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パネルデータを用いた学力格差の

変化についての研究

中 西 啓 喜＊

本稿の目的は、算数・数学の学力パネルデータの分析から、義務教育段階を通じた学力の社

会階層間格差の変化についての実態を示すことである。分析より得られた知見は、①学力格差

の変化は流動的ではなく、初期に獲得した学力はほとんど変化しないということ、②こうした

学力格差は、両親が大卒の児童生徒の方が両親非大卒の児童生徒よりも高い学力水準を維持し

やすいこと、③学力に対する個人の努力（学習時間）の独立したポジティブな効果は確認でき

たが、親学歴による学力格差は維持されること、の３点である。

１．問題設定

本稿は、学齢児童生徒を対象とした学力パネル

データを用いて、義務教育段階における学力格差

の変化の様相を描き出し、日本の学力格差の実態

を示す。加えて、得られた結果から今後の学力研

究の視座についての学術的および実践的インプリ

ケーションを得ることを目的としている。

教育を通じた社会移動は、教育社会学の伝統的

なテーマである。より大きな文脈に照らしてみれ

ば、教育によって人々は富み、貧富の格差は縮小

し、その一方で全体社会からすれば、経済的な発

展を促す。教育は、経済効率と社会正義の両方を

存立させることができる「特効薬」として期待さ

れてきたのである（Lauder et al.訳書 2012）。

こうした関心から、教育社会学は子どもの社会的

背景（社会階層、人種、性別など）による教育な

いし学力格差に注目し、そうした格差を是正する

ために有効な教育政策を国家的規模で探ってきた。

一方、日本では、学力の全国調査（全国学力・

学習状況調査）が平成19年度から開始されている

が、子どもの家庭背景についての情報収集が限定

的であるなど、国家的規模で教育格差を把握する

という状況が整っているとはいいがたい 。とは

いえ、2000年代を通じて、研究者が独自の調査に

よって手に入れた学力データやPISA（Pro-

gramme for International Student Assessment）

などの公開学力データの分析から、学力と社会階

層の関係が実証的に明らかにされ、そうした学力

格差を克服する方略なども示されてきた（苅谷・

志水編 2004、耳塚 2007、須藤 2010など）。

ところが、こういった日本の学力研究の成果は、

個人の学力形成メカニズムを一時点で分析したこ

とに留まる。海外では個人を追跡したパネルデー

タを用いて、恵まれた家庭背景の子どもほど、早

期に高い学力を獲得し、その後の教育達成にも有

利なるということが明らかにされているが、学齢

児童生徒を対象とした学力のパネルデータは、日

本では極めて希少であり、一度観測された学力格

差がその後どのように変化するのかを把握するこ

とが難しかった。

そこで、本稿では、学齢期にある児童生徒を対

象として実施された学力パネルデータを用いて、

①初期に獲得した学力がその後どのように変化す

るのかを把握し、②そうした学力の変化は、児童

生徒の出身社会階層ごとにはどのように異なるの

かを明らかにする。③これら２つの分析を行った

後に、学力の変化に対して個人の努力が効果的か

どうかついて検討していく。パネルデータの分析

は、①平均値やパーセントなどの「変化の推移」

を追う分析と、②発展的手法として、マルチレベ

ルモデル等を用いて「観測不可能な個体特有の効

果（unobserved heterogeneity）」を取り除いた

推定が可能とする（北村 2005、村上 2011）。よ
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って、以上のような課題を明らかにするためには

