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中3時自己評価成績の質問

• SSM 2015

• ブードンに始まる合理的選択モデルにおける一次効
果・二次効果（Boudon 1973=1983; Jackson 2013）

• 「中学3年時」というのが重要。高校入試の直前。日本
型のトラッキング（藤田 1980; LeTendre et al. 2003; 多
喜 2020）
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日本的文脈におけるトラッキング

• 公立中学校所属中学生は全体の9割強、その
98.8%が高校に進学（2020年度）。

• 高校進学で重要なのは、偏差値、すなわち相対
評価（全体の中での相対的な位置）。

• 高校入試というイベントの重要性を考えると、
自己評価の成績は、偏差値を想起させるのでは
ないか。

• しかも記憶に強く残り、時間がたっても回答に安定
性があるのでは。

• 高校名で偏差値はわかるので、それと比較する
ことが可能。
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分析手続き
• 高校偏差値も自己評価成績同様、5段階尺度へ

変換。各カテゴリーを20%ずつとする。
• 2012年と2019年の回答をクロス表分析

→回答の安定性をみる。

• 自己評価成績（2012, 2019年それぞれ）と高校
偏差値の回答をクロス表分析

→自己評価成績が偏差値の代理指標か？

• クロス表で回答不一致ケースの特徴は
• 高校偏差値（5段階）、自己評価成績それぞれ

を使って多変量解析。結果に頑健性があるか。
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モデルの選択
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回答の一貫性について

※ social distance model (Hout 1983: 27-31)より

• ズレに目立った傾向はない。
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上位 やや上位 真ん中 やや下位 下位

上位 75 15 3 2 1

やや上位 32 83 21 4 0

真ん中 2 27 54 21 2

やや下位 0 3 24 24 4

下位 0 1 0 4 10

N=412 γ=.845 r=.758 一致率59.7%  
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自己評価成績と偏差値の関係

• Uniform association modelか、GoodmanのRC Ⅱ（2019
年）が採択

• 偏差値は一種の入学基準。成績＞偏差値は理屈の上で
はあり得る（逆はほぼない）。それと矛盾しない。

• ズレと回答者の属性は関連なし（ステップワイズで、
性、社会的出自の変数、学校ランクなどの変数を考
慮）。ただし高ランク高校のみ成績＜偏差値。低ラン
ク高校では成績＞偏差値
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59～ 53～58 48～52.7 42～47.5 ～41.7

上位 63 21 4 6 2

やや上位 55 44 22 14 5

真ん中 13 21 20 34 18

やや下位 1 4 11 20 19

下位 1 2 2 4 6

N=412 γ=.643 r=.585  

進学高校偏差値
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一致率37.1%

59～ 53～58 48～52.7 42～47.5 ～41.7

上位 75 22 4 5 3

やや上位 40 46 23 13 7

真ん中 17 15 19 34 17

やや下位 1 6 9 21 18

下位 0 3 4 5 5

N=412 γ=.637 r=.579  

二

〇

一

九

年

調

査
一致率40.3%

進学高校偏差値



自己評価成績指標の頑健性の検証

• 大学進学の有無を従属変数とする二項ロジット。
• 説明変数として、性、母学歴、父学歴、父職、

世帯収入。これに「自己評価成績」もしくは
「高校偏差値5段階」を入れ、推定結果を比較。

• 試しに、5段階を連続量として入れたもの、ダミー
変数として入れたもの両方をみてみる。

• 参考までに、高校ランクを意識した項目（所属
している高校の大学進学者の割合を聞いた項
目）を入れた推定モデルとも比較してみる。
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 係数 S.E. 係数 S.E. 係数 S.E. 係数 S.E. 係数 S.E. 係数 S.E.

