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1.　問題の所在

　本研究では，無業リスクに関する高校学歴間格
差，特に普通科と職業科の格差に着目してその格
差の趨勢を計量的アプローチによって検討する．
　日本における高校学歴間と地位達成との関連を
捉えた研究はトラッキングという概念を基礎に据
え発展してきた（稲田…1997;…中西ほか…1997;…荒牧…
2003 など）．日本のトラッキング研究の重要な論
点として，キャリア形成の過程において地位の低
い個人が，教育，労働市場システムなどの構造的
要因によってその地位に留まることを水路づけら
れてしまうという負の側面を強調してきたことが
挙げられる(1)．一方，海外ではトラッキング構造
による正の側面も少なからず指摘されており，ト

ラッキングは地位の低い個人がより低い地位へ
と陥るリスク，具体的には無業リスクを軽減さ
せるセーフティネットの機能を果たすことが理
論的に検討されてきた．日本の高卒労働市場で
は，「日本的高卒就職システム」（日本労働研究機
構…1998）に基づく就職斡旋システムが（少なく
とも高度経済成長期から1980年代終わりまでは）
合理的なジョブマッチングのしくみを生成したと
されている（苅谷…1991:…21）．こうしたメゾレベ
ルの制度的要因がセーフティネットとして機能す
るのであろうか．
　本研究では，高校を中等後教育学歴へのアクセ
ス機会の異なる普通科と職業科に分け，さらには
教育歴の違いを考慮することで，地位達成研究に
おける学歴の質的差異に着目した研究を行う(2)．
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加えて，この機能が（高卒）労働市場需給構造の
変化の中でどの程度安定的であるのか検証する．
特に 1990 年代以降，高卒無業者が漸増し高卒労
働市場の悪化や（耳塚…2001），労働力需要が大卒
者へと代替が進み学科間で進学率の差が拡大した
ことを踏まえ，初職入職年を 1995 年の前後に区
分した分析も試みる．

2.　先行研究と本研究の検討内容

　ここでは，高校普通科・職業科間（以下，普職
間）の地位達成研究と「日本的高卒就職システム」
の変容に関する先行研究について，主に教育社会
学の視点からレビューを行った後，今回の検討内
容を述べる．

2.1　普職間の地位達成研究
　まずは普職間の地位達成研究において普通科の
優位性を支持する研究についてみていく．これら
の研究では，高い職業的地位の獲得や上昇移動の
機会の高さを根拠として普通科の優位性が示され
てきた．中西ほか（1997）はベビーブーム前後に
おける普職間のトラッキング経路の変化を検討
し，職業科入学者の出身階層や中学時成績の低下
とホワイトカラーへの入職の困難さの高まりを根
拠として，普通科と職業科の序列化が一層強まっ
たことを示した(3)．また稲田（1997）は初職から
40 歳時職への上昇移動機会（専門・管理職への
移動）をみた時，近年では上昇移動比率が職業科
（具体的には商業科と工業科）よりも普通科で高
く，職業科の上昇移動機会が減少していることか
ら普通科の優位性を支持している．
　上記とは異なる視点，つまりより低い職業的地
位に陥るリスクが低いことを根拠として，職業科
の優位性を支持する研究も存在する．理論的には，
Arum…and…Shavit（1995）やShavit…and…Walter
（2000）で検討され，教育段階の早期のトラッキ
ングは，（特に地位達成において不利となりやす
い）低階層出身，あるいは学業成績不振の学生に
雇用の機会を創出し，無業や低賃金をはじめとす

るより低い社会的地位へ陥るリスクを軽減する
セーフティネットの機能を果たすと述べられてい
る．日本では粒来（1997）が 1996 年に都内の高
校 3年生に行った調査から，高校卒業後の進路未
定者が職業科よりも普通科で多いことを示してい
る．またSakaguchi（2018）は，高卒後入職時に
非正規雇用へと陥るリスクを検証した結果，その
リスクが普通科よりも職業科において低いことを
示している．