パネルデータを用いることが適しているだろう。

次節では、先行研究のレヴューから、学力格差

についての本稿の研究枠組みを検討する。

２．先行研究のレヴューと分析課題の設定

2．1．社会階層による学力格差の変化

ここでは、子どもの学力と出身社会階層の関連

についての研究を概観し、本研究の分析課題を設

定する。

既述のように、海外では教育格差の是正に有効

な政策を探るため、学力のパネル研究も多く蓄積

されてきた。例えば、Heckman and Krueger

（2003）は、PIAT（Peabody Individual
 

Achievement Test） のデータを用いて、算数ス

コアの変化を子どもの親の家計年収別に分析して

いる。この研究が示したのは、①家計年収による

子どもの学力格差は６歳（小学校入学時）という

かなり早期の段階から形成されており、②学力格

差が加齢とともに広がっていく、という２点であ

る。こうした知見を踏 ま え て、Heckman

（2003）らは、学校教育の「効果」に対して懐疑

的な視点を向けている。

ところが、耳塚（2007）の指摘するように、日

本では、学力と子どもの家庭背景を分析するため

の実証的データそのものの蓄積が諸外国に比して

乏しかった。しかし、様々な社会・経済的な「格

差」論争を背景として、近年では日本でも教育と

子どもの家庭背景の関係について注目されてきた。

例えば、阿部（2008、p.172）は、日本の教育

達成に対する「貧困の不利」を指摘し、義務教育

レベルにおいて、「貧困の不利」ができるだけ表

面化しないようにするべきだと主張する。また、

教育は義務教育段階での学業達成の社会的格差拡

大をできるだけ抑制し、社会的セーフティネット

としての役割を担うことが期待されている（苅谷

2003）。こうした学校教育、とりわけ義務教育段

階の学校教育に向けて期待される役割を鑑みれば、

学齢児童生徒の学力格差の追跡的研究が蓄積され

るべきだろう。

2．2．学力に対する学習時間の効果

ここでは、学習時間と学力がどのように関連す

るとされてきたのかをレヴューしよう。

近代化にともない、「属性原理から業績原理へ」

というように、人々の社会的地位の流動性が個人

の教育達成によって高まることが望ましいとされ

てきた。こうした潮流は、教育社会学では、

Young（1982訳書、p.112）が示したメリトクラ

シーの定式「Ｉ＋Ｅ=Ｍ」（「能力＋努力＝業績」）

という枠組みから実証研究が蓄積されてきた（例

えば、Boudon 1983訳書など）。

とりわけ、日本では、教育達成に対する個人の

努力ないし「頑張る」ことに重きが置かれている

ことが指摘されてきた（苅谷 1995、2000）。そし

て、努力の指標には学習時間が用いられ、学力と

学習時間の関連が分析されてきた（金子 2004、

耳塚・中西 2014など）。しかし、これまでに得ら

れた知見は、一時点の調査によって収集されたク

ロスセクションデータの分析によるものであり、

諸要因を統制した上での、学習時間と学力の正の

相関関係を明らかにすることに留まっている。

例外的なものとして、学力の個人内変化につい

ての報告は、山崎（2013）や中島（2012、2014）

による分析がある。学力の変化とその要因を社会

階層や学習時間などに注目して分析している点は

示唆に富むレポートである。しかし、学力と学習

時間の個人内における変数間の同時変化の分析を

行っておらず、学習時間が増加するほど学力が上

がるのかが明らかにされていない。

また、もうひとつの課題としては、「観測不可

能な個体特有の効果」を取り除いた推定というパ

ネルデータの長所を活かした分析手法を用いてい

ないことが挙げられる。そのため、従来の研究で

は学習時間の多い児童生徒ほど学力を高めている

という結果が得られているものの、十分に観測さ

れていない個人の能力・性格などが学習時間に反

映されており、それらが学習時間を通じて学力に

影響を与えているかもしれない、という可能性が

残されていることになる。そこで本稿では、学力

に対する学習時間の効果をパネルデータの分析か

ら示していく。

３．調査・データ・方法・変数と手続き

3．1．調査の概要

本稿で用いるデータは、「青少年期から成人期

への移行についての追跡的研究 Japan Education
 

Longitudinal Study（JELS）」（研究代表：お茶

の水女子大学・耳塚寛明）の一部である。この調

査は、関東エリア（以下、Ａエリア）と東北エリ
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ア（以下、Ｃエリア）の２地点において、６年間