性（基準・女性）

 男性 .648 .176 *** .657 .174 *** .744 .193 *** .643 .177 *** .655 .175 *** .729 .193 ***

母学歴（基準・高校）

 専門学校 .380 .236 .257 .247 .379 .256 .393 .238 + .256 .245 .378 .255

 短大 .589 .206 ** .615 .209 ** .537 .217 * .600 .207 ** .617 .210 ** .553 .218 *

 大学 1.279 .357 *** 1.070 .356 ** .928 .369 * 1.284 .357 *** 1.058 .354 ** .949 .371 *

父学歴（基準・高校）

 専門学校 .203 .293 .260 .297 .031 .305 .193 .294 .253 .297 .033 .304

 短大 .415 .598 .498 .591 .934 .624 .491 .606 .505 .596 .880 .630

 大学 .405 .209 + .467 .209 * .128 .230 .409 .211 + .466 .211 * .112 .230

父職（基準・専門管理）

 事務 -.382 .263 -.284 .256 -.498 .280 + -.368 .264 -.285 .256 -.512 .281 +

 販売 -.259 .317 -.318 .311 -.353 .330 -.262 .318 -.330 .315 -.344 .331

 熟練 -.594 .303 + -.527 .307 + -.714 .318 * -.610 .305 * -.545 .306 + -.744 .320 *

 半・非熟練・農業 -.608 .308 * -.520 .299 + -.537 .325 + -.645 .312 * -.536 .301 + -.541 .324 +

 無職・いない・無回答 -.429 .325 -.320 .325 -.455 .343 -.436 .327 -.323 .328 -.487 .342

世帯収入（基準・～450万）

 450-600万 .317 .273 .337 .279 .259 .289 .309 .276 .335 .281 .260 .291

 600-850万 .730 .255 ** .658 .252 ** .755 .273 ** .727 .257 ** .672 .254 ** .748 .273 **

 850-1,100万 .768 .289 ** .889 .281 ** .722 .307 * .744 .291 * .891 .284 ** .701 .307 *

    1,100万～ .537 .401 .591 .403 .202 .417 .499 .405 .590 .408 .210 .422

成績・偏差値（連続量） .802 .081 *** .687 .099 *** .853 .080 ***

成績・進学率・偏差値（基準：下）

 やや下位 .516 .444 .589 .530 .939 .323 **

 真ん中 1.088 .424 * 1.034 .502 * 1.516 .340 ***

 やや上位 2.236 .421 *** 1.878 .502 *** 2.419 .337 ***

 上位 2.858 .443 *** 2.665 .527 *** 3.551 .398 ***

定数項 -3.288 .416 *** -3.023 .476 *** -3.121 .409 *** -2.148 .510 *** -2.138 .575 *** -2.213 .430 ***

注)  欠損値は多重代入法（m=50）により補充している． N=1,070

左側が成績・偏差値を連続量と見なしたもの，右側が質的変数と見なしダミー変数を入れたもの

   ***  p<.001,  ** p<.01,  * p<.05,  + p<.10

偏差値ランク・質2012成績・連続 2019成績・連続 偏差値ランク・連続 2012成績・質 2019成績・質



分析結果（１）

• 係数の符号が変わってしまうような大きな違い
は生じなかった。

• 性、母学歴、世帯収入については、（係数の大きさ
に多少の差はあるが）結果はほぼ同じ。結論は変わ
らない。

• 父学歴、父職については、有意になったり、ならな
かったり、ということはあるが、矛盾するような結
果はない。

• 参考までに入れてみた高校の進学率の5段階の
変数も、ほぼ結果は同じ。
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分析結果（２）

11

.000

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

.900

1.000

下位 やや下位 真ん中 やや上位 上位

大学進学の予測確率（質的変数モデル）

12年評価 19年評価

12年進学率評価 偏差値5段階

.000

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

.900

1.000

下位 やや下位 真ん中 やや上位 上位

大学進学の予測確率（連続変量モデル）

12年評価 19年評価

12年進学率評価 偏差値5段階



結論

• 中3時自己評価成績は、通った高校の偏差値の
代理指標と見なしても、大きな問題はない。

• ただし成績下位については、若干の注意が必要
かもしれない。

• 高校の大学進学率5段階は、別のものを測って
いる指標と見なすべき。
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