2.2　「日本的高卒就職システム」の変容
　次に「日本的高卒就職システム」の変容に関す
る先行研究をみていく．「日本的高卒就職システ
ム」とは，就職協定，一人一社主義，高校と企業
との実績関係などの高卒就職市場特有の制度を指
した言葉である．しかし高卒労働者の合理的な
ジョブマッチングとして機能していたこのシステ
ムが，1990 年代以降崩壊に向かっていることが
たびたび指摘され（本田…2005;…労働政策研究・研
修機構2008,…2018;…堀…2016），特に本田（2005）は，
高校と企業との実績関係に基づく就職が減少して
いることを示した．ただしこの主張に対して，幾
分か留保が必要であると別の研究が指摘している．
　まず，労働政策研究・研修機構（2018）は「日
本的高卒就職システム」の根幹をなしている高校
と企業との実績関係に基づく就職の指標として，
非単発採用企業率の変化を学科別にみている(4)．
その結果，確かに非単発採用企業率はどの学科に
おいても 1990 年代以降減少傾向にあるものの，
学科別にみれば 1980 年代も 1990 年代以降もその
割合は相対的に職業科で高いことが示された．こ
の結果をもって「日本的高卒就職システム」の崩
壊には高校学歴間の異質性が存在することを指摘
している．またBrinton（2008）も「日本的高卒
就職システム」の縮小傾向を認めつつも，依然と
してそれが高卒就職の主要な経路であることを示
し，さらにIshida（2011）は学校経由で就職した
者は卒業後に間断なく就職しやすく，これが
1990 年代以降においても機能していることを示
している．
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2.3　検討内容
　上記を踏まえながら高卒職業科のセーフティ
ネット機能効果の実証分析に関する検討内容を整
理する．まず本研究では，無業リスクを，初職入
職時に無業の間断を挟むか否かの「間断リスク」
と，初職開始後に無業になるか否かの「（初職後）
無業移行リスク」の 2タイプに分けてそれぞれ分
析を行う．また，最も重要な変数である学歴につ
いて，高校学科のみならず中等後教育への進学の
有無，すなわち教育歴も考慮する．
　まず無業リスクの分析に関しては，先行研究で
は間断リスクの検討が中心で（粒来…1997），一度
仕事に就いてからの無業移行リスクはこれまで検
討されてこなかった．加えて，教育歴を考慮した
分析もこれまで行われておらず，間断リスクを検
討した粒来（1997）も最終学歴のみの分析に留
まっている．しかし，無業リスクの区分と教育歴
の考慮は，高校職業科のセーフティネット機能が
人的資本論的な説明ではなく「日本的高卒就職シ
ステム」というメゾレベルの要因によって説明さ
れうるかを検討する上で重要である．Shavit…and…
Walter（2000）は，職業科トラックにおける職
業教育でスキルが形成されることで，労働市場の
キャリアの中での無業リスクを軽減するという人
的資本論に根差す理論的な説明を行っている．こ
の理論が示すように，職業教育を受けたことそれ
自体が無業リスクを軽減するのであれば，中等後
教育進学によって普職間の相対的な無業リスクの
違いは変化しないことが考えられる．また，職業
教育により形成されたスキルが効果を持つという
人的資本論的な説明が成立するならば，間断リス
クだけでなく無業移行リスクも軽減しうるため，
普職間の格差は無業移行リスクにおいても効果を
持つことも考えられる．こうした理論的検証をよ
り精緻に行うことが可能な分析モデルを本研究で
提示する．
　また職業科の区分であるが，「日本的高卒就職
システム」は商業科がその典型であること，ある
いは商業科の就職を支えた事務職の減少や農業従
事者の減少など産業構造の変化が，各学科の無業

リスクに違いを生じさせるという先行研究の議論
を踏まえ（番場ほか編…2018），職業科を工業科・
商業科・農業科で分けて分析を行う．なお今回の
分析では，ケースとしてはわずかではあるが，「無
業」の中にそれに準じる地位として内職を含める．