で３時点にわたって実施されたパネル調査の一部

である。人口規模は、Ａエリアが約25万人、Ｃエ

リアが約９万人である（調査開始当時）。

調査時期は、Ａエリアが2003年（Wave1）、

2006年（Wave2）、2009年（Wave3）、Ｃエリア

が2004年（Wave1）、2007年（Wave2）、2010年

（Wave3）の11月で、Wave1に小学３年生、

Wave2に小学６年生、Wave3に中学３年生を対

象に実施された。本稿で用いるデータは、児童生

徒への質問紙調査と算数・数学学力調査により得

られたものである。

データ収集は、県および市の教育委員会を通じ

て、Ａエリアでは地域内の約半数の学校へ依頼し、

Ｃエリアでは地域内にある全ての公立の小中学校

へ調査を依頼した。その結果、Ａエリアでは、小

学校が14校、中学校が８校、Ｃエリアでは、小学

校が21校、中学校が10校からの調査協力が得られ

た。なお、調査は教室での集合自記式で実施し、

各学校の教員が配布・回収している。

本来このような調査研究はナショナル・サンプ

ルによって実施されるべきであるが、事実上不可

能に近い。そのため調査エリアを限定し、エリア

内で無作為抽出調査あるいは悉皆調査を行うこと

によって調査地域の代表性を保持するという戦略

をとっている。加えて、この調査では、保護者の

学歴水準や学校外教育利用率等の生活環境が対照

的な関東と東北の調査エリアという２地域を対象

とすることで、結果の代表性を確保することを狙

いとしている。なお、本稿では学力の変化につい

ての資料的価値を高めることに焦点を置くため、

２つのエリアを統合したデータの分析結果を示す

こととする 。

3．2．学力の指標としての算数・数学通過率

本稿で「学力」の指標として用いている変数は、

算数・数学の１教科のみであり、測定される「学

力」が限定的なことには注意を払う必要がある。

この学力調査では、測定された数値を「通過率」

と呼ぶ。通過率は、正答および準正答の場合を

「通過」とし、全設問数に対して「通過」となっ

た設問数の割合のことである。

ここで測定している通過率は、算数・数学のカ

リキュラムの内容を児童生徒がどの程度習得して

いるかを測定したものに過ぎない。それゆえ、こ

こで測られた教育到達度は「真の学力」ではない

という批判がありうる。確かに、本学力データの

得点は学力の一側面に過ぎず、例えばPISAな

どとは異なり、「学力」を多次元的にとらえ切れ

ていないだろう。しかし、学力の定義は論者によ

って様々であり、「真の学力とは何か」を問うこ

とは「水掛け論」（苅谷・志水 2004、p.5）にも

なり、そのコンセンサスを得ることも非常に困難

である。よって、本稿においては、今回の算数・

数学調査によって測定された通過率を学力の指標

と見なして分析を展開していく。

3．3．データの接続状況とサンプル脱落

データの接続状況であるが、Wave1（小学３

年生）での回収数は、Ａエリアで1118人（回収率

96.3％）、Ｃエリアで921人（回収率98.5％）であ

った。データの接続には、学力調査をベースに３

時点で接続可能ケースを抽出し、分析に用いる変

数については欠損値のあるケースは分析から除外

した。結果、本稿で分析の対象とするサンプル数

は、Ａエリアで580人（接続率51.9％）、Ｃエリア

で505人（接続率54.8％）で、合計1085ケース、

観察数計3255である。

次に、サンプル脱落（sample attrition）につ

いて記述しよう。本稿で用いるデータについては、

両エリアともに、児童生徒の出身社会階層と算

数・数学通過率の脱落状況については、大きな偏

りがないことが確認されている（中西 2014）。た

だし、Ｃエリアにおいて女子が有意に脱落してい

たという点は、このデータの限界であることとし

て付記しておく。

以上のようなデータの制約はあるものの、この

ように６年間で３時点にわたり追跡的に実施され

た学力調査は他に例がないため、日本における学

力研究について資料的な価値を持つだろう。

3．4．変数と手続き

分析に用いる変数は、①算数・数学通過率、②

親学歴、③学習時間、④性別、⑤調査地域の５つ

を準備し、以下のように加工した。

従属変数には、算数・数学通過率を各ウェーブ

で偏差値化（標準化後、10を乗じて50を加える）

した値を用いる。分析に際しては、「通過率」と

表記する。なお、重要な点であるが、本分析で観

測される学力の「変化」は、個人の絶対的な学力
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が「上がった／下がった」ということではなく、

