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【論　文】

移民第二世代の教育達成に見る階層的地位の世代間変動
─高校在学率に注目した分析─

是 川 夕
（国立社会保障・人口問題研究所）

〔要　　　旨〕

日本の移民研究では1990年代以降，外国籍人口の急増に伴い，移民第二世代の教育問題が注
目されてきている。これは，社会的統合を重視する欧米の移民研究において特に重視されて来
た論点であり，同論点の検証に当たっては，移民第二世代が学校で実際に経験する困難さだけ
ではなく，親の階層的地位や移民の編入様式に注目する「分節化された同化理論」など，広く
社会構造との関連を視野に入れた分析枠組みが用いられてきた。
しかしながら，日本では移民第二世代の学校文化への適応に焦点を当てた臨床的なアプロー

チは数多く行われて来たものの，複数の移民集団に横断的な教育達成の状況やその要因につい
てナショナルレベルのデータから明らかにした研究はまれであった。また，その際，分節化さ
れた同化理論が想定するように，親世代の階層的地位や編入様式など，広く社会構造との関係
に注目した研究は少なかったといえよう。
こうした状況を受け，本研究では国勢調査の個票データを用いて，母親の国籍別に見た子ど

もの高校在学率に焦点を当てた研究を行うことで，移民第二世代の教育達成の状況とその要因
について明らかにする。また，分節化された同化理論に基づくことで，移民第一世代と第二世
代の階層的地位の世代間変動に注目した分析を行う。
その結果，外国籍の母を持つ子どもの場合，日本人の母を持つ場合と比較してその高校在学

率は低い傾向にあるものの，それは移民第二世代一般に見られる傾向であり，親世代での階層
的地位と子どもの高校在学との結びつきは相対的に弱いことが示された。つまり，分節化され
た同化理論は日本には妥当しない可能性が高いといえる。その一方で，移民の低い教育達成は，
子ども自身の日本国内での居住期間の長期化に伴う日本社会への適応によって自然と解消する
可能性が低いことも示された。これは多言語での情報提供や日本語教室など教育現場に対する
今後のより一層の政策的支援の必要性を示すものである。

キーワード　移民第二世代，階層的地位の世代間移動，教育達成，高校在学率，国勢調査個票データ

（2017年10月30日受付・2018年5月31日受理・2018年９月３日 J-STAGE早期公開）
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はじめに

１．移民第二世代の教育達成の重要性

1.1　問題の所在

1990年代以降の外国籍人口の急増に伴い，日本では国際移動を経験した移民第一世代の定住化プロセ
スに注目した研究が数多く行われて来た。しかし近年，外国人の日本国内での居住期間が長期化したこ
とに伴い，これらの研究の関心は外国人の子どもの教育問題へと広がりつつある（e.g. 宮島・太田
2005）。更に，こうした関心は，研究者の間だけではなく，行政や教育の現場においても，共有されて
いるものであるといえよう（e.g. 外国人集住都市会議 2012）。実際，文部科学省では1992年度から，日
本語指導等，特別な配慮を要する児童生徒に対応した教員を配置するため，「外国人児童生徒・帰国児
童生徒」の日本語指導等に対応した教員定数の特例加算を行いその給与等を国庫負担している。また，
2001年度からは，国によって第二言語としての日本語（JSL）カリキュラムの開発が行われている。こ
うしたことは，外国人の子どもの教育問題への関心の高まり，及び広がりを示すものといってよいだろ
う（文部科学省 2014a）。
こうしたことの背景には，日本の教育現場におけるニューカマー外国人の子ども（移民第二世代（１））

の増加現象がある。文部科学省の調査結果によると，日本の小学校から高校までの教育課程に在籍する
外国籍を持つ児童生徒の中で日本語指導が必要な者は，1997年度の17,296人から2016年度の34,335人ま
で増加したとされる（２）。また，日本語指導を必要とする児童生徒の母語の内訳を見ると，ポルトガル語，
中国語，フィリピノ語，スペイン語，あるいはベトナム語といった言語が多くを占めており，1990年代
以降のニューカマー移民の増加を受けて，その子どもたちが増加したことを示している（文部科学省
2017）。
海外における移民研究に目を向けると，移民第二世代の教育達成は移民受け入れから約20-30年後に

急速に顕在化する問題であることがわかる（３）。例えば，1965年の移民法改正以降，新たな移民の急増
を経験した米国（e.g. Portes and Zhou 1993），あるいは1960年代に外国人労働者を受け入れた西欧諸
国における研究（e.g. Crul and Vermeulen 2003）が代表的なものとして挙げられる。それに加え，近
年では，日本と同時期に移民受け入れ国に転じた南欧諸国においても，同様の論点に基づいた研究が見
られるようになりつつある。こうした論点の変遷は，いうまでもなく，移民の定住化が進む中で，子ど
もが生まれ，やがて学齢期に達することに伴うものである。
確かに，移民第二世代の教育達成はその後の労働市場への参入，及びそこでの地位達成を通じて，移

民第二世代の階層的地位を決定する主な要因となるといえる。特に，親である移民第一世代の階層的地
位がその子どもである第二世代の教育達成にどのような影響を与えるかは，米国の社会的同化理論を始
めとして，移民の社会的統合を重視するアプローチにおいて最も重視されて来た論点の一つである。
その一方で，この分野における研究は，数少ない例外を除けば，日本ではほとんど行われてこなかっ

た。わずかな例外としては，教育社会学において臨床的なアプローチが行われて来たものの，それらの
研究の対象は特定の学校／地域に限定されており，ナショナルレベルのデータを用いて，複数の移民集
団に横断的な状況を明らかにしたものではなかった。また，階層的地位の世代間変動に注目するといっ
た，分節化された同化理論のように広く社会構造との関連を問う研究も少ない。そのため，こうした研
究から得られる知見は，学校内部で起こる現象を対象とした議論にとどまりやすいという限界を持つ。
以上のような経緯を踏まえ，本稿では，日本における外国人第二世代の教育達成の内，特に高等学校

への在学（以下，高校在学と表記）（４）に焦点を当てた分析を行う。その理由は，外国人第二世代の義務
教育段階での就学率に日本人との大きな差が見られない一方，高校進学率には大きな格差があることが
注目されており（５），このことが今後，大学進学も含めた彼／彼女らの今後の階層的地位達成を妨げる
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主要因となると考えられるからである。また，その際，分節化された同化理論を援用することで，親の
学歴に代表される階層的地位が子ども自身のジェンダーや家族形態といった要因と相まって，子どもの
教育達成にどのような影響を与えるかという視点に基づいた分析を行う。これは，欧米の移民研究と同
様，階層的地位の世代間移動の観点から移民第二世代の教育達成を明らかにすることを意味するもので
ある。

２．先行研究の検討

2.1　伝統的移民国における研究の展開

第二世代以降の移民の教育達成について，最も研究の蓄積が多く見られるのは，米国，カナダ，オー
ストラリアなどの古典的移民国においてである。特に，「社会的同化理論」（Social Assimilation 
Theory），及びその派生形としての「分節化された同化理論」（Segmented Assimilation Theory）（Portes 
and Rumbaut  2001=2014）による分析が多く見られる。この内，分節化した同化理論とは 1965年の米
国の移民法改正により急増した非西欧圏からの移民第二世代の教育達成が，20世紀初頭に欧州から米国
に渡った移民と異なり，必ずしも現地人と同水準に達していないのではないかとの問題意識に基づいた
研究であり，その後の移民第二世代に関する研究において最も頻繁に参照されるものである。また，同
理論の特徴は，人的資本に代表される親の階層的地位など，従来，教育達成を促進すると考えられてき
た要素だけではなく，それぞれの移民グループが持つ文化的特性やそれに対する受け入れ社会の態度な
どから構成される「編入様式」（Mode of Incorporation）が，教育達成を始めとする移民の階層達成に
影響を及ぼすとした点にある。具体的には親の階層的地位別に見た動員可能な資源の量の違いが，子ど
もが経験する文化変容の基本的な型を決定するとする。また，移民第二世代が受け入れ社会における人
種差別，二極化した労働市場，及びインナーシティの子どもに見られる反社会的なサブカルチャーといっ
た問題に対処する上で，親，家族，そしてエスニックコミュニティからどの程度の支援が得られるかが，
重要な役割を果たすとする（表１）。