3.　データ・変数・分析

　本研究では 1995 年，2005 年，2015 年社会階層
と社会移動全国調査（SSM調査）のうち男性に
ケースを絞ったデータを用いる．同調査は全国の
20 歳以上 69 歳以下の男女を対象に（2015 年は
79 歳までを対象としている）全国で行われた標
本調査である．調査の方法や質問内容は実施年ご
とに異なるが，データ内に世代内の地位情報が多
く含まれていることは共通している．本研究で
は，そのうち教育歴および従業上の地位の変遷の
情報を用いる．男性に絞るのは，女性は結婚出産
を機に退職するケースも多く，ここで論じる無業
経験が必ずしも労働市場からの疎外と対応付けら
れないためである．
　まず間断リスクについては，学卒後無業期間
（間断）がある確率を予測する 2項ロジスティッ
ク回帰分析によって検討する．間断の有無の判定
は，中卒者，高卒者に関しては標準卒業年齢（そ
れぞれ 15 歳，18 歳）から 1 年以内に職業につい
ている（16 歳，19 歳）ことで間断なしとし(5)，
中等後教育進学者はその修了年齢（直接質問され
ている）から 1年以内に就職したことで間断なし
とする．
　無業移行リスクは，初職開始後の無業移行に対
する離散時間ロジットモデルによって検討する．
このモデルでは学卒後少なくとも 1回は職業に就
いた者について，初職開始年齢をリスク開始と
し，50 歳を終了時点とする 1 年ごとの従業上の
地位を捉えるPerson-Year…Dataを作成する．そ
して各継続年での従業上の地位で何らかの職業に
就いていれば 0，「無業」となれば 1 とする変数
を作成し，1 が観察された時点でそのケースに関
する観測は打ち切りとする．また初職から観測時
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（調査時）まで無業を経験していない者，また
50 歳まで無業を経験していない者もその時点で
観測打ち切りとなる(6)．これらの情報を従属変数
とし，教育歴を独立変数とした分析が離散時間ロ
ジットモデルである．このモデルの主要な部分は
以下のように表される．

log（ pit―――1…-…pit ）=αt+β1s xs i+β2zi+β3szixs i+β4ci

　pitは個人iの就業継続時点tにおける無業への
移行確率を示す．独立変数のうちαtは初職に就
いてから何年目かを識別する変数であり，10 年
目までを基準とし，11〜 20年目，21〜 30年目，
31 〜 35 年目の値を示す変数とする．xsiは高校に
おける学科sを示すダミー変数であり，普通科（理
数科，英語科等のアカデミックトラックをすべて
含む）を基準とし，工業科，商業科，農業科（水
産学科を含む），および中卒を比較する．看護学
科，体育学科，総合学科等の進学者は分析に含ん
でいない．ziは中等後進学の有無を示すダミー変
数である．ここに交互作用zixsiを投入することに
よって，各学科より中等後教育へ進学することの
効果を抽出することができる．このモデルの中
の，高校学科の主効果β1sは各学科の高校を卒業
し，進学しなかった者の無業移行リスクを（普通
科との比較で）示し，中等後教育進学の主効果β2

は普通科から中等後教育を経た者の無業リスクを

非進学者との比較で示している．
　さらに，交互作用係数β3sは中等後教育進学者
の中で普通科以外の学科から進学した者の無業移
行リスクを普通科経由者との比較で示す．職業科
の主効果と，交互作用の係数を見ることによっ
て，職業科のセーフティネット機能が人的資本論
と日本的就職システムのいずれの立場で説明され
るかを検討する．図 1のように，普通科からの進
学と職業科からの進学でリスクの低減の程度が変
わらない（図 1 の職業科A〜C），または職業科
からの進学によって普通科からの進学よりもリス
クが低減される場合には，教育を受けたこと，ま
たはその内容が人的資本の蓄積に寄与しているた
めという人的資本論に根差した説明が妥当にな
る．一方，職業科の主効果が負であり，職業科か
らの進学によってリスクが十分に低減されない場
合（図 2）は，職業科の持つ意味が人的資本では
なく，職業科高校が持つ「日本的高卒就職システ
ム」による説明が妥当であると考えられる．
　ciは初職入職年を示す変数である．初職入職年
を高卒労働市場の悪化が指摘されてきた 1995 年
以前か以後かで 2 分し，1995 年以降入職を 1 と
するダミー変数を用いる．最後に，学科の効果を
個人の能力の効果と識別するため，中3時成績（5
件法で自己評価が高いほど大きい値をとる）を統
制変数として用いる．
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4.　結果