同一集団内において、個人の学力の「相対的な位

置」が変化したことを示す。

本稿では、出身社会階層を児童生徒質問紙調査

票の回答から得た親学歴によって操作的に定義す

る。親学歴は、父親と母親のそれぞれについて大

学卒か否かを尋ね、「両親ともに非大卒」、「父母

いずれか大卒」、「両親大卒」の３つにカテゴライ

ズし、無回答は「学歴不明」とした。

学習時間は、「あなたはふだん、次のことをど

のくらいしますか」というリード文のサブクエッ

ションで「家で勉強する」という質問項目に対す

る回答結果を用いている。数量化に際しては、ほ

とんどしない＝０、30分ぐらい＝30、１時間ぐら

い＝60、１時間30分ぐらい＝90、２時間ぐらい＝

120、２時間30分ぐらい＝150、３時間ぐらい＝

180、３時間30分ぐらい＝210、４時間以上＝

240（単位：分）とした。

児童生徒の性別は、男子＝１、女子＝０とした

「男子ダミー」、調査地域は、Ａエリア＝１、Ｃエ

リア＝０とした「関東エリアダミー」の２つを統

制変数に用いる。

使用変数の基礎集計は表１に示した。この表を

見ると、学習時間は高校受験が近づくなど勉強す

る必要性が高まることから、学年の上昇とともに

増加していることがわかる。

3．5．分析の手順と方法

第一の分析では、まず算数・数学通過率の分布

を確認しつつ、サンプルが３等分（低位、中位、

高位）されるように分割し、３時点で組み合わせ

ることによって通過率の移動表を提示する。次に、

その通過率の３群の変化が、親学歴別にはどのよ

うに異なるのかを分析する。加えて、通過率の３

群の変化を親学歴別に折れ線グラフにすることで、

社会階層による通過率の変化の様相を詳細に提示

する。

以上の分析では、従属変数と独立変数間の個人

内変化の因果推定を行っておらず、また「観測不

可能な個体特有の効果」も取り除いた分析でもな

い。そこで、第二の分析では、パネルデータ分析

でしばしば用いられる手法である計量経済学にお

表１．使用変数の記述統計量

個人内水準（Within Level）

Mean  S.D. Min. Max.

算数・数学 Wave1 50.00 10.00 14.58 67.67
通過率 Wave2 50.00 10.00 25.27 78.11
（N=1085） Wave3 50.00 10.00 19.49 66.10

全体（N=3255） 50.00 10.00 14.58 78.11

学習時間 Wave1 48.55 46.52 0.00 240.00
（N=1085） Wave2 59.47 40.49 0.00 240.00

Wave3 100.20 63.27 0.00 240.00
全体（N=3255） 69.41 55.63 0.00 240.00

個人間水準（Between Level）

Mean  S.D. Min. Max.

算数・数学 Wave1 0.00 5.49 -21.99 17.43
通過率 Wave2 0.00 4.88 -16.27 16.92
（N=1085） Wave3 0.00 5.28 -20.14 14.85

学習時間 Wave1 -20.86 37.67 -140.00 150.00
（N=1085） Wave2 -9.94 31.73 -140.00 120.00

Wave3 30.79 43.37 -120.00 160.00

親学歴 両親非大卒（N＝470） 0.43 0.50 0.00 1.00
父母どちらか大卒（N＝242） 0.22 0.42 0.00 1.00
両親大卒（N＝268） 0.25 0.43 0.00 1.00
学歴不明（N＝105） 0.10 0.30 0.00 1.00

男子ダミー（男子＝568、女子＝517） 0.52 0.50 0.00 1.00

関東エリアダミー（関東＝580、東北＝505） 0.53 0.50 0.00 1.00

(JELS)
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ける固定効果モデル（Fixed Effect Model）およ