表１　分節化された同化のプロセス・モデル

出所：Portes and Rumbaut （2001=2014:126）

第一世代 第二世代
外在的な障害

背景の諸要因
世代間に
またがる
文化変容
の型

人種差別 二極化した 
労働市場

インナーシティの 
サブカルチャー

予想される適応結
果

親の人的資本 不協和型
文化変容

差別に直面しても
サポートがない

個人の資源のみで
対処

敵対的な態度やラ
イフスタイルに対抗
するメッセージが存
在しない．

下降同化

移民の編入様式 影響 協和型文
化変容

差別に直面したら
家族のサポートが
ある

親の指導助言や家
族の資源を得られ
る

家族の願望に基づ
く対抗的なメッセー
ジが存在する

大多数は上昇同化
するものの差別に
よってそれが妨げら
れることがある

家族構造 選択型文
化変容

エスニック･ネット
ワークのフィルター
を通して差別を経
験し，家族とエスニッ
ク･コミュニティから
のサポートがある

家族とエスニック･コ
ミュニティの後押し
があり親の指導助
言を得られる

家族の願望とコミュ
ニティ･ネットワーク
に基づいた対抗的
メッセージが存在す
る

バイカルチュラリズ
ムと結びついだ上
昇同化
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このような分析枠組みの提示を受けて，Haller et al.（2011）は，移民第二世代に関するパネルデー
タを構築し，分節化された同化理論がメキシコ系，あるいはカリブ系移民に妥当するような状況が見ら
れることを明らかにしている。一方で，同研究は親の社会経済的地位が高い場合，その子どもたちは米
国社会の中間層へスムーズに同化しているといった移民グループ間の差異も明らかにしつつ，そうした
差異を説明するのは，親の学歴等に代表される階層的地位の違いに加え，編入様式であることを指摘し
ている。これは，センサスの個票データのような横断面データを使った分析で繰り返し明らかにされて
きたことを（e.g. Hirschman 2001），再確認したものといえよう。また，近年では米国において，移民
人口の地理的拡散が見られ，これまで移民を受け入れてこなかった地域における移民の子どもの教育達
成が注目される等（e.g. Fischer 2010），新たな展開も見られる。
しかし，これらの研究は米国の経験に基づいたものであり，米国の移民受け入れの歴史，そして受け

入れ社会の特徴を強く反映したものとなっている点には注意が必要である。例えば，Vermeulen（2010）
は同理論を欧州の事例に応用すること自体を妥当としつつも，欧州における「直線的な同化」
（straight-line assimilation）に関する関心の低さ，欧州社会におけるアンダークラス文化（あるいはア
ンダークラスそのもの）の有無，そして分節化された同化パターンの永続性について疑問を投げかけて
いる（６）。この点については，Thomson and Crul（2007），あるいはこの種の比較研究の嚆矢ともいえる，
Crul and Vermeulen（2003）においても，欧州の経験が米国固有の特徴に根差す同理論の特性と合致
しないことを指摘している（７）。
その一方で，分節化された同化理論，及びそれに基づく分析枠組みは，移民の同化／社会的統合に関

する研究分野で，現状において最も包括的な分析枠組みと評価されている（８）（Vermeulen 2010）。事実，
米国だけではなく多くの国において，移民の同化／社会的統合について議論する際にも，これらの理論，
そして分析枠組みが利用されているのが現状である（Thomson and Crul 2007: 1032）。これは同理論の
射程が，単に子どもの教育達成ではなく，移民の階層的地位の世代間変動という，広く社会構造との関
連を含んでいる点が評価されたためと考えられる。以下では，欧州における研究の状況について見てい
きたい。

2.2　欧州の経験への応用

欧州では，移民の子どもの教育達成に関する研究が行われるようになったのは1990年代以降とされ（Crul 
and Vermeulen 2003: 966），主に戦後，欧州に外国人労働者として移動してきた移民の子どもに関する
研究として始まった。
例えば，移民第二世代の教育達成について，欧州の複数の国について比較を行った研究では，分節化

された同化理論を明示的に採用するかどうかにかかわらず，移民第二世代の教育達成と親の階層的地位
の相関関係に焦点があてられた研究が多くみられ，その結果，両者は強く相関する傾向にあることが明
ら か に さ れ て い る（e.g. Dustmann et al. 2012，Schnepf 2007，Heath et al. 2008，Dronkers and 
Fleishmann 2008）。また，それに加え，移民第二世代の言語習得がその教育達成に最も強い影響を及
ぼすこと（Dustmann et al. 2012），出身国の教育達成の平均的水準や，宗教が強い影響を及ぼすこと
（Dronkers and Fleishmann 2008）といったことが明らかにされている。また，国際比較の結果，英語圏，
あるいはアングロサクソン系の国の方が，大陸ヨーロッパ諸国に比較して，移民第二世代の教育達成に
対する親の階層的地位の影響が少ないという結果が得られている（Schnepf 2007 ，Dustmann et al. 
2012）。
更に，国別の結果について見ていきたい。ドイツではトルコ系移民を中心に，現地人と比較した移民

第二世代の教育達成の低さが指摘されてきている。この理由としては，両親の学歴を始めとした階層的
地位の低さが要因であることが繰り返し指摘されてきている（e.g. Luthra 2010，Kristen and Granato 
2007，Riphahn 2005, 2003）。その一方で，近年では一部の移民は現地人よりも高い教育達成を示して
いることが明らかにされており，分節化された同化理論は当てはまらないとする研究も見られる（Luthra 
2010）。
フランスでは，主に北アフリカの旧植民地諸国からの移民第二世代の教育達成について研究が行われ
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てきた。この点について，Silberman et al.（2007）は，フランスでは米国社会と異なり，アンダークラ
スの層が薄いこと，身体的差異よりも宗教的差異の方が重要であること，インナーシティの位置づけと
いった都市構造が異なることを以て，分節化された同化理論をそのままの形でフランス社会へ適用する
ことは困難であると指摘している。同様に，オランダ（e.g. Graaf and Zenderen 2009）においても，
分節化された同化理論の検証が行われ，オランダでは移民第二世代の下方移動は見られないものの，異
なる形での移民の社会的排除について明らかにする必要性が指摘されている。
また，必ずしも分節化された同化理論には言及していないものの，スウェーデン（e.g. Jonsson and 

Rudolphi 2011，Bygren and Szulkin 2010），デンマーク（e.g. Jakobsen 2003），スイス（e.g. Bauer 
and Riphahn 2007）といった国々おいて，移民第二世代の教育達成について研究を行い，親の学歴，
言語習得の重要性などが，他の研究と同様，重要な影響をもたらすことが示されている。
以上のことから，移民第二世代の教育達成を明らかにするにあたって，米国における研究の影響が大

きいこと，そしてその実証面での妥当性については，否定的な結論が得られる場合も多いものの，移民
第二世代の教育達成を広く階層論的な視点から見るという分析枠組みの妥当性自体はおおむね肯定され
ていることが明らかになったといえよう。以下では，こうしたことを踏まえ，日本における状況を整理
したい。

2.3　新しい移民国，そして日本への応用

移民の子どもの教育達成については，日本では教育現場の問題として認識され始めたという経緯もあ
り，主に教育社会学の分野での研究が多くみられる。代表的なものとしては，清水（2006），児島（2006）
などが挙げられる。それらの研究では主に臨床的なアプローチがとられ，ニューカマー移民の子どもが
日本の学校文化に対してどのように適応しているのか／いないのかといった観点から研究が行われて来
た。そこで明らかにされて来たのは以下のような点である。第一に，ニューカマー移民の子どもの教育
達成においては，外国人親が子どもの教育に対してとる態度が重要であるとしつつも，実際には外国人
親が学校側の提供する教育に対して批判的な態度をとることはまれであり，適応過程における具体的な
問題の解決は子どもたち自身に委ねられていること。第二に，教師の側では移民の子どもたちが抱える
個別具体的な問題について対処しつつも，移民であるという構造的な問題にまでは触れようとしないこ
とから，彼／彼女らが初期の適応過程を経た後は必ずしも十分な支援が行われず，そのことがその後，
新たな課題の乗り越えに当たって，彼／彼女らがエスニシティを顕在化させ，学校文化への反抗的な態
度をとるという移民第二世代に特有の問題を生じさせているといったこと等である。
これらの研究で観察されたのは，分節化された同化理論（Portes and Rumbaut 2001=2014）におけ