4.1　間断リスクに対する学科・教育歴の効果
　まずは間断リスクに関する分析をみていく．多
変量解析に先立ち，学科と間断リスクとの関係を
記述的に確認する．図 3は，高校の学科別，さら
には中等後教育に至るまでの教育歴ごとに分け労
働市場への移行時に間断があった者の比率を示し
たものである．中等後教育への進学の有無にかか
わらず，職業科に比べ普通科の間断リスクが高い
ことが分かる．また，高卒以下で学歴を終えた者
（薄いグラフ）とその後中等後教育へ進学した者
（濃いグラフ）とを比較すると，普通科では中等
後教育に進学することで間断の確率が減少してい
るものの，他の職業科はむしろ進学によって間断
の確率が上昇していることが分かる．学科によっ
て中等後教育の中でも専門学校・短大・4 年制大
学など進学する機関の違いはあるにせよ，少なく
とも職業科トラックにおいては，「タテ」の学歴
が想定するように教育年数と職業的地位との一様
な関連構造がみられなかった．
　次は統制変数を投入した上で，間断があること
を 1とする 2項ロジスティック回帰分析の結果を
みていく（表 2 のモデル 1）．まず高校学科の係
数群をみていくと，工業，商業，農業の 3つすべ
ての職業科の間断のない移行を示す確率が普通科
に比べて負に有意である．つまり高卒以下で学歴

を終えた者（中等後教育非進学者）においては，
職業科が普通科よりも間断リスクが小さいことを
示す．さらに，中卒の係数は有意ではなく，普通
科と中卒が同等に職業科に比べて間断リスクが高
いことが示された．
　続いて中等後教育に関する係数をみる．大学と
短大専門の主効果は，普通科からそれぞれの機関
に進学した場合の間断のない移行を示す確率の変
化と読み取れ，ともに負に有意の効果を示してい
る．特に短大専門の係数の値は大きく，普通科か
ら中等後教育への進学が間断リスクを減少させる
機能を持つことが示唆される．次に，職業科から
の進学については，サンプルサイズの都合から大
学と短大専門をまとめ，中等後教育機関に進学し
たか否かの交互作用項を投入している．これらの
交互作用による間断リスクの変動をまとめると図
4 のようになる．これをみると普通科に対する職
業科の有利は進学することで消失し，特に農業科
からの進学は普通科から進学したケースよりも顕
著に不利になっていることが分かる．
　これらの関係が世代を通じて共通であるかを確
かめるために，これら教育歴に関する変数と 95
年以降ダミーの交互作用項も投入したところ，モ
デルは有意に改善せず，それぞれの係数も総じて
有意にはならなかった（結果図表は省略）．しか
しながら 95 年以降入職ダミーの主効果は正に有
意であることを鑑みると，労働市場全体での間断
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図 3　教育歴別の入職時間断のあった者の割合

高卒以下：χ2 (4)…=…47.328,…p…<….01　中等後進学者：χ2 (3)…=…3.343,…p…>….10
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リスクは高まっているものの，職業科または教育
歴の相対的な間断リスクは世代間で大きく変化し
ておらず，高卒労働市場の職業科優位の状態は大
きく変化していないことが分かる．

4.2　無業移行リスクに対する学科・教育歴の効果
　続いて，初職開始後の無業移行リスクの教育歴
による差をみていく．表 1は無業への移行リスク
の生存率を示している．これは初職開始からの各
経過時点（経過年）において，無業を一度も経験
していないケースの割合となっている．まず，高
卒以下の学歴をみると普通科と工業科の生存率が
やや低く，すなわち両学科の無業移行リスクが高
くなっている．特に普通科は中卒よりも低く無業
移行リスクが高くなっている．しかし，中等後教
育に進学した者の生存率を高校時の学科別にみて
みると，普通科は（10 年目までを除いて）高卒
で学歴を終えた場合に比べて生存率が上昇してお
り，進学が無業移行リスクを軽減していることが
分かる．一方，職業科の中等後教育以上進学者の
生存率をみると，時点による多少の違いはあるも
のの概して進学により無業移行リスクが増大して
いることが分かる．
　次に，初職に就いた者を対象に無業移行を従属
変数とする離散時間ロジットを行ったのが表 2の
モデル 2，モデル 3 である．モデル 2 をみると，