びランダム効果モデル（Random Effect
 

Model）を用いる。

複数時点にわたるクロスセクションデータを統

合し、通常の最小二乗法による回帰モデルはプー

ルド回帰モデル（Pooled Regression Model）と

されるが、固定効果モデルやランダム効果モデル

を用いることで、プールド回帰モデルでは行うこ

とができない「観測不可能な個体特有の効果」を

取り除いた分析が可能となる。

また、固定効果モデルとランダム効果モデルの

違いは、①「観測不可能な個体特有の効果」をラ

ンダム変数とみなすかどうか、②「観測不可能な

個体特有の効果」と独立変数との間に相関がある

ことを許容するかどうか、③性別や親学歴など時

間とともに変わらない変数を分析に含めることが

できるかどうか、である（村上 2011、p.326）。

つまり、固定効果モデルによる推定は時間ととも

に変わらない独立変数が従属変数にどのように影

響があるかを推定できず、性別や社会階層といっ

た不変の属性要因に関心を向ける教育社会学者の

関心を満足させるものではない。そのためランダ

ム効果推定を用いて属性要因の効果（個人間差

異）を推定するのだが、しばしば固定効果モデル

とランダム効果モデルでは推定値に違いが生じる。

こうしたモデル間の推定値の差を統計的に検討

するためにモデル間比 を行うのだが、各モデル

間比 のための手法を図１にまとめた。すなわち、

①プールド回帰モデルと固定効果モデルの比 を

F検定で、②プールド回帰モデルとランダム効果

モデルの比 をBreusch and Pagan検定で、③

固定効果モデルとランダム効果モデルの比 を

Hausman検定によって行う。より具体的には、

①F検定の結果が有意ならば固定効果モデルが

採択され、②Breusch and Pagan検定の結果が

有意ならばランダム効果モデルが採択され、③

Hausman検定の結果が有意ならば固定効果モデ

ルが採択されることになる。

以下の分析の結果、Hausman検定によって検

定結果が有意ではないという結果が得られたとし

よう。そうすれば、①「観測不可能な個体特有の

効果」と独立変数との間にほとんど相関がないと

仮定しても差し支えがなく、②固定効果モデルと

ランダム効果モデルでの係数にはほとんど差がな

いため、ほとんど同じ推定を行えている。③そう

であれば、属性要因の個人間効果も考慮可能なラ

ンダム効果推定の方が優れた（研究関心に適し

た）分析手法ということになる（中澤 2012、

p.30）。

つまり、Breusch and Pagan検定が有意とな

り、かつHausman検定が有意にならないという

結果が得られれば、ランダム効果モデルが採択さ

れ、本稿の関心である、①学力と学習時間の個人

内変化と②社会階層による学力の個人間差異を示

すことができるということになる 。

４．算数・数学通過率はどのように変化するか

まずは、算数・数学通過率を各Waveで３群

（高位、中位、低位）に分け、変化のパターンを

把握しよう。表２では、Wave1を基準として、

Wave2、Wave3それぞれの通過率カテゴリーを

組み合わせて通過率の移動表を作成した。

表中には、特に％の数値が高いセルに網掛けを

している。表２に示した通り、％の数値が高いカ

テゴリーは通過率の変化パターンが、「高→高→

高」と「低→低→低」である。また、Wave1で

低位だった児童生徒がWave3で高位になるパタ

ーン（低→低→高、低→中→高、低→高→高）の

数値を確認すると、全体の4.42％（1.01＋1.94＋

1.47）しかいない。この結果が示すのは、初期

（wave1）の通過率がその後の通過率にも影響し

やすく、変化はそれほど流動的ではないというこ

とである。

こうした通過率のパターンが親学歴によって異

なるのかを分析しよう。表３は、通過率の変化パ

ターンを、親学歴別に分析して示したものであ

る 。親学歴間の数値の差が大きいカテゴリーに

網掛けをしているが、特に数値の差が大きいのは、

「高→高→高」と「低→低→低」である。つまり、

両親大卒の児童生徒ほど「高→高→高」になりや

すく、両親非大卒の児童生徒ほど「低→低→低」

になりやすいということである。

図１．モデル間比較検定のまとめ

プールド回帰モデル

固定効果モデル ランダム効果モデル

Ｆ検定 Breusch and Pagan検定

Hausman検定
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最後に、通過率の上位を維持している児童生徒

の割合が親学歴別にどのように変化するのかを確

認するために折れ線グラフにしたのが図２である。

この図が示す通り、wave1時点ですでに存在す

る学力格差は、両親大卒と両親非大卒の児童生徒

ではwave2にかけて拡大し、wave3にかけては

天井効果／フロア効果でほぼ固定される。一方で、

父母どちらか大卒では、学力上位を維持する児童

生徒が徐々に減少している。つまり、学年の上昇

とともに拡大する傾向があるということである 。

以上の分析から、①通過率は変化しにくく非流

動的であり、Wave1で獲得した通過率が大きな

表２．通過率の変化パターン

w1 w2 w3 % N
高 13.82 150

高 中 5.07 55
低 0.74 8

高 3.87 42
高 中 中 4.88 53

低 2.12 23

高 0.55 6
低 中 1.84 20

低 1.01 11

高 3.32 36
高 中 2.86 31

低 0.83 9

高 3.41 37
中 中 中 6.73 73

低 2.12 23

高 0.65 7
低 中 2.76 30

低 3.32 36

高 1.47 16
高 中 1.29 14

低 0.83 9

高 1.94 21
低 中 中 5.99 65

低 4.52 49

高 1.01 11
低 中 5.35 58

低 17.70 192

合計 100 1085

(JELS)

表３．親学歴別、通過率の変化パターン

w1 w2 w3 両親大卒
父母

どちらか大卒
両親非大卒

高 24.25 17.36 7.87
高 中 5.60 5.79 4.47

低 0.00 1.24 1.06

高 5.22 4.13 2.77
高 中 中 5.97 2.48 4.89

低 1.49 2.89 2.13

高 0.75 0.41 0.64
低 中 1.49 3.31 1.70

低 0.37 1.24 1.49

高 6.72 1.65 2.34
高 中 4.48 4.55 1.28

低 0.75 0.83 0.85

高 4.10 3.72 2.98
中 中 中 7.84 5.37 6.60

低 2.61 2.48 1.49

高 0.00 0.83 0.64
低 中 2.24 2.48 2.77

低 0.75 2.89 4.47

高 2.99 2.07 0.64
高 中 1.87 0.83 1.06

低 0.37 0.00 1.70

高 1.49 0.83 2.77
低 中 中 5.60 4.13 7.02

低 2.24 3.31 6.81

高 0.37 0.83 1.70
低 中 2.61 5.79 7.23

低 7.84 18.60 20.64

合計 100 100 100

Ｎ 268 242 470

（JELS）

図２．親学歴別、通過率上位層の変化パターン
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影響を持つこと、②そうした非流動的な通過率の