る不協和型文化変容にほぼ一致する現象であるといえる。しかし，これらの研究の主要な問題関心は，
臨床的なものに限られ，社会構造との関連も視野に入れつつ移民第二世代の教育達成の状況と要因を明
らかにするという研究とはなっていないという限界を持つ（鍛治2007）。
こうした中，数は少ないながらも，欧米の研究の蓄積を踏まえ，移民の子ども全般の教育達成の状況

について階層論的視座に基づいて明らかにしたものとしては，鍛治（2007,2017），Chitose（2008），是
川（2012），Korekawa（2016），Takenoshita et al.（2013），石田（2017），Ishida et al.（2016）などが
挙げられる。
鍛治（2007）は，大阪府のある１つの中学校区に中学生として居住した経験を持つ中国出身の元中学

生全員分（147人分）の高校進学，及び高校進学後の進路について，本人の来日時期及び，父親の社会
経済的地位との関連を分析した。その結果，本人の来日時期が就学前，及び中学以降である場合に高校
進学率が低くなる傾向が見られるとともに，大学進学については，父親の来日前の職業が農業である場
合に低くなる傾向が見られることが示されている。また，その結果の解釈においては，Zhou and 
BankstonⅢ（1998）が示したように，親子間の文化的葛藤に起因した親の子どもに対する管理・統制
能力の欠如によるものではないかと指摘している。これは先述した不協和型文化変容とほぼ同じ現象を
指すと考えてよいだろう。
Takenoshita et al.（2013）は，分節化された同化理論やトランスナショナリズムの観点から，静岡県
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における日系ブラジル人に関する調査結果とSSM調査データを比較する形で分析を行い，日系ブラジ
ル人の高校進学の有無は，父親の学歴，職業（正規雇用かどうか），日本語能力などに依存しているこ
とを明らかにしている。また，女性の場合，高校進学率が低いというジェンダー間の不均衡があること
も指摘している。一方，エスニックコミュニティの形成が阻害されがちな日系ブラジル人の間では，分
節化された同化理論が想定するようなエスニックコミュニティによる支援が期待できないという結論を
得ている。
Chitose（2008）は，本研究と同様，分節化された同化理論の枠組みに基づき，国勢調査（2000年）

の個票データを用いて，外国人を１人以上含む世帯の全数について，そこに所属する７～14歳までの子
どもの義務教育段階における就学の有無について，分析を行っている。その結果，国籍ごとの就学率の
違いは様々な社会経済的条件を統制した後も日本人と比較して低い傾向にあること，また，５年前の居
住地が同一住所である場合，及び世帯員に日本人を含む場合に就学率が上昇することを明らかにしてい
る。更に，興味深い結果としては，父親ではなく，母の学歴，就業状態が子どもの就学の有無に大きな
影響を及ぼすことが明らかにされている。 
また，是川（2012）は，Chitose（2008）と同様，2000年の国勢調査の個票データを用いて，移民の

子どもの教育達成は，親の学歴などに大きく左右されることが明らかにしており，特に母子家庭の場合，
低い値をとるとしている。 
Ishida et al.（2016）は，日本で初めてPISAのデータを用いて日本の高校に在学する外国生まれの親

を持つ子どもの学力について明らかにした。同研究では，社会的同化理論の派生形である言語的同化理
論（Linguistic Assimilation Hypothesis），及び社会経済的地位仮説（Socioeconomic Status 
Hypothesis）の妥当性を問う形で分析が行われている。その結果，移民第一世代に属する子どもの学力
は日本人学生よりも低いこと，及びそれは親の学歴などの社会経済的地位によるものであることが示さ
れた。しかしながら，移民第二世代においては，移民第一世代に見られたような日本人との学力差は確
認されなかった。また，日本人との学力差の有無に対しては，家庭での日本語使用の有無が特に重要な
役割を果たしていることが明らかにされた。
Korekawa（2016）は本研究と同様，2010年に実施された国勢調査の個票データを用いて外国籍の親

を持つ子どもの高校在学の有無について分析を行っており，外国籍の親を持つ子どもの高校在学率が低
い傾向にあること，及び子ども自身の日本での居住期間の長期化により，こうしたマイナスの傾向は緩
和されるものの，その大きさは十分なものではないことを明らかにしている。
石田（2017）は，Korekawa（2016）と同様，2010年に実施された国勢調査の個票データを用いて，

日本における外国籍の子どもの各教育段階における就学率，通学率について分析を行っている。その結
果，義務教育段階での就学率，通学率は国籍を問わず90％を超えていること，東南アジア系，南米国籍
の子どもで，高校在学中であっても仕事も通学もしない割合が大きいこと，社会経済的背景と教育機会
との関連については，国籍間の大きな違いは確認されなかった一方，外国籍の子どもにとって，日本国
籍の親がいることが就学に対してむしろ負の影響を与えている可能性を明らかにしている。
また，鍛治（2017）は，Korekawa（2016）と同様，2010年に実施された国勢調査の個票データを用

いた分析を行って，外国籍の親を持つ子どもの高校進学率とその規定要因について分析を行っている。
その結果，両親の学歴や居住地の社会的文脈と外国籍を持つ子どもの高校在学率の関係が明らかにされ
ている。
これらの研究からは，欧米と同様，日本でも移民の子どもの教育達成は日本人の子どもと比べて低く

とどまりがちであり，その背景には不協和型文化変容の存在が認められること，及び個々の教育達成の
程度は子ども自身の日本での居住期間が長くなることや親の階層的地位といった要因によって左右され
ることが示されたといえるだろう。また，Chitose（2008），是川（2012），Korekawa（2016）や
Takenoshita et al.（2013）といった研究の成果によれば，分節化された同化理論を日本の経験に適用す
ることは十分可能といってよいだろう。しかしながら，本研究のように，全国的なデータを用いて複数
の移民集団に横断的な形で，分節化された同化理論の検証を試みた研究は依然として少ないのが現状で
あるといえよう。
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３．本研究の命題と探究課題

これらを踏まえ，本研究では分節化された同化理論に基づき，子どもの教育達成について以下の命題
の検証を行う。

命題 ：　少なくとも両親のいずれかに外国籍の親を持つ子どもの教育達成は，日本人を両親に持つ場合
と比較して低くなる傾向が見られる。また，その程度は両親の人的資本，家族形態，本人のジェン
ダー，及び日本での居住期間などによって異なり，特に日本人を両親に持つ場合と比較して，親の
階層的地位による影響をより強く受けるようになる。

ここで想定されているのは，Portes and Rumbaut （2001=2014:128-38）による以下のメカニズムで
ある。移民を少なくとも両親のいずれかに持つ子どもは，日本人を両親（あるいはひとり親世帯の場合
には母親）に持つ場合と異なる言語的，文化的な背景を持っていると想定され，その結果，学校での教
育達成において様々な葛藤を経験していると考えられる。例えば，日本語以外を母語とすることだけで
はなく，親の出身国とは異なる文化的規範やライフコース，または両親の今後の日本での滞在の見通し
による日本社会へのコミットメントの強弱といったことが子どもたちの学校教育への適応の程度やその
意思に大きく影響を及ぼすと予想される。
こうしたことから生じる様々な葛藤を乗り越えられるかどうかは，主に親の子どもに対する指導，助

言に大きく依存しており，親からの適切な指導，助言が得られるならば，子どもは自らの目標を設定し，
それに向かって努力していくであろうし，それが十分でなければ学校で何らかの障害に出会った時に十
分に対処できないことも考えられる。
このような親からの指導，助言の有無を左右すると考えられるのは，親の人的資本，及び家族形態で