農業科の係数が負に有意であるものの，間断リ
スクの分析と異なり総じて普職間の違いは小さ
いことが分かる(7)．また，間断リスクと同様に教
育歴による無業移行リスクの変動を図 5で確認す
る．これをみると，無業に陥るリスクは学科・
教育歴によって大きく規定されているとはいえな
い．つまり無業リスクの普職間の差は，初期時の
間断には現れやすいものの，一度職業に就いた後
にはその効果は限定的であることを示唆する結果
である(8)．
　間断リスクと同様に，教育歴の効果が世代に
よって異なるのかを検討するため，世代との交互
作用項を投入したモデルをみてみる．モデル 3が
その結果で，世代との交互作用項を含まないモデ
ル 2から適合度は改善しないものの，いくつかの
係数に特徴的な変化が生じていたため，確認して
おく．モデル 3 の右列は，各教育歴と 1995 年以
降入職ダミーとの交互作用項の係数であり，左列
の主効果と比較したときの 95 年以降の各係数の
増分を示している．これをみると，モデル 2と比
べて中卒の係数に大きな変化がある．95 年入職
以前の世代では，（高卒の）普通科に比べて中卒
が有意に無業になりにくいが，95 年以降の入職
は係数が有意に上昇しており，近年中卒労働者の
無業移行リスクが増大していることが示されてい
る（－0.284+1.047=0.763）．また，商業科から中

表 1　教育歴別の入職後無業移行に関する生存率

高卒以下 中等後教育

入職後
10 年目

20 年目 30 年目 35 年目
入職後
10 年目

20 年目 30 年目 35 年目

普通科 93.1% 89.9% 88.1% 85.4% 93.0% 91.1% 87.2% ――

工業科 93.9% 91.2% 88.4% 86.2% 91.1% 87.8% 82.7% ――

商業科 94.8% 93.3% 91.1% 89.2% 91.3% 90.3% 83.9% ――

農業科 96.4% 93.9% 93.2% 91.6% 93.5% 91.7% 91.7% ――

中卒 93.0% 90.5% 88.8% 86.4%

計 93.6% 91.1% 89.1% 86.8% 92.8% 90.9% 86.9% ――

log rank test: χ2= 15.97, df = 8, p<0.05
※ 50 歳までの無業移行イベントを分析しているため，中等後教育以上は 31 年目以降のイベントは観測されない．
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等後教育への進学は非進学の場合よりも無業移行
リスクを高めていたが，若い世代では無業移行リ
スクが減少傾向にある（係数は 10%有意である
ため，信頼性には注意を要する）(9)．

5.　考察

　本研究では無業リスク（間断リスクと無業移行
リスク）に関する普職間格差とその趨勢を検討し
てきた．分析の結果から，①初職入職時の間断リ

スクにおいては普通科に比して職業科の優位性が
みられるものの，一度職業に就いた後の無業移行
リスクに両者の違いはみられない，②工業科から
の進学など一部の職業科では，中等後教育への進
学はむしろ無業リスクを高める，③これらの構造
は，高卒無業者の増加した 1990 年代以降も状態
は大きく変化していない，という3点が分かった．
これらの結果を踏まえ，1990 年代以降における
無業リスクとしての職業科トラックのセーフティ
ネット機能を総評すると，学科によらず確かに高

表 2　間断リスク（モデル 1）と無業移行リスク（モデル 2, 3）に関する推定結果

モデル 1 モデル 2 モデル 3

B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.

