベルの67\]^の_`をB

Cするため������のデータを8いaRb2

cたりのTdの67\]^をefにg^した


データに,まれるhが��Niの67\jk

であるため�lmのnoでb2cたりのpq

をg^することとした
まず�r�:あるい

はs�:に9う�どもしかtさない��をu

^し�b2cたりのr�:あるいはs�:に

おける67\としてpqhをg^した
vに�

このaRb2cたりの67]^kのr�:w

s�:の]^xyをg^し��z���を{た


|いて�r�:およびs�:に9うaRを}

つ��の67]^にこのxyをcてはめ�r

�:およびs�:のaRb2cたりにかかる

\8をg^した
このようにして{られた.

~%なr�:ws�:のTdのb2cたり6

7\]^xyは �z	��となった
この�h

は�����に
������によって{られた�h

とほぼ�であった

��

したがって���に;

<されたb2cたりの67\には�ばないも

のの�かなり��の`�を��した�hを{

たと�えられる
こうして{られた67\と

それがTd]^Niに�めるxyがb2cた

りの]^��Mにどのように�なっているの

かを���dによりBCする


vに�67\]^および67\��yに�

しては������BCを�う
ここにおい

ては���レベルでg^したZ[67に�す

る]^jkを�8する
�ども�2ではなく

��レベルの67\を��としたのは�ef

にg^したb2cたり67]^を�8すると�

�どもの�Mや !のステータスなどの��

のFGをコントロールすることができないた

めである
���は����のとおりである


���	���� 
������������� ������

ウガンダにおけるZ[67��の��と��  ¡¢



������� �������������� �

��の������	
������につ

いては���した�����の����で�

�����の�����を�に��したもの

である���の�����������は�

��の�����が��� に!める"#を

��$した�%である������	


����だけでなく����������を

&いることにより���の��に'する��

の(�)#いを*ることが+,となる�

-./�のうち���0の12を3す��

および45を3す��の6/�グループにつ

いては�7�した�8と9:の/�を&いた�

また���の����は�;<レベルではな

く���レベルの=>であるため���の1

2を3す��の�の��レベルについては�

?の��@�にAわり��のメンバーのBC

��@�をDEそれぞれについてF�した�

また�Gたな/�である��は��HIJの

�&=>からKLとなることがMNされるE

OやPQにRSし�EOのみをTする��の

ダミー/�と��のOどもの�に!めるPQ

の"#をUむ��のOどもの12を3すもの

である�

V. ����

VWでは�XYZ[)�\]^�_���

�&の３つの`aについての=>bcをd�

する�

� ����	

XYefには����ghのijklで�

mnにoきなpqがrられる�����@stで

��u�	vを���wl�		
@stで９u��

v����u��vを ���wk�		
@stで

��u��v�のグループとxyすると�z２{

に3すように�����のXYefは�DE

ともにoきくpqされているが�EOの�に

よりoきなpqがrられる�５Y@に|Zす

}}}}}}
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る��の��は���で���から���と����

	�で�����から���に	���
�した�


���が	�よりも��に��が�きい

という����は���������������が


�������の�			�のデータを�い

て��した��と��している�
��

 !�"#$%&'(�である７(�の)

*+には�����,のデータでは
���の

-�が.られない�これは�
���が)

*+に-�を/ぼしていないという012と�

��3�	4の5には�6だ7(8に9(してい

る:;が<まれているという012が=えら

れる������のデータを>に?@なAをBC

した���これらのグループにおいては��

�については�
���のグループの７(�

の)*+が
��Dのグループを
Eってい

るのにFし�	�のGH,はそれを>Eって

いるという��をIた�したがって�
��

�の"#$%)*+にFする-�は��に

よりJくKていると�Lづけることができる�

では�
��MNの-�は�OPQにFして

RNSによりJくTいたのであろうか��U

VたりWXYKをZQ[に.て�MN\]と

^_すると�`３Aにaすように�bcId

Q�>Q����の	�についてはほぼ-�が

eめられないのにFし���のfで�9(g

hにijしいklが.られる�mn���の

４3５(�の)*+は�o��3���も
�し

ている�これは�
���の�pq�のr

sと��$%のtuv/wxにより�OPQ

��の9(ghにyなからず��を/ぼした

ためと=えられる�OPQの	�の9(に�

�が.られないことは�
���をOP

�としてz{づけること|Nに}~を�する

ものである�$%にかかる�pq�の�sだ

けでは9(のklには�らない���のOP

Qの	�のghをより��に��し��\2

の��からそのニーズに�えることが��で

あろう�

プロビット��の��は�`３�にaすと

ウガンダにおける"#$%�の-�と�� ���

��������	
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おり���には��ともに��が�きく	


していることが�かる�これは���ともに

����である６��に��する�どもが

�いためであると�えられる�また���の

��を�ると������よりも�����

の が�どもの��に!"していることが�

かる���は�#の��$の��に%するこ

とや&'�()*に+い,*において��し

ていない-.があり���は/0の12�3

が4いほど��しているという56となって

いる�これらは�どれも78の9:を;<し

たものであり���は�=という>�?
の

4い@Aに��しない-.があるのにBし�

��の��にはより/0の12にBする�え

 が!"しているようである�しかし�ここ

でCもD�なEは���FG�HI�JKL

の���な��がMN�にOPな��として

Qれていないということである�これは�

���RSがTなくともUV?
というWX

においては�YZ[の��を\げる��をあ

る]^_`したためであると�えることがで

きる�

プロビット�aからbNされた���RS

の４��および５��のcd^へのefとし

ては����RSは４��および５��の�

�のghiをj��klmさせたことが�かっ

た�しかし���については�４��のgh

iの���kのlmにnまっており�５���

lについてのMN�にOPなefはoられな

かった�なお���についても�６��およ

び７��への���RSのefはoられなかっ

た�この�apfはq１rに�られた-.と

ほぼstである�したがって����RSは

��よりも��により4いefをもたらした

ことがuvできる�

これまで��wxについてYZ[��にY

y z { | } ~ q��� q２����

�３� ��および���の�	
��2003のデータを���

� � � �

� � � �

�L12における��
�６����

��������

�����#��$��,*� ���������/0の12�3�

４��の��cd^
�������

��������������#のC�
12�3��HI���

�����#��$��カトリック1
����*��

���������������#のC
�12�3�����#のC
�12�3�����たりの
HNFG�

������$の����	������
O���するJK��

５��の��cd^
�������

����HI����

����カトリック1���O���
するJK����*��

��������������#のC�
12�3��HI������
�たりのHNFG��

����カトリック1�����O��
�するJK��

����はOPui１k��はOPui５kを�す�
G��
������������������������������������������ ���! ��"������#�����������"��#��

����������"$������ ��������!�� %����&���"�'���������������	�
��������	��������

������	���������
����������		�をもとに��	d



����のアクセスが��されたこと�また

４�５�	の
��についても����の

��の��を�た�しかし����での��

ではなく�ある��の����したことを�

す��
��については��だ�くの���

 !"#が$く%&していることも'(であ

る�

)３*に�すとおり�����は４+５

�	レベルまでの,-.には��の��を/

ぼしたものの�0123�4567�89�

:;<=の9>レベル?の��� !"#が�

����の%&をコントロールした@でも

,-.に%&していることがAかる�Bに�

C�よりも��の４�	�５�	の,-がよ

り�くの��� !"#にD�されている�

Eえば��<Fたり0GHIや�Jあるいは

KLの9>	MはC�の,-.には%&しな

いが���には%&している���は0Gが

Nしいほど�またKLの9>	MがOいほど

５�	を,-しないPQがある���のRS

!な��はより:;の� TUに%&をVけ

ること�KLの9>が��の�Wへのアクセ

スだけでなく�RS!な��にも%&を/ぼ

していることが�Xされている�

C�については�:;Yが�JであるZ[

に�４�	まで,-しないPQがある�これ

は��Jの:;YのZ[には�C�が:;Y

としての\]を^くから_`するabがある

ためとcえられる�さらに�C�ともに:;

がdeあるいはfgする4567がhきいほ

ど,-しないPQがあり��どものijkと

してのl6が9>のm�nbとなってoれて

いるとcえることができる�なお�pの"#

を��にqった@で�カトリック9rがより

,-していないというs�については�tu

vwで�Xされているs�とはxなっており�

yzにはよりフィールドにz{した|なる}

~を�たねばならない�
��

���い�は�４�５�	の,-.に�す

る����の��は�C�よりも��に�

して�い�����の,-.はより�くの�

�� !"#から%&をVけているというこ

とである�すなわち�����のe�にか

かわらず���� !な5�が�なからず�

どもたち�Bに��のRS!な��に%&を

/ぼしているとcえることができる�そして

これらの"#は����の��というu�そ

のものをA�した�には*6に�かび@がっ

てこないo�であった�この��で�ここに

は9>へのアクセスを��.という���で

の��u�に�って}~することの��Jが

�されている���をRSすることについて

}~する��は��どもたちの��をq�す

るだけでなく�9>のアクセスと��Jを�

/する��でも�"になってくる�

� ��の�����

��では�����は�����でもN

��の��の�?9>へのアクセスに�もh

きな%&を/ぼしたことを��した���と

いう��では�N��の� は����¡

�と¢£して¤くなったと¥2することがで

きる�ただし�����の,-.への��

は�C�では４�	���では５�	までに

ウガンダにおける�?9>�の��と¦§ ©̈ª



�まっており�これらの��を��するか�

かは��くの	
����から��を�け

ていることも�かった�しかし�これらの�

�では���に�どもたちの��がそれぞれ

の����からどのように��を�けるかを

�ることはできない�つまり��� !を�

�するまでには�������"�という#

$な%&があり�どのようなグループの�

どもたちが��や"�をしているかについて

さらに��を�める'�がある�

(４)は������"�の*+を,-.

��.に/したものである�"�と��の0

1には,-2で3きな4が5られる�6も"

�しやすい��は�,�は��67��の７

���-�は６��であり�それぞれ"�8

は����9�����9となっている���につい

ては������から�����の２�2の:2に�

,�では���	9が;<��し�����9が２<

��している�-�では�これらの=>はそ

れぞれ����9�����9となっている�6も�

�しやすい��は,-ともに２��であるが�

?��を@して��8はABにCいことが/

されている�

,-.のDEとしては�,�は６��で�

�したF��� !のGHIJ�KにLたる

７��でM<��する*+がCいのにNし�

-�は;<６��で��したFには���で

はなく"�する01があるということがOげ

られる�すなわち�,�は��しながらもG

Hしようとする01があるのにNし�-�は

��をPりQして;�の�RにSると"�の

プレッシャーにさらされることが/Tされて

いる�

こうした��や"�の����を��する

ため�������"�という３つのカテゴ

リーをUつVWX=をYい�Z[で\]した

^_の`a���bc����d��に�け

た\]X=をYい�マルチノミナルeロジッ

トeモデルによるf�をgったhiは(４j

に/すとおりである�

まず���については�klの !レベル

は,�には��をmえないが-�の��にn

o � p q r s (��t (２uvwx
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yz７��の��は{�dへの��を|し�１���したFに{�dへ��した^_を}む�
~�z����

�４� 2003�2005�の����	
��
�	の�



の��を�えている�これに�して���の

	
レベルは��ともに�を��する��

があることが�かる��の��が��である

ことが��に�して�を��する��があ

ることは���に�くことができている���

�の	
レベルが��な� は�!や"�な

ど�#らかの$で%&'に()されているこ

とによるものと*えられる�+,についても�

-.'に/0な12が3れなかったことから

も�4�56が78するように�ウガンダに

おいては�+,や9,が:;'<=な>?に

@きAられることがあり�
��

Bなくとも���

にC�している+,や9,については��

するリスクがDくなることはないことがE�

した�

��FGについては���Hり�IJ�よ

りもKJ�において�またLM�よりもLN

�において�より�のOPがDい�また�

��へのQRがSいほど�のOPがDく�

この��は�TによりUいVWがXられる�
��

したがって�KJ��のYのZ[�\]^の

より_`aにおける��bcのdれが�に

��していると*えることができる�

e�については��よりもさらに��f

のghがi�である��Tのe�は��jと

��の	
�kにのみ��されているのに�

し��Tのe�は�jや��の	
�kだけ

でなく�よりlくの%&mn'FGに��さ

れている�op'には�６q��rのstuv

のkがlいことや>wのx/がBないことが

�Tのe�に1びついていることがE�した�

これらは�Tには��していないことから�

yzがw{'に|}した���またstuv

がlい��には��Tよりも�Tを~4'に

C�させるVWがあることが��されている�

この��12は�4にみた��Pに�する�

�12と��する�すなわち���	{�の

��をコントロールした�で��Tの��P

がよりlくの%&mn'FGから��を�け

ていたのと����Tのe�Pは���	{

�の�でもlくの%&mn'な��を�けて

いるということである�つまり���	{�

の/�にかかわらず�%&mn'なa�がB

なからずTどもたち��に�Tの��'なC

�に��を�ぼしているのである���	{

�が�|��Tの	
へのアクセスを��し

ウガンダにおける��	
{�の�2と�[ ���

�４� ��および��の��	
�2003�および2005�のパネルデータを��

�   F G

� T � T

�
¡¢£KJ�¤���までのQR¤

¡¥£�j¦§¨¤���の	
�k¤���
の	
が��©

¡¢£KJ�¤���までのQR¤

¡¥£ª�の	
�k¤���の	
�k©�
ª�の	
�kが��©

e�
¡¢£�j¦§¨¤

¡¥£�j¤���の	
¤

¡¢£�j¦§¨©�stuvのk©
¡¥£��の	
�k¤���の	
�kが�

�©�>w«¨¤

¬¡¢£は�およびe�を®¯するFG�¡¥£は��するFGを�す�¤は/0OP５°�©は/0OP��

°を±す�
²x³´�µ¶との56·2を¸に¹º�·



たという�������������	�らの��は�こ

の��で�	されねばならない
アクセスを

��の��と�えれば��かに
����

は�����に�の�どもたちと��な��

��への !�な"アクセスを#$したかも

しれない
しかし� %&のための��"を

'()な��ととらえた*+�,ずしも��

���が!�なアクセスを#$されていない

のである
��の��と'()な��は�

-.するまでもなく��/の01に23を4

ぼすのは��)な��ではなく�'()な�

�である
この��でも�
����5にお

いても6789):;による�1の<!�が

=まれていると	えることができる


>?の@A�1から���のB!Cという

Dから
����をEFする*+には��

�のG7�あるいはアクセス�そのもののと

らえHにI�する,Jがあることが@かる


また���のG7とB!CのKLが�Mなく

とも� %&のための��"NO7PでQわ

れているほど�RSにT0されるものではな

いということも@かってくる
U２VでWべ

たとおり���のB!Cを	XするYには�

アクセスとB!CのZL[\にI]して�!

�なアクセスを#$することの��について

��)^_を`ることがaJである
このD

にLち�bcでは�アクセスとB!CのZ

L[\について@Aをさらにdめるため��

�efについての@A�1を	Xする


� �����の���	

gWのとおり�	�h>iのウガンダにお

いては�j)��eは�kと-.してもlく�

mnをopし�q��やr�にsがるJtと

なっていた

����はこの��で���

をuJするvへのwx)なyzであり�mn

{|を}~することにより��を��する�

�としてI]されている


�Yの
�����のmn{|をみると�

データから��に��した=��&�たりの

��eは�����レベルでh���	����シ

リング���	ドル�であったが���レベル

に�きな:;があるため���の@���の

�������は�	�����シリング�����ド

ル�となった�U５����
mnに�める

=��&�たりの��eの�+�{|��は�

!�で�����と�く�えられており���

レベルにおいては�いmn{|のT0という

��で
����の�1が�られる
しかし�

{|�にはq に�きなばらつきがあり�¡

�でmnの�４�を��レベルの=��&の

��eに��しているという�1を`た
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��の���の��を�り	れるため
�

�たり�����レベルを��たり��

��５���に�ると
�５�に�すとおり


���では
���の��と���の��の

 は!きく
���"となっており
#ども�

�たりにかける���は$%レベルですで

に!きな& があることが�かる'その�(

で
)*に+める,-の は
��./01

を2して3かとなっている' �45/の6

78は9���:であるのに�し
�;</の

678は9３:である'01としては
��

たりに,く���の,-は=%であるが


)*の& が#どもの>?する��の@にA

BCなDEを?けていることが�Fされてい

る'ここにおいても
�%なアクセスをGH

する�(
678にIしては
�%であると

してもJずしも��とはいえないKLを�る

ことができる'

�６Mは
$%レベルの��の����と

その)*678にIし
���NO�PをQ

ウガンダにおける$%��RSのTUとVW XXX
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�YZ[\]^

�５� �����における�	レベル
��たり�の�����と��の
���

�６� ���および������の����

_ ` a b

��たり���
cde��fのghc�ij�kke
)lmnkk
��たり����kk
#ども

のoc６p	�qekk

cre��fのghc�ikkp
ikke
s#のみの��kk

� � � 6 7 8
cde��fのghc�ite
イスラム�uk
)lmnk
vwkk

cre��fのghc�ikp
ite

xZcdeは���および678を�げるab
creは�げるabを�す'
kkはyz{8１:
kはyz{8５:
tはyz{8	:をMす'
�YZ������������������������������������� �!"��#"�$%��&$���'(�����)*��!�"���(�'�!)��

*��!�"����'+""����$�"���(��&�"$,��"���-���'%.���������������	�
��������	�����������

��	���������
�����������をもとに[\]^



いて��した��を�したものである�まず�

�	
が����と���である�が���の

�き�りの�	
よりも���たりの�ども

にかける��が�くなっている�また���

�に�������の�い�	
の�	では��

 �!"は#くなっている�これは$%の&

'()や!"*+が�い��により,く���

��の�	よりも!"を-えなければなら

ない&'./があるためであると0えられる�

また�12� レベルの� �!"34は�

�	の56��	!"レベル7び�どもの8

に9:;している�<=�な>を,く?つ�

	ほど�どもにかける� �が�くなること

は�@AしたBAC(��のみならず�DE

のFGやHIJKともLMする�

また��	の�どものNOについては�P

QRのSTから�Uが,くVれている�Wの

./を�+にXったで�Y�のみをZする

�	では�12� に[く\4がより]ない

^_がある�ここからは�`�に:べY��

 のabのcdRがefされる�また���

に��	の�どもにgめるhiの[Lについ

ては�12� レベルにおける� �!"に

�するC(�にZjなklはmられなかった�

これは�@Aしたとおり�hiをnきoる�

	は:p�qrであるため�12� レベル

では�hiであることによる� �というS

Tからのstはklしていないことによるも

のと0えられる�
��

5(の� �uvwについては����の�

	
を?つ�	�イスラム�xとyzにおい

てuvwが�いことが�かった�yzは{|

カンパラをZし�}~zであっても�い��

のklや� により��な|�zのklを�

けていることが0えられる�イスラム�xに

ついては�イスラム�の��においてN�な

��や��が.�されることによるものであ

るcdRがある�また����の�	
の�	

が���の�	よりも,く� �をuvしてい

ることは�@の���が,く� �を!�って

いた��と���$%への��の./が�]

しているためであると0えられる�また�5

��5�や}�����2を�む56の�Z

もuvwをげる./となっており�6�に

�qのある�	ほど� �により,くの[L

を��する��があることが�かる�

���������の���いは�� �の�

�の�	
の�	�Y�のみをZする�	に

おいては�� �uvwが#い��	
の�

�については�あくまで���との:pであり�

@にmたとおり��い�	には$%への&'

./があり�����については����より

も¡¢�2�Wの!"に[く[Lが�いもの

と0えられる�PQRのbTから£も¤.な

�Uは�Y�のみの�	において�� �3

4が]ないだけでなく� �uvwも#くなっ

ているTである�ここにおいても��	¥に

おけるY�� への¦@§の#さが�Uされ

ていると0えることができる�

Ⅵ. � �

¨©ªの
な«�として¬したTは�®

の３Tである�¯�に��	
°±により²

�³´はµ¶として·¸され�Nに¹º»の

¼ ½ ¾ � ¿ À ¯��Á ¯２ÂÃÃÄ



��の����の��が	しい
これは��

���の�����が�����てにおい

て��に�くなっていること��� !で"

われた��の��に#する$%&'()が*

+の,を-したことに.るものと/われる


また�この01は�2"34が����5!

678に"った9:01を�その8;<=っ

た>?においても@Aすることができたとい

うBCでもBDEい
ただし�それらの,1

は４F５�<のGHIにJまっており�K�

<におけるL�をJめるにMっていないとN

Oされる


PQに�����5がRS�をTむ��に

Uして��VWのXYという?においてKい

,1をZ[したことが@Aできる*\���

の��の]^という_?からは�`�にaべ

よりbくのcW=defgがhiしているこ

とがjげられる
つまり���については�

����5のklをmけ�よりbくの�ども

たちが�nに"くようになったものの�op

やL�にqられる�rの]^というs?から

qたtuには�`�にaべてvだwxなyt

にzかれているということである
{に�R

S�の��がよりL�しやすいことからも�

���へのアクセスを*>?の��でとら

えたtuにqられた,1は���の]^のs

?から9:すると|Lするということは}~

なZqである


P�に�����5の�でも����お

よび��における���にはばらつきがYき

く��どもたちがmける��の�には��の

��が��する��となっている
また��

��については�=dレベルが�なる��の

�でほぼ�となっており���の=dレベ

ルに�じた��な���とはなっていない


また�これらの����およびその��に

おける���は�cW=de�����の�

����に��されている
�って����

�5は��e����を�く�え�RS��

�の���へのアクセスを��することに

は��したものの���の�については�c

W=de��がwxなtuや��のみを す

る��においては��¡¢が�く�えられて

いるというBCで�£ずしも�なものでは

ないことが¤¥できる


¦§のN+01から����へのアクセ

スのXYが�£ずしも�な��の�の¨m

や��の]^につながるとは©えないことが

ª«されている
¬らが"った2"34で

は�ウガンダの����5が�RS�の��

の��にインパクトを®えたことが¯°して

いるが�±3401からは����へのア

クセスというBCでは²も����5の³´

をmけたRS�の��が���8の]^eな

�rというBCでは²も³´をmけていない

ということが°らかになった

��

つまり�µ"

の����5それ¶·では�̧ RSのため

の�5¹とは£ずしも©えないのである
こ

のBCで�µ"の����5には���の_

?がよりºく��されるべきである


����5はいわば���を»~する¼の

=de��の½|という¾¿な�5À6であ

るが���のÁÂ,�については�よりÃ?

をÄった�5が£~である
{に���<Å

ウガンダにおける����5の,1とÆÇ ÈÈÉ



や��の��に�する���	
を�して�

を�ける�の��の��を�めたり���

�の����の��や�の��
の�サー

ビスを !させるなど�"#$の%&を'り

(れた�の)*�と+,�-.へのきめ/

かい01が�められる2また����34が

56�7の89�に:;を	ぼしえていない

ことは���<の=どもの��に�する>?@

AのBさをCDするものとEえられ�FGH

な��IJKLとのMNも�められている2

Oに�PQのRSTUVたりにWづいた�

X3は���によりYくのUZのRSを[め

るというインセンティブを\えるT.�]じ

ZのRSの^7を_`することにもなりかね

ない2a�bcを��させた��にdeを\

えることなど��X3に�の�とfgし

たインセンティブhiをj(することもTk

である2また�TUVたりの�@のTl$

のmfしやnoにpじたqrcの��
のs

tなu4もvwHなxyであろう2

z{Uのための�|のz{U|とは}を

~すのか2}が5もz{U|に(りにくいの

か2こうした�&をより�ぎ�ますことによ

り�z{U|にuしてf�@Aを��すると

いうPQの34ではなく����や�=といっ

たz{Uに(りにくいU|によりターゲティ

ングした�4が�められる2�に��=の�


�の��の��にuする>?@Aをカバー

するようなインセンティブの+\�����

における����の��
の�4は���を

T�&のものではなく���Hな��と�え

る�Gには�に�bであるといえる2

�
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２ ウガンダの��マラウィ�レソト�ケニア�
タンザニア
で���34が!�されている2
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'*���*���5������9�����など2
５ :�5�!����� ��	�'	��$) ��������$*�

���	����	�)	����	�����	�$�����	
��"#�

#�$	�!�*�
 ����������	��*�(�������６
ウガンダにおける�
�は７7�で�６�か
ら���がu�7�である2
７ ガイドラインには���@に0��������
スポーツ�ゲームなどの ¡¢£@に����¤
¥¦の§(などを¨む��の©ª«¬@に����
Q3に���をVてるようされている2
８ ®�¯=°ウガンダ�±²³´µ¶d·¸¹�
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