ある。高い学歴など十分な人的資本を有している親は子どもを取り巻く環境に存在する機会や落とし穴
に関する多くの情報を手にしていると同時に，多くの場合高い収入を得ているため，私立学校の教育，
あるいは家族のきずなを強化するための故国への旅行といった手段をとりやすいという特徴が見られる
とされる。
ひとり親かどうかということも，こうした資源の有無に大きな影響を及ぼす。移民家庭はしばしば両

親の離婚やあるいは別居という形態をとることも珍しくなく，そうした状況は子どもへの指導，助言の
量を減少させることとなる。また，きょうだいが多いということも，両親の十分な目が子どもたちに行
きわたらない可能性を高めることになるだろう。
本人のジェンダーも重要である。概して，娘の場合，あまり自主性を持たないようにしつけられ，親

の保護をより多く受けて育てられる傾向があるため，親からの影響を強く受ける傾向が強いとされる。
また，伝統的な移民家族では，息子は家庭外での様々な活動で抜きんでるように奨励されるとされるが，
娘は母や主婦になるよう育てられることが多いとされる。
これに加え，学校や地域社会など家庭外の社会環境も大きな影響を及ぼすと考えられている。階層的

地位が高く社会経済的資源のある同胞が近くにいて，互いに助け合うことができるならば，子どもたち
は家庭内で得られるこうした資源をコミュニティレベルでも得ることができる。これは受け入れ社会の
その移民グループに対する態度，つまり編入様式が好意的か中立的か敵対的かに大きく左右されるとさ
れる。つまり，好意的であればその集団はよりよい雇用機会へのアクセスなどを通じてより多くの社会
経済的資源を有しているであろうし，敵対的であれば最悪，合法的な滞在資格すら得られないなど，受
け入れ社会での活動は大きく制約されてしまうことになる。
以上を踏まえ，本研究では以下の探求課題に沿って分析を行う。なお，特に断りのない限り，これら

の探求課題は，外国籍の母を持つ子どもの高校在学率に関する問いであり，その際の比較対象は日本人
を母とする子どもの高校在学率である。
なお，子の国籍ではなく親の国籍に注目した理由は，日本における移民第二世代の多くは両親のいず
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れかに日本国籍の親を持つ子どもであり，本人の国籍は日本であることが多いためである。また，その
内，特に母の国籍に注目するのは，日本において両親のいずれかに外国籍の親を持つ子の内の多くは父
の国籍にかかわらず外国人女性を母とする者であり，父外国籍-母日本人という組み合わせのものは少
ないことによる（９）。 

探求課題１．  外国籍の母を持つ場合，日本人の母を持つ場合と比べて，高校在学率は低いのか？また，
母が外国籍であっても父が日本人であれば，こうした状況に変化は見られるのか？

探求課題２．  外国籍の母を持つ場合，日本人の母を持つ場合と比べて，母親の学歴間に見られる高
校在学率の差はより大きいのか？

探求課題３．  外国籍の母を持つ場合，日本人の母を持つ場合と比べて，男女間に見られる高校在学
率の差はより大きいのか？

探求課題４．  外国籍の母を持つ場合，日本人の母を持つ場合と比べて，きょうだい数が多いほど，
その高校在学率は低い傾向が見られるのか？

探求課題５．  外国籍の母を持つ場合，日本人の母を持つ場合と比べて，母子世帯とふた親世帯の間
に見られる子どもの高校在学率の差はより大きいのか？

探求課題６．  外国籍の母を持つ子どもの間では，子ども自身の日本での居住期間が長いほうが，高
校在学率は高いのか？

探求課題１は外国籍の母を持つ子どもと日本人の母を持つ子どもの高校在学率の差を明らかにするた
めのものであり，これ以降の全ての探求課題の出発点となるものである。また，以下の各問いにも共通
するが，特定の変数に関する母の国籍間に見られる高校在学率の差を見ることで，編入様式の高校在学
率への影響を明らかにすることができると考える。
探求課題２は母の学歴間に見られる高校在学率の差が，日本人の母を持つ場合と比較して大きいのか

どうかについて明らかにする。一般的に親の学歴が高い方が子どもの教育達成は高いと考えられるが，
先述したように外国人家庭の場合，親からの指導，助言が果たす役割は，日本人を母とする場合よりも
大きいと考えられる（10）。親の学歴はその動員可能な経済的資源，あるいは日本語能力や日本社会への
適応能力などを大きく規定するものであり，母の学歴間に見られる高校在学率の差は，日本人の母を持
つ場合よりも大きいと考えられる。
探求課題３はジェンダーに関するものである。日本に居住する移民の多くはアジア系であり，女性を

家庭に押しとどめようとする力はより大きいと考えられることから，日本人を母に持つ場合よりもジェ
ンダー間に見られる高校在学率の違いが大きくなると予想される。
探求課題４，５は家族構造に関するものであり，親の指導，助言がより大きな役割を果たすと考えら

れる移民家庭では片親の欠如やきょうだいが多いと，日本人の母を持つ場合と比べて高校在学率はより
低い傾向が見られると予想される。
探求課題６は外国籍の母を持つ子どもの社会的適応の状況を見るための問いである。先述したように，

分節化した同化理論の示すところによれば，居住期間の長期化は編入様式によって，プラスにもマイナ
スにもなりうる。この問いは，この点について確認するものである。

4．データ，及び方法

4.1　データ

本研究で用いるデータセットは，平成22年，及び12年の国勢調査の個票データであり，日本に居住す
る外国籍の親を持つ子（11）の内，母の国籍が中国，フィリピン，ブラジルである者の全数である。これ
らに加え，日本の総人口10％の抽出標本の内，両親を日本国籍とする者，及び母子世帯（母-日本国籍）
に属する者を比較のためのベンチマークとして用いる（12）。子どもの高校在学について見る際には月齢
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で見て187か月から222か月（13）の者，小中学校への在学について見る場合には月齢で見て79-186か月の
者とした。分析対象とする母の国籍は人口規模，及び分析結果を解釈する上で参照可能な先行研究が一
定程度ある中国，フィリピン，及びブラジルに限定した。
在学率を求めるに当たっては，それぞれの学齢期ごとに以下の式によって求めた。これは，その教育

課程に潜在的に在学しうる層を分母とし，実際にその教育課程に在学している者を分子としたものであ
る。よって，当該教育課程を卒業した者，より上位の教育課程に在学している者については分母にも分
子にも含まれない。また，個々人の在学の有無を判定する際には，それぞれの式の分母に相当する人を
判定の対象とし，その内，分子に相当する人を在学中とみなし，それ以外を在学していないとみなした。

小中学校在学率（月齢79-186か月）

在学率＝　　　　　　　　　　　　…（1）

高校在学率（月齢187-222か月）

在学率＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（2）

4.2　方法

これらの探求課題を検証するにあたっては，本研究では以下のモデルを用いる。これは，高校在学率
（在学しているか否か）を従属変数とし，それと特定の属性との関係の有無，強さ，及び方向性の集団
間の差を見ることで，特定の属性が移民第二世代に対して持つ効果の大きさを推測することを目的とし
たものである（14）。

例えば，親の学歴による高校在学率の違いは日本人の母を持つ場合にも見られると予想されるが，外
国籍の母を持つ場合にこの違いがより大きいならば，親の学歴の本人の高校在学への影響は後者の場合
により大きな影響を及ぼすと推測することができるだろう。本研究の目的は移民第二世代に固有の状況
を明らかにすることであるから，様々な属性ごとに見られる教育達成の違いが母の国籍によってどのよ
うに異なるのかを分析することは必要不可欠な手続きといえる。

 

: 個人iの高校在学の確率
: 定数項

: 個人iの母の国籍j （日本，中国，フィリピン，ブラジル，Ref.=日本）
: 個人iの母の学歴k（小中学校，高校，短大／高専，大学／大学院，Ref.=高校）

: 個人iのきょうだい数（人）
: 個人iの所属する世帯が母子世帯（Ref.=ふた親世帯）

: 個人iが女性である（Ref.=男性）
: 個人iの５年前の居住地が日本（Ref.=５年前の居住地が外国）

小
小中学校在学者

中学校在学者＋未就学者

高
高校・高専在学者

校・高専在学者+小中学校在学者＋未就学者
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: 個人iの父が日本人である（Ref.=父が外国人）
: 統制変数（個人iの月齢及びその二乗，個人iの居住する自治体の人口規模，人口集中地区の設定，

都道府県，個人iの５年前居住地），ベクトル形式

従属変数は個人iの高校在学確率であり，説明変数は大きく分けて二つの部分からなる。 は母の
国籍の主効果であり，日本，中国，フィリピン，ブラジルの４つのカテゴリーを持つカテゴリー変数で
あるため，３つのダミー変数でその効果を推定する。ここでは日本との差をみたいので，日本を基準カ
テゴリー（=０）とする。 は母の学歴の主効果である。母の学歴は小中学校，高校，短大／高専，
大学／大学院の４つのカテゴリーを持つカテゴリー変数であるため，３つのダミー変数でその効果を推
定する。基準カテゴリーは高校とする。なお，このカテゴリーは国勢調査の分類に従っている。

はきょうだい数である。 は個人iの所属する世帯が母子世帯であるかどうかを国勢調査にお
ける母子世帯の定義に基づき示したものであり，ふた親世帯を基準カテゴリーとする。 は性別（男
女）であり，男性が基準カテゴリーである。 は個人iの父親が日本人か外国人かを示すものであり，
父外国人を基準カテゴリーとする（15）。 は個人iの５年前の居住地が日本か外国であるかを示すもの
であり，これが外国である場合を基準カテゴリーとする。なお，同変数は外国籍の親を持つ子どもの日
本での居住期間の長期化による適応状況を明らかにするための変数であるため，母親が日本人である場
合には一律に国内とした（16）。

次に，母の国籍との交互作用項を推定することにより，母の学歴，きょうだい数，母子世帯，及び性
別といった各種属性の影響が母の国籍によって異なるのかといったことを明らかにすることができる。
なお，母の学歴，きょうだい数，母子世帯及び性別の主効果は，国籍ダミーがゼロの場合，すなわち回
答者の母が日本人である場合の推定結果となる。最後に は個人iの月齢，及びその二乗，居住する自
治体の人口規模，人口集中地区か否か，及び都道府県からなるベクトル形式によって表現された統制変
数である。

５．外国籍の母を持つ子どもの教育達成とその背景

5.1　社会人口学的特徴

移民第二世代の教育達成，及びその背景について記述統計を中心に見ていきたい．学齢期別に外国籍
の母を持つ子（17）の人口規模，及びその構成割合を見ると（図１左），未就学児から高校学齢期までの子

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より再集計

図１　学齢期別に⾒た外国籍の母を持つ子どもの人口規模，及びその割合
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の人口は296,375人であり，この内，高校学齢期にあたるのは全体の13％にあたる37,926人である．更に，
高校学齢期にある子どもの母の国籍別内訳をみると（図１右），フィリピン国籍が最多を占め，中国，
ブラジル，そしてその他と続く．

5.2　子どもの教育達成の状況とその背景

これらを踏まえ，子どもの教育達成について図２により見ていきたい．同図は子どもの年齢別に見た，
各教育課程への在籍状況の状況を示したものである．その結果，義務教育段階の子どもは外国籍の母を
持っていても，一貫して高い在学率を示す一方，外国籍の母を持つ子どもの高校以降の在学率は日本人
の母を持つ子どもより低いだけではなく，高校学齢期になっても引き続き義務教育課程に在学する子ど
ももいるなど，進学に当たって困難を抱えていることがわかる．特に母-ブラジル国籍の場合に，高校
在学率が低い．また，母-フィリピン国籍の場合，年齢が上がるほど，高校在学率が低下することが見
て取れる．これは，フィリピン人母を持つ子どもの高校中退率が高いことを予想させる結果である．な

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図２　母の国籍別に⾒た子どもの年齢別在学状況内訳

 

表２　�母の国籍別にみた子どもの高校在学率（男女別）

母の国籍 男性 女性
中国 86.9% 88.4%

フィリピン 85.5% 87.1%
ブラジル 74.4% 77.4%

日本 96.0% 96.5%
出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出
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お，男女ごとの違いを見ると（表２），母が日本人の場合，わずかではあるが女性の方が高い高校在学
率を示しており，この傾向は外国籍の母を持つ子どもでも変わらない．
こうした差異の背景を探るうえで，両親の学歴について見ることは重要である。父母の国籍別の学歴

構成をみると（図３），ブラジルを除くすべての国籍で大学／大学院卒業者の割合が日本人と同程度か
それ以上であることがわかる。その一方で，父母が外国籍の場合，小中学校卒業者の割合も大きく，学
歴の二極化が起きていることが見て取れる。その結果，平均教育年数で見ると，外国籍の親はいずれの
場合も，日本人より低い学歴を示すこととなる．具体的には，父母が中国籍の場合，学歴はそれぞれ父
13.4年（父），12.6年（母）と，日本人の父母のそれに最も近い。また，父-フィリピン国籍の場合，そ
の学歴は13.0年と父-中国籍の場合に次ぐ高さである一方，父-ブラジル国籍の場合にはその学歴は11.6
年と全ての国籍の父の中で最も低い。母の場合も同様で，母-フィリピン国籍の場合12.4年と母-中国
籍の場合に次ぐものの，母-ブラジル国籍の場合には11.8年と低い。
家族形態は家庭内においてその子どもの教育に振り向けられる資源の量を決定する等，子どもの高校

在学に大きな影響を及ぼすと考えられる。特に，ひとり親世帯においては外国人に限らず，高校進学を
始めとした教育達成の機会が制限されていることが問題にされてきた（阿部 2008:167-70）。
この点について，母の国籍ごとにひとり親世帯に属する子どもの割合を見ると（表３），母-フィリ

ピン国籍の場合，母-日本国籍の場合よりも高い母子世帯割合を示すことがわかる。これは，フィリピ
ン人女性の間で，日本人男性との間に子どもをもうけたものの，その後，その多くが離婚して貧困に陥
ることが指摘されていることと整合的である（高畑 2003:261）。
更に，きょうだい数の平均を見ると（表４），母-フィリピン国籍，母-ブラジル国籍である場合，そ

れぞれ1.00人，0.88人と母-日本国籍（0.78人）よりも，大きな値を示す．一方，母-中国籍の場合，0.52

表３　親の国籍別に⾒たひとり親世帯に属する子どもの割合

母の国籍 母子世帯割合
中国 8.1%

フィリピン 13.8%
ブラジル 8.7%

日本 10.1%
出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

注１：国籍右側のカッコ内は平均教育年数．教育年数は小中学校9年，高校12年，短大／高専14年，大学／大学院16年とし
て加重平均を求めたもの。なお，フィリピンの教育制度では6-4-4制をとるため大学を卒業していても実際の教育期間は日
本の大学卒業者よりも短くなるが，ここでは相対的な教育水準を示すものであるため，便宜的に日本の場合と同じ変数で算
出している。

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図３　父母の国籍別に⾒た学歴構成
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人と非常に少ない。
最後に，日本社会への適応の程度を大きく左右する日本での居住歴を見ると（表５），外国籍の親を

持つ子どもの内，約80％以上が５年以上の居住歴を持っていることがわかる。
以上を踏まえ，こうした背景の違いにより，子どもの高校在学率がどの程度異なるのかを見ていきた

い。両親の国籍による違いを見ると（図４），母-フィリピン国籍，母-ブラジル国籍の場合，日本人の
父がいる方がより高い高校在学率を示す。一般的に日本人の父親を持つ場合の方が日本語能力や日本の
学校制度に対する知識といった点で有利であると考えられることから，こうした結果は妥当なものとい
えよう。一方，母-中国籍と父-外国籍（多くの場合は中国籍）の場合，この関係が成り立たないことは，
中国人カップルが子どもの高い教育達成を可能にする何らかの条件を備えていることを示唆するもので
ある。
両親の学歴による違いを見ると（図 ５），日本人の両親を持つ子どもの場合でも，親の学歴によって

本人の高校在学率が異なることが示された。特に親が義務教育しか終えていない場合，高校在学率は低
くなる傾向が見られ，母の場合にこれが顕著である。これは両親の人的資本が子どもの教育達成と強い
相関関係にあることを示すものといえよう。こうした傾向は全体的な水準が違うことを除けば，外国籍
の親を持つ場合でも基本的には変わらない。ただし，ブラジル国籍の親を持つ場合には，親の学歴によ
る子どもの高校在学率の格差が非常に大きいのが特徴である。
母子世帯とふた親世帯の高校在学率の違いを見ると（図６），母が日本国籍の場合でも，母子世帯で

はふた親世帯よりも低い高校在学率を示す。こうした傾向は母-外国籍の場合にも基本的に変わらない
ものの，母-中国籍の場合には母子世帯とふた親世帯でほぼ同等の高校在学率を示している。また，母

表５　母の国籍別にみた５年前居住地が日本である�
子どもの割合

母の国籍 ５年前居住地が日本である者
の割合

中国 79.9%
フィリピン 94.0%
ブラジル 88.3%

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

表４　母の国籍別にみた子どもの平均きょうだい数（人）

母の国籍 平均きょうだい数（人）
中国 0.52

フィリピン 1.00
ブラジル 0.88

日本 0.78
注：対象としたのは高校学齢期以下の子ども。

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

　出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図４　両親の国籍の組み合わせ別に⾒た高校在学率



是川夕：移民第二世代の教育達成に見る階層的地位の世代間変動32

-ブラジル国籍の場合には母子世帯とふた親世帯との間で他の母-国籍の場合より大きな格差が見られ
るのが特徴である。
母の国籍，及びきょうだい数別に見た高校在学率についてみると（図７），日本人の母を持つ場合で

もきょうだい数が多い場合には，高校在学率が低下する傾向が見られる。また，こうした傾向は外国籍
の母を持つ場合でも基本的に変わらない。
最後に子ども自身の５年前居住地別に高校在学率を見ると（図８），これが日本の場合，高校在学率

がおおむね20ポイントほど上昇することが分かる。これは外国籍の母を持つ子どもの多くが，日本に長
く暮らすことで日本語能力の向上も含め，日本での社会的適応に一定程度成功し，それを教育達成につ
なげている可能性を示すものである。
以上のことから見えてくることは，外国籍の母を持つ場合の子どもの高校在学率は一般的に低い傾向

が見られること，及びそうした傾向は日本人の父を持つ場合や本人の日本国内での居住期間が長い場合，

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図６　母子世帯，及びふた親世帯に属する子どもの高校在学率

注：父の学歴については，父の国籍が判明した子どもについてのみ集計．
　出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図５　親の学歴別に⾒た高校在学率（親の国籍別）
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若干，緩和されるということである。一方，親の学歴，家族形態といった移民第二世代の教育達成に大
きな影響を与えると予想された点については，ブラジル国籍の母を持つ場合を除けば，日本人を両親に
持つ場合と比較して，必ずしも大きな影響を与えているとはいえないものであった（18）。これは，外国
籍の母を持つ子どもの高校在学率が主に外国籍の親を持つこと自体に起因しており，分節化された同化
理論が想定するような親世代の階層的格差が子どもの教育達成において拡大再生産されるといった現象
が見られない可能性を示唆するものである。こうした結果について，以下では多変量解析によってより
詳細な分析を行いたい。

６．多変量解析による分析

多変量解析の結果を表８に示した．まず大まかな結論からいって，クロス集計によって確認したこと

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図７　きょうだい数別に⾒た高校在学率

出所：国勢調査個票データ（平成22年）より筆者算出

図８　本人の５年前居住地別に⾒た高校在学率
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がおおむね妥当であることが確認されたといえよう。まず，各変数の主効果（日本人母に関する結果）
について見ていこう。母学歴について見ると小中学校で-0.67，短大／高専卒で0.22，そして大学／大学
院卒で0.26であり，母の学歴が高いほど，子どもの高校在学率が高いことが示された。また，きょうだ
い数が多い，及び母子世帯である場合，高校在学率は低い傾向が見られる。また，女性は男性よりも高
い高校在学率を示す。これらの結果はクロス集計で示された傾向とほぼ一致するものである。
さて次に，母-国籍と各属性の交互作用項をみることで，外国籍の母を持つ場合，日本人の母を持つ

場合と比較して，各属性間に見られる高校在学率の差がどのように異なるのかを見ていきたい。まず，
母国籍の係数の大きさをみると，いずれもマイナスの値であり，またそれらは中国，ブラジル，そして
フィリピン国籍の順に小さくなっていく。これらの結果はおおむね国籍ごとの平均的な編入様式を反映
したものと考えられる。例えば，中国人は留学を経て来日することがおおいため，日本語能力を始めと
して日本社会への適応の機会を多く持つと考えられるのに対して，ブラジルやフィリピンではそうした
機会に乏しいといったことがその背景にあるものと考えられる。
母国籍と母学歴の交互作用項を見ることで，外国籍の母を持つ場合，母の学歴間の高校在学率の差が

（日本人の母を持つ場合と比べて）どう異なるのかを見ていこう。それによれば，中国籍，あるいはフィ
リピン国籍の母を持つ場合，高校在学率に対する母の学歴効果は，日本人の母を持つ場合よりも小さい
ことが示された。例えば，日本人の母を持つ場合，母の学歴の影響はプラスであり，学歴が高いほど高
校在学率が高くなるが，母-フィリピン国籍の場合は大学／大学院卒業について，母-中国と母-ブラ
ジル国籍の場合は，短大／高専卒についてマイナスの結果が得られており，いずれも日本人母に見られ
る学歴の正の効果を押し下げている。
父の国籍による高校在学率の差は，母の国籍によって異なることが示された。まず，母-中国籍の場合，

父の国籍はその子どもの高校在学率に有意な差をもたらさない。一方，母の国籍がフィリピン，及びブ
ラジル国籍の場合，外国籍の父よりも日本人の父を持っている方がその子どもの高校在学率は高い傾向
が見られる。
家族構成やジェンダーについて見ていこう。外国籍の母を持つ場合，きょうだい数の増加に関しては，

母-中国籍は0.10，母-ブラジル国籍は0.07であり，日本人の母を持つ場合と比べて，きょうだい数の主
効果に見られるマイナスの効果が減少する。また，母子世帯の影響は特に，フィリピン国籍の母を持つ
場合にはプラスであり，むしろその差は日本人の母を持つ場合と比べ，母子世帯のマイナスの効果を減
じるものであり，母子世帯の主効果と交互作用効果を合計すると，総合的効果はむしろプラスに転じて
いる。女性の方が男性よりも高い高校在学率を示す傾向は，日本人の母を持つ場合にも確認されていた
が，外国籍の母を持つ場合でもその傾向は変わらないのみならず，ブラジル国籍の母を持つ場合には男
性に比べて女性の高校在学率はより高い傾向が見られた。
最後に，外国籍の母を持ち，５年前居住地が日本である子どもの高校在学率は，これが外国である子

どもよりも高い傾向が確認された。これはクロス集計でも確認されていたことであるが，他の要因を統
制した後もそうした傾向が見られたということは，居住期間の長期化による日本社会への適応を示す可
能性が高い。一方，このようなプラスの効果はいずれの国籍でも，日本人の母を持つ子どもとの間に見
られる高校在学率の差のすべてを相殺するものではない。こうしたことから，日本国内での居住期間が
長い子どもたちの間でも，依然として日本人の母と持つ子どもとの間に高校在学率の差が見られること
が示されたといえよう。
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７．考察：移民第二世代の教育達成に⾒る階層的地位の世代間移動

以上の結果から本研究における探求課題に対して答えたい。まず，外国籍の母を持つ場合，その子ど
もの高校在学率は日本人の母を持つ場合よりも低くなることが確認された。日本国籍の父を持つ場合，
そういったネガティブな差は若干，緩和されるが，その全てを打ち消すほどではない。また，外国籍の
母を持つ場合でも，個々の属性間の高校在学率の差は母-国籍によって異なるが，それはおおむね国籍
ごとの編入様式を反映したものといえる（探求課題１）。しかしながら，母の学歴，ジェンダー，きょ
うだい数，母子世帯であるといった，一般的に子どもの高校在学率に影響を与えると考えられた属性に
関しては，母が日本人である場合に比較して，基準カテゴリーとの高校在学率の差は小さい傾向が見ら
れた。例えば，母の学歴間に見られる高校在学率の差は，外国籍の母を持つ場合の方が小さい傾向が見
られた。つまり，これは母の学歴が高くても低くても，その子どもの高校在学率はあまり異ならないこ
とを意味する。また，きょうだい数が多くても，外国籍の母を持つ場合，高校在学率は低下しにくい傾
向が見られたし，母子世帯であっても日本人の母を持つ場合ほど，その高校在学率は低下しなかった（探

表６　高校在学率に関するプロビット推定による推定結果

従属変数：高校在学率 推定結果 母国籍*父日本人
母・学歴（Ref.=高卒） 　母-中国*父日本人 0.02
　小中学校 -0.67 *** 　母-フィリピン*父日本人 0.39 ***
　短大／高専 0.22 *** 　母-ブラジル*父日本人 0.64 ***
　大学／大学院 0.26 ***

母国籍*きょうだい数
きょうだい数（人） -0.08 *** 　母-中国*きょうだい数 0.10 **
女性 0.05 *** 　母-フィリピン*きょうだい数 0.04
母子世帯 -0.23 ** 　母-ブラジル*きょうだい数 0.07 *

母国籍（Ref.=日本） 母国籍*母子世帯
　母-中国 -1.33 *** 　母-中国*母子世帯 0.15
　母-フィリピン -1.75 *** 　母-フィリピン*母子世帯 0.43 ***
　母-ブラジル -1.55 *** 　母-ブラジル*母子世帯 - -

母国籍*母学歴 母国籍*女性
　母-中国*小中学校 0.20 *** 　母-中国*女性 0.03
　母-中国*短大／高専 -0.17 * 　母-フィリピン*女性 0.04
　母-中国*大学／大学院 -0.08 　母-ブラジル*女性 0.14 **

　母-フィリピン*小中学校 0.31 *** 母国籍*５年前居住地日本 
　母-フィリピン*短大／高専 -0.05 　母-中国*５年前居住地日本 0.84 ***
　母-フィリピン*大学／大学院 -0.15 ** 　母-フィリピン*５年前居住地日本 0.69 ***

　母-ブラジル*５年前居住地日本 0.46 ***
　母-ブラジル*小中学校 -0.02
　母-ブラジル*短大／高専 -0.41 *** 統制変数 省略
　母-ブラジル*大学／大学院 -0.17 標本サイズ 282,330
注１：* p≦0.05, ** p≦0.01, ***p≦0.001
注２：推定に当たっては欠測値を除いた。

出所：筆者推定
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求課題２-５）。最後に，子ども自身の日本での居住期間が長いほうが，その高校在学率は相対的に高
い傾向が見られ，少なくともマクロでは移民第二世代の下降同化（downward assimilation）が起きて
いないことが示されたといえよう。もちろん，その大きさは外国籍の母を持つことによる不利のすべて
を相殺するほどではない点には注意が必要である（探求課題６）。
こうしたことから，本研究の命題に対しては以下のように答えることができるだろう。すなわち，少

なくとも両親のいずれかに外国籍の親を持つ子どもの教育達成は，日本人を母に持つ場合と比較して平
均的に低くなる傾向が見られた。その程度は母の人的資本，家族形態，ジェンダーによって異なるもの
の，それらの要因による影響の大きさは，日本人を母に持つ場合よりもむしろ小さい傾向が見られる。
これは移民第二世代の教育達成の低さは外国籍の親を持つこと，つまり移民第二世代であることそのも
のに起因する部分が大きく，親の学歴に代表される階層的地位の影響を相対的に受けにくいことを意味
する。これは移民のもともとの階層的地位の低さが世代を超えて拡大再生産されるという分節化された
同化理論が想定するメカニズムとは異なるものであり，日本において同理論が妥当しないことを意味す
るものである。
確かに，日本の学校をフィールドとした先行研究において，個々の生徒の適応過程において，不協和

型文化変容とでもいうべき，分節化された同化理論が示すものとよく似た現象が観察されたことは事実
である。しかしながら，本研究の結果に基づくならば，それは主に学校内部での現象にとどまり，学校
外の社会における階層的地位の再生産につながるメカニズムとの結びつきは弱いと考えるのが妥当と考
えられる。こうした結論は分節化された同化理論を欧州に応用する際に，欧州社会には米国のような大
きな階層的格差が存在しないことを指摘したVermeulen（2010）と同様の現象であると捉えならば，
納得がいくものである。
もちろん，なぜ日本において移民第二世代の教育達成と親の階層的地位との関連が弱いのかというこ

とについては，より詳細な考察を要するものであることはいうまでもない（19）。例えばこれは日本にお
ける移民第一世代が子どもの教育に対してより強い意欲（Aspiration）を持っており，それは特に学歴
が低い層や母子世帯で顕著であるためとも考えられる。これは移民研究において一般的に低学歴層や貧
困層でその能力面におけるPositive Selectionの存在が指摘されていることを鑑みれば，有力な解釈の
候補一つといえよう。一方，外国籍を持つ高学歴層の親では日本人の両親を持つ場合に比べてその人的
資本を効率的に社会経済的資源に変換することができないと考えられることから（e.g. 是川 2015），学
歴上昇の効果が低減すると考えられる（20）。その結果，低学歴層での相対的優位性と高学歴層での相対
的劣位性が相まって，親の階層的地位と移民第二世代の教育達成との関連が弱まると考えれば整合的で
ある。
しかしながら，本データのような大規模調査データから直接，そのように結論付けることは依然，時

期尚早といえよう。また，本稿で言及した先行研究においても，親の子どもの教育に対する態度につい
て調査を行っているものの，同じような属性を持つ日本人家庭との比較という形で分析したものは管見
の限り見当たらないことも同問題を解くことを難しくしている。もちろん，様々な先行研究によれば，
日本における移民第二世代に対する編入様式は決して好ましいものとはいえないはずであり，義務教育
段階での教育達成も含めた，意欲以外の様々な要素との関連も重要になってくるのはいうまでもない。
その一方で本研究の結果によれば，基準カテゴリーはもとより，最も好条件な場合を想定したとして

も，外国籍の母を持つ場合には，日本人を母に持つ場合と比較して子どもの高校在学率が低いというこ
とを忘れてはならない（表７）。これは日本語教育支援など外国にルーツを持つ子どもたちに対してよ
り一層のそして継続的な支援が必要であることを示すものであり，これは義務教育段階も含め，先行研
究が繰り返し訴えてきたことの正しさを改めて確認するものである。
最後に本研究はこれまで行われることの少なかった大規模調査データによる移民第二世代の教育達成

に関する定量的分析結果である点，その意義は大きいといえるものの，国勢調査データには含まれてい
ない重要な変数も多いといった限界を有することを指摘しておきたい。今後は移民の移住過程により特
化した調査を企画するなどして，より詳細なデータを基にここで明らかにされなかった論点について明
らかにしていきたい。また，本研究は高校在学率に焦点を絞った研究であるが，今後は大学進学等にも
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視野を広げる必要もある。

※本研究において利用されている国勢調査（総務省2003,04,12）を利用した集計，及び分析は統計法33
条１号に基づき，総務省統計局より調査票情報の提供を受けて行ったものを含む。なお本研究は
JSPS科研費 17H04785の助成を受けて行われた。

注

１　もちろん，厳密には外国生まれ日本育ちの移民第1.5世代など，より細かな分類も行われているが，
本研究では必要な場合以外は移民第二世代という呼称を用いる。

２　これとは別に，日本語指導を必要とする日本国籍の児童生徒数が9,612人いる。同カテゴリーに属
する児童生徒も2003年の2,886人から大幅に増加している（文部科学省2013, 17）。

３　例えば，米国において移民の子どもの教育達成についての研究が見られ始めたのは1990年代半ば
（Vermeulen 2003: 965）であり，これは1965年の移民法改正によって，非ヨーロッパ圏からの国際移
民が増加してからおおよそ30年後のことである。

４　高等専門学校（高専）を含む。
５　一方，移民第二世代の義務教育段階での不就学／未就学率が高いとする研究者もいる（e.g. 奴久妻
2014）。ただし，後述するように国勢調査の結果を見る限り，義務教育段階での移民第二世代の不就
学率は高くないとみることも可能である。

６　以上の点について以下で詳述する。第一に，直線的な同化の場合，米国では20世紀初頭の欧州から
の移民と同様のパターンであると理解される。しかし，当時よりもはるかにグローバリゼーションが
進んだ現在，仮に高い学歴や語学力を持った高度技能移民であっても，受け入れ社会への直線的な同
化を仮定するのは適当なのか，という問題意識がここで見られる。第２に，米国では大都市インナー
シティを中心に非常に過酷な貧困層が存在する。分節化された同化理論はこのアンダークラスへの移
民の子どもの同化が，下方移動（downward mobility）の主要因の一つであるとされる。ただし，こ
れは他の国では必ずしも見られないものであり，下方移動は常に可能性のレベルで論じられることと
なる。第３の論点は，第２の論点とも関連するが，分節化された同化理論では恒久的な貧困（permanent 
poverty）が，その帰結として見られるとする。しかし，これは移民受け入れの歴史が長い米国では
いざ知らず，それ以外の国においては経験的にも検証不可能な命題であるといえる（Vermeulen 
2010:1225-６）。

７　ほぼ同じ理由から，カナダでも同理論の応用可能性自体については否定的な結論が得られている（e.g. 
Boyd 2002）。ただ，それは現象面の応用可能性であり，分析枠組みとしての妥当性は肯定されている。

８　Chiswick and DebBurman（2005）に代表されるように，経済学の分野でも同様の研究が行われて
きている。その場合，人的資本論により焦点を当てた分析が行われる傾向にあり，分節化された同化
理論への言及は稀である。しかし，統制変数まで含めると，共通の変数に基づいた研究が多くみられ
るのも事実である。また，得られた結果についても，共通性が多いといえよう。

９　少なくとも両親のいずれかが外国籍である子の内，母日本-父外国籍である者は全体の14.8％である。

表７　日本人の母を持つ場合との高校在学率の差（プロビット係数）

母-国籍 係数の和 条件
中国 -0.29（-1.33） *** 母-小中学校卒，５年前居住地が日本
フィリピン -0.32（-1.75） *** 母-小中学校卒，母子世帯，５年前居住地が日本
ブラジル -0.33（-1.55） *** 母-小中学校卒，父日本人，５年前居住地が日本，女性

注1：* p≦0.05, ** p≦0.01, p≦0.001
注2：係数はプロビット推定値であり，多変量解析の結果から得られた係数を合計したもの．有意性については別途算出した。
注3：カッコ内は基準カテゴリー（母-国籍ダミーの係数（再掲））

出所：筆者推定
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こうした人たちについては，稿を改めて検討したい。
10　親の階層的地位や編入様式の影響があるということと，それがどの程度であれば分節化した同化理
論に該当するのかどうか厳密に定義した研究は実は少なく，少なからぬ混乱さえ見られる。Alba 
and Nee（2003:161-３）によれば古典的同化理論においてさえ，階層的地位の世代間移動はあくま
で各個人において相対的なものであり，その程度にばらつきがあること自体は分節化した同化理論の
正しさを証明するものではないとしている。

11　国勢調査における続き柄が「世帯主の子」，及び「世帯主の孫」である者に限定した。
12　そのため，クロス集計や多変量解析の際には抽出確率の逆数をウェートとして乗じることで用いて
いる。多変量解析の結果表にある標本サイズはウェートを乗じる前のものであるため，合計値はクロ
ス集計値とは一致しない点に注意。

13　日本の学齢は４月１日時点での年齢を基準に定められており（文部科学省　2014b），本分析にお
ける高校学齢期とは，４月１日時点で満15-17歳の者を指す。ただし，国勢調査データでは誕生月ま
でしか分からないため，４月１日生まれの者を２日生まれ以降の者と区別できないため，４月１日時
点で満15-18歳のものを対象とする。なお，国勢調査は10月１日時点での情報であるため，３月末時
点の月齢に６か月を足した値となる。

14　本研究のデータから実際に観察されるのは，横断面での在学率の差であるものの，モデルにおける
説明変数の多くは子どもの高校在学率に対しては先決変数といってよいものである。よって，統計的
因果推論における差異法（difference in difference）に近いものとなっている。特定の属性の「効果
の推測」という表現はこのような考え方に基づいたものである。

15　本分析では母-日本，父-外国籍という組み合わせの者はいないため，母が日本人の場合，父の国
籍は日本ないしは不詳（母子家庭の場合）となる。なお父母共に日本国籍のケースは本分析では基準
カテゴリーとなるため，父-日本国籍の主効果（母-日本国籍の場合の推定結果）は定数α項に含ま
れる。

16　同変数の主効果は母-日本国籍の場合に含まれる（定数項に含まれる）こととなる。つまり母-外
国籍と５年前の居住地の交互作用項が示すのは，母-外国籍である場合の５年前居住地の違いによる
高校在学率の違いである。

17　韓国・朝鮮籍の親を持つ子どもを除く。
18　もちろん学歴や家族形態による差の存在を否定するものではない。ただこうした差は日本人の母を
持つ場合でも見られるものであり，それと比較して大きな差があるわけではないとの意である。

19　なお，本研究の結果の妥当性を検証するため，2000年の国勢調査個票データを用いて，同様の分析
を行ったところ，本研究とほぼ同じ結果が得られた。また，2000年と2010年のデータをプールして本
研究で用いた多変量解析のモデルをもとに，この間の経年変化を検出するモデルを推定したところ，
全体として外国籍の母を持つ子どもの高校在学率は上昇する傾向が確認されたものの，各属性の影響
を測定した係数の大小関係自体にはほとんど変化が見られなかった。つまり，これは2010年とほぼ同
じ構造が既に2000年に既に見られたことを意味する。以上のことから，本研究で明らかにされたこと
は，一過性のものではなく，ある程度構造的なものとして存在していると考えられる。

20　親の学歴が子どもの教育達成に対して与える影響は，経済的資源のみならず，その高い認知能力に
よる受け入れ社会への適応能力など，複数の経路を経由したものであり，ここではその内，経済的資
源を通じたパスが弱いことを意味する。
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Educational Attainment and Intergenerational Class Mobility of the 
Second-Generation Immigrant in Japan: Analyzing High School 

Enrollment

Yu KOREKAWA
（National Institute of Population and Social Security Research）

〔Abstract〕

Educational attainment of second-generation immigrants is gaining attention in the 
migration studies in Japan with the rapid increase in the number of immigrants since the 
1990s. This issue has been studied intensively in other developed countries, wherein the 
importance of social integration has been underscored, so far, in terms of theoretical 
frameworks such as the segmented assimilation theory, which focuses not only on the 
practical disadvantages experienced by the second generation in a school but also on the 
socio-structural factors such as the parents’ social class and their mode of incorporation.
However, few studies have revealed the educational attainment of the second generation 

of several ethnic groups based on the nation-wide data in Japan. On the contrary, most 
studies have been clinical and small-sample surveys to assess the second generation’ s 
adaptation to the Japanese school system, not from the viewpoint of its relationship with the 
social structure, such as the social class of their parents, or their mode of incorporation, 
which are regarded as powerful determinants of the educational attainment of immigrant 
children according to the segmented assimilation theory.
The present study focuses on the high school enrollment rate of second-generation 

immigrants depending on the mothers’ nationality by using the micro-data of the Japanese 
population census. In particular, the study applies the segmented assimilation theory to 
reveal their intergenerational class mobility.
The results revealed that children of foreign mothers show a lower enrollment rate in 

high school than those whose mothers are of Japanese origin. However, their low enrollment 
rate is not due to their mother’ s low social class, but due to their immigrant status per se. 
To sum up, the segmented assimilation theory is not applicable to the Japanese experience, 
although the results also revealed that providing more multi-lingual information and more 
supplemental Japanese language classes are needed to minimize the disadvantages of having 
a foreign mother, because a longer duration of residency alone cannot compensate for the 
disadvantages.

Keywords:  second-generation immigrants, intergenerational class mobility, educational 
attainment, high school enrollment, census microdata 
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