定数 -2.239 (0.144) ** -4.392 (0.141) ** -4.393 (0.146) **

初職開始後

　〜 20 年 -0.943 (0.103) ** -0.942 (0.103) **

　〜 30 年 -0.748 (0.117) ** -0.746 (0.117) **

　〜 35 年 -0.180 (0.205) -0.150 (0.206) 95 年以降入職

高校学科（ref.…普通科） との交互作用

　工業 -0.730 (0.142) ** -0.053 (0.123) -0.012 (0.134) -0.298 (0.354)

　商業 -0.627 (0.193) ** -0.267 (0.177) -0.305 (0.190) 0.372 (0.524)

　農業 -0.407 (0.202) * -0.572 (0.217) ** -0.574 (0.228) * 0.025 (0.769)

　中卒 0.195 (0.122) -0.228 (0.126) † -0.284 (0.134) * 1.047 (0.396) **

最終学歴（ref.…高校）

　大学 -0.302 (0.111) ** 0.045 (0.118) 0.019 (0.135) 0.053 (0.261)

　短大専門 -1.273 (0.234) ** 0.052 (0.174) 0.120 (0.221) -0.056 (0.363)

工業×中等後 0.682 (0.299) * 0.191 (0.250) 0.312 (0.292) -0.189 (0.591)

商業×中等後 0.661 (0.372) † 0.272 (0.333) 0.618 (0.361) † -1.667 (0.947) †

農業×中等後 0.866 (0.469) † 0.160 (0.508) 0.190 (0.572) -0.324 (1.375)

中 3 時成績 0.087 (0.039) * -0.234 (0.039) ** -0.235 (0.039) **

95 年以降入職 0.858 (0.091) ** 0.882 (0.102) ** 0.892 (0.210) **

N…of…Spells 163149 163149

N…of…Cases 7080 7080 7080

N…of…Events 726 …726

LL -2449.827 -4437.135 -4429.874

**…:…p<.01,…*…:…p<.05,…†:…p<.10 モデル 1はロジスティック回帰分析，モデル 2,…3 は離散時間ロジットモデルの推定結果
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卒労働市場全体の無業リスクが高まっているもの
の，その相対リスクは職業科において低く，かつ
間断リスクにおいてのみその効果はみられるとい
える．この間断リスクと無業移行リスクとで効果
の違いがみられたことは理論的に重要な示唆を与
える．すなわち先行研究でも示したShavit…and…
Walter（2000）が主張するような，職業科トラッ
クは特定の職業に根差したスキル，すなわち人的
資本を形成できるがゆえに無業リスクが軽減され
るといった説明は日本の文脈においては妥当では
ない．それよりも，職業教育トラックは進学準備
教育の性格の強い普通科教育よりも労働市場への
リンケージが強く，それが「日本的高卒就職シス
テム」というメゾレベルの制度的要因として学生
を過去から現在まで水路づけてきたという説明が
妥当であるといえる．
　上記に対し，「日本的高卒就職システム」によ
る職業科トラックの学生の間断リスクが軽減する
といっても，それは彼らの職業スキルが労働市場
への移行の際に評価されているためである，と
いった人的資本論的立場からの反駁もありうる．
もちろん，何かしらの（訓練可能性も含めた）能
力が採用の際の評価基準になることは十分考えら
れる．しかし，今回の分析でもう一つ重要な示唆
を与えるのが，教育歴による効果の異質性であ
る．すなわち普通科は中等後教育への進学により
無業リスクを軽減するが，職業科は進学によって