変化は、親学歴によって差があるという傾向を把

握することができた。③加えて、そうした学力格

差は学年の上昇とともに拡大していく傾向が見ら

れることも確認できた。

５．計量経済学的手法による学習時間の効果推定

以上は、パーセントと平均値の推移を記述的に

追った分析であった。ここでは、固定効果モデル

およびランダム効果モデルを用いて、観測不可能

な個体特有の効果を取り除いた分析結果を示して

いく。

表４には、プールド回帰モデル、固定効果モデ

ルおよびランダム効果モデルによる分析結果を示

した。最初に表４の下部分に表記したモデル間比

の検定結果を確認しよう。まず、F検定と

Breusch and Pagan検定が有意であるため、固

定効果モデルとランダム効果モデルがプールド回

帰モデルよりも適切なモデルであることがわかる。

次にHausman検定を確認すると、結果は有意

ではないため、固定効果モデルとランダム効果モ

デルの推定値の間には統計的な有意差はない。よ

って、以下ではランダム効果モデルの結果を記述

していく。

可変変数である学習時間の効果については、

0.1％水準で有意であり、学習時間は通時的に通

過率の相対的位置にプラスに有意な影響を与えて

いる。具体的には、学習時間が１時間長いと、通

過率の個人内偏差値を1.2（60分×0.019）上昇さ

せるということを意味している。また、Wave3

ダミーの符号条件がマイナスで有意であり、小３

時に比して中３時（高校受験時）では相対的な通

過率が下がったと解釈できる。

不変変数について確認すると、親学歴は統計的

に有意である。両親非大卒の児童生徒との対比に

おいて、父母いずれか大卒、両親大卒で通過率に

統計的に有意な差が存在しているということであ

る。加えて、性別は有意ではなく、本稿のデータ

表４．算数・数学通過率の推定結果

Pooled Regression  Fixed Effect Model  Random Effect Model
 

Coef. Std.Err. Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.

Wave（ref.Wave1）

Wave2 -0.255 0.416 -0.186 0.274 -0.207 0.274

Wave3 -1.204 0.450 -0.881 0.312 -0.980 0.307
学習時間 0.023 0.003 0.017 0.003 0.019 0.003
性別（ref.女子）

男子 -0.332 0.341 omitted -0.364 0.498
両親学歴（ref.両親非大卒）

父母いずれか大卒 2.350 0.447 omitted 2.354 0.654
両親大卒 5.438 0.438 omitted 5.483 0.639
学歴不明 -0.274 0.603 omitted -0.283 0.882

調査エリア（ref.東北エリア）
関東エリアダミー -0.278 0.353 omitted -0.343 0.512

定数 47.350 0.466 49.172 0.240 47.601 0.558

within 0.015 0.015

R2:between 0.068 0.023 0.088

overall 0.018 0.068

sigma u 8.460 7.288

sigma e 6.349 6.349

rho 0.640 0.569

Number of obs 3255 3255 3255

Number of groups 1085 1085

F test  F(1084,2167) = 5.31
(Pooled vs. Fixed) Prob. = 0.000

Breusch and Pagan test  chibar2(01) = 1045.19
(Pooled vs. Random) Prob. = 0.000

Hausman test  chi2(3) = 3.24
(Fixed vs. Random) Prob. = 0.356

注)p .05 p .01 p .001 (JELS)
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では通過率の男女間格差は統計的にはほとんどな

いといえよう。

以上の分析は、観測不可能な個体特有の効果を

取り除いた上で結果である。すなわち、①学習時

間が増加するほど通過率が上昇すること（個人内

の変化）、②両親非大卒の児童生徒に比べて、親

学歴が高い児童生徒ほど通過率が高い（個人間の

差異）という結果が得られたのである。

６．知見と今後の課題

6．1．知見の要約

ここまで、学力パネルデータを用いて、①初期

に獲得した学力はその後どのように変化するのか、

②そうした学力の変化は、児童生徒の出身社会階

層ごとにどのように異なるのか、③個人の努力が

学力格差に対して効果的かどうか、の３点を分析

してきた。以上の分析から得られた知見は以下の

ようにまとめることができる。

第一に、学力は流動的に変化しにくいことを明

らかにできた。初期に獲得した学力はその後の学

力に影響しやすいため、初期に高い学力を獲得し

た児童生徒は高い学力を維持しやすく、反対に初

期の学力が低い児童生徒は低い学力に留まりやす

いのである。

第二に、こうした学力維持のパターンは、児童

生徒の親学歴によって異なる。具体的には、両親

が大卒の児童生徒は、両親非大卒の児童生徒に比

べて、高い学力を維持しやすいのである。

第三に、固定効果モデルおよびランダム効果モ

デルを用いて、学力に対する個人の努力（学習時

間）と親学歴について、観測不可能な個体特有の

効果を取り除いた影響を示すことができた。従来

の研究（金子 2004、山崎 2013、耳塚・中西

2014など）では、児童生徒個人の能力や性格とい

った観測不可能な個体特有の効果を取り除いた推

定を行っていないため、個人の能力や性格が学習

時間を通じて学力に影響を与えているかもしれな

い、という可能性が残されてきた。本稿ではパネ

ルデータの分析から、学力に対する努力の独立し

たポジティブな効果を確認できた。これにより、

児童生徒自身の努力が学力に対してロバスト（頑

健）な効果を持つことが明らかになった。

以上の知見により、義務教育段階を通じた学力

の変化の傾向をとらえることが可能となった。従

来の日本の学力研究は、一時点の調査のみで得ら

れたデータ分析によって得られた知見がほとんど

で、学力格差の変化をとらえることが難しかった

（苅谷・志水 2004、耳塚 2007など）。本稿では学

力のパネルデータを用いたことで、①初期に獲得

した学力は非流動的で変化しにくく、②そこには

社会階層間による違いがあることも示唆された。

③その一方で、学習時間の学力に対する独立した

安定的な効果も明らかにすることができた。

6．2．インプリケーション

最後に、以上の分析より得られた知見から、今

後の日本の学力研究について学術的および教育実

践的なインプリケーションを提示していきたい。

公教育は、子どもの社会的な格差拡大を防ぐセー

フティネットとしての役割が期待されている（苅

谷 2003、阿部 2008）。しかし他方、近年では、

不平等を縮小する手段としての学校教育に過剰な

期待をすべきではなく、就学前教育の方が効果的

であることが主張されている（Esping-Andersen

2006＝2012、Heckman and Krueger 2003）。図

２で示したようなシンプルな分析から得られた知

見ではあるが、本稿では学力格差は義務教育段階

を通じて縮小されることはないことが示された。

近年では、日本でも就学前教育が注目され始めて

いるが（Hamano 2010、内田 2010）、その効果

の検証については一時点の調査データや回顧的デ

ータを用いているために知見が限定的である（例

えば、小川 2015など）。よって、今後は日本でも

就学前教育を射程に含んだパネル調査が収集され

ることが期待される。

とはいえ、学校教育においても教育実践として

出来ることはあるだろう。具体的には、不利な家

庭環境にある児童生徒をターゲットに据えた学習

サポートの必要性を提言したい。例えば、日本の

教育現場では、児童生徒に対して「平等な処遇」

を与えることが目指され、家庭背景に応じた異な

る処遇が差別感の温床となるとされている（苅谷

1995など）。しかし、海外ではリスクを抱えた児

童生徒へ向けた学習サポートが実施されており、

Matsuoka et al.（2013）は日本でもこうした学

習サポートの必要性を指摘している。学力に対す

る学習時間のロバストな効果という本稿の知見も

合わせれば、学習サポートのターゲットプログラ

ムの有効性と必要性についての説得力は増すだろ

う。
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ただし、こうしたターゲットプログラムの実施

は、教育政策によってプログラムをどのように展

開していくかを検討すべき事柄である。決して、

教師の使命感や努力などといった個人化された教

育実践を重視するような議論にしてはならないだ

ろう。

最後に、本稿の課題を記述しておく。第一に、

より発展的なパネルデータの分析手法を用いるこ

とが挙げられる。また、親学歴と学習時間の交互

作用効果を検討するなど、学力変化の様相をより

詳細に把握する必要がある。

第二に、都市部では通塾する児童生徒が多いこ

とが知られているように、通塾の効果を考慮する

など、学力形成メカニズムの地域間の差異につい

ての分析を追加的に行っていく必要がある。

付記

本稿で用いたデータは、お茶の水女子大学21世

紀COEプログラム「誕生から死までの人間発達

科学」、お茶の水女子大学グローバルCOEプロ

グラム「格差センシティブな人間発達科学の創

成」教育・社会的格差領域、JSPS科 研費

（16330164、19330185、21330190（研究代表：耳

塚寛明）、16300230、18300245（研究代表：牧野

カツコ）の助成を受けて収集された。データの利

用について快諾いただいた研究会メンバーに記し

て感謝申し上げたい。

注>

⑴ ただし、平成25年度の全国学力・学習状況調

査では大規模な保護者調査が実施されるなど、

しばしば学力の社会的格差をとらえるための

調査が国家的規模で行われている。

⑵ PIATは、NLSY79（National  Longitudi-

nal Survey of Youth）におけるアセスメン

ト調査の一部である。幼稚園児から高校生ま

での「学力」（数学や読解力など）の個人内

の成長プロセスを親子データとマッチングさ

せてとらえる所に調査設計の特徴がある（参

考 URL：https://www.nlsinfo.org/con-

tent/cohorts/nlsy79 -children/topical-

guide/assessments、2014年７月25日取得）。

⑶ 調査概要の詳細は、お茶の水女子大学

（2004～2015）を参照されたい。

⑷ 本稿のパネルデータ分析には、Stata ver.13

を用いた。なお、パネルデータ分析およびモ

デル間比 の検定についての詳細は、筒井ほ

か（2007、pp.193-234）に詳しい。

⑸ Wave1の算数通過率（３群）について、親

学歴別の結果を表５に示す。結果は、概ね親

が高学歴であるほどWave1の算数通過率が

高いことを示唆している。必要に応じて参照

されたい。

⑹ 図２の結果は、Heckman and Krueger

（2003）が示した知見と類似しているものの、

本稿では子どもの家庭背景を親学歴で分析し

ているが、Heckmanらは親の収入で分析し

ている。このような可変変数と不変変数の違

いがあることには注意を払う必要があるだろ

う。
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Research Note>

A Study of the Changing Academic Achievement Gap through Panel Data

 

NAKANISHI Hiroki (Waseda University, Assistant Professor)

This paper attempts to show the actual
 

situation of the academic achievement gap
 

among social classes by analyzing the results of
 

previous research using panel data on academic
 

achievement in mathematics. This type of
 

research is still extremely rare in Japan,so it is
 

anticipated to be valuable research material.In
 

addition,through this analysis,we can glimpse
 

the implications for academic achievement
 

research in the future.

From the year 2000 onward,there has been
 

considerable research into “academic achieve-

ment”which tries to positively clarify the rela-

tionship between academic achievement and
 

social class in Japan. Although this previous
 

research has pointed out that the academic
 

achievement gap occurs at an early stage of
 

education, in Japan there is less data (panel
 

data)which tracks students’academic achieve-

ments;thus it is still unclear whether this aca-

demic achievement gap is widening through
 

compulsory education. So based on previous
 

research conducted abroad,this paper attempts
 

to analyze the changes in children’s academic
 

achievement gaps in Japan.

Also,in the context of research on meritoc-

racy,the correlation of academic achievement
 

and effort (learning hours) through analyzing
 

cross-sectional data that was collected from
 

one point research has been pointed out. But

 

cross-sectional data does not clarify the rela-

tionships between academic achievement and
 

study time for individual changes. Also, we
 

could not conduct any analysis with elimination
 

of“unobserved heterogeneity”.This paper tries
 

to clarify these problems by using panel data
 

and analysis through the fixed effect model and
 

random effect model.

The panel data used in this paper were
 

collected in the Kanto and Tohoku regions
 

from 2003 through 2010.The research focused
 

on the 3rd and 6th grades in elementary school
 

and 3rd year in junior high school and used the
 

academic achievement in mathematics and
 

questionnaires.

The results of this analysis, clarify three
 

points.These are:1)The academic achievement
 

gap does not change;2)The academic achieve-

ment gap can be seen as that between children
 

whose parents have university degrees and
 

children whose parents do not, as the former
 

can maintain much higher academic achieve-

ment;3)The results of eliminating “unobserved
 

heterogeneity”still show that individual effort
 

has an independently positive effect on aca-

demic achievement.

key words: academic achievement ／ meri-

tocracy ／ panel data ／ fixed effect model

／ random effect model
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