無業リスクが軽減しないことが，人的資本論的な
説明の前提とする教育年数と地位達成との正の関
連構造に適合しない結果となっている．そのた
め，人的資本の多寡をもって無業リスクが十分に
説明できているとはいえないのである．
　また，進学によって人的資本が減耗するために
間断リスクが増大するという説明の可能性も残る
がそうした説明には無理がある．その理由はたと
え中等後教育の中で下位に分類されうる専門学校
への進学であっても，何かしらスキルや資格を身
に付けるはずだからである．こうした点を鑑みて
も，職業科トラックで，かつ非進学者の無業リス
クの低さは，「日本的高卒就職システム」に水路
づけられているがゆえに労働市場への合理的マッ
チングを果たすという制度的要因に帰する結果で
あるといえる(10)．
　また，本研究ではセーフティネット機能として
の無業リスクについて検討しているため，上昇移
動の機会や地位の高い仕事への就業機会をみた場
合，あるいは非正規雇用への転落や貧困のリスク
などをみた場合，今回と異なるメカニズムが作用
している可能性があることには注意されたい．中
でも教育歴とセーフティネット機能とを結びつけ
た研究枠組みの構築は今後の大きな課題といえ
る．なぜなら高学歴化による高卒者の相対的な学
歴の低下，雇用の不安定化による無業リスクの増
加により，高卒者がより低い地位へと転落する可
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能性が高まることが危惧されるためである．しか
し，地位達成研究の中心は高い地位の獲得や上昇
移動機会の研究である．そのため，教育歴のセー
フティネット機能に着目する場合にも上昇移動機
会の理論をそのまま適用する場面が多く，本研究
のような視点の研究は理論的にも方法論的にも発
展可能性と課題が残されている．また，今回の分
析対象は男性に限定しているため，初職後の無業
移行が多くみられる女性においても同様の説明が
可能であるのか，ジェンダーの視点も今後考慮す
べき課題となる．
　最後に方法論的な側面から今後の展望について
整理する．特に教育社会学的な問題関心から議論
する場合，教育年数による「タテ」の学歴に偏重
するのではなく，学科や教育歴の違いなどの質的
差異に着目した理論・実証モデルを構築していく
ことの重要性が示唆される（荒牧…2003）．本研究
では高校学科と中等後教育学歴との組み合わせで
教育歴による異質性を検討したが，特に中等後教
育の中でも，専門学校，短大，4 年制大学の間に
は当然違いがあり，さらには義務教育段階におい
てもトラック分化がみられる(11)．本研究では，教
育のアウトカムとして無業リスクに着目したもの
の，職業科の入学者がどこからやってきてどこに
進学するのか，といった教育内トラックの特徴に
関して未解明の部分が多いため，本研究の議論を
深める上でも重要な研究課題であるといえる．

付記

　本研究の分析に当たり 2015 年SSMデータ管理委員会

より 2015 年（2017 年 2 月 27 日配布v070 バージョン），

2005 年，および 1995 年 SSMデータの利用許可を得

た．本研究はJSPS科研費特別推進研究事業（課題番号

25000001）に伴う成果の一部である．

注

(1)　藤田（1980:…118）は，「たとえば複線型学校システムの

ように法制的に生徒の進路を限定するということはない

にしても，実質的にはどのコース（学校）に入るかによっ

てその後の進路選択の機会と範囲が限定されていること」

をトラッキングと定義している．これはアメリカの教育

システムにおけるトラッキング構造を論じたRosenbaum

（1976）を拡張したものだが，藤田（1980）は（学校内

ではなく）学校間の選抜・コース分化を問題とし，さら

には教育システム内に限定せず，その後の労働市場へと

連なるトラッキング構造へと議論を拡張している．本研

究におけるトラッキングは，この藤田の定義に従う．

(2)　たとえ中卒，高卒，大卒のように量的変数ではなくカ

テゴリーとして用いたとしても，同じ教育年数の者は同

じカテゴリーにまとめられる点，また大卒の場合，高卒

までの学歴情報は捨象され上位学歴の「大卒」としてカ

テゴライズした分析モデルは，暗黙のうちに学歴の序列

化を行っている点を問題として提起している．

(3)　1965 年までに高校へ入学した新制学歴者をベビー

ブーム以前世代，1966 年〜 1980 年に高校へ入学した者

をベビーブーム以後世代とした．

(4)　観察期間中に「1 回限りの採用ではなく，複数回採用

のあった企業の割合」を「非単発採用企業」と定義し，

1997 年，2007 年，2017 年の計 3 回の調査結果を比較し

ている．

(5)　本データには月齢情報がないため，例えば 18 歳で高

校を卒業し，19歳で就職したと回答しているケースは，

卒業後すぐに就職をしたのか無業期間があったのかを厳

密に判別することができない．ここではこれらのケース

を「間断なし」と判断している．また，卒業後に一度も

働いたことがないケースに関しては，働く意思があるの

に働けないのか，それとも働く意思がないのかを区別で

きないため，これも分析には含まない．同様に間断リス

クを検討した粒来（1997）は学校基本調査の卒業生の進

路の情報を利用し，無業の中には浪人・専修学校進学者

も含んだ分析を行っており，本研究ではその可能性を極

力除去した操作化を行っている．

(6)　定年による退職者やそれに準じるケースを避けるた

めである．また，無業への移行は家族の事情や条件の良

い就職への一時的な離職など，必ずしも労働市場からの

疎外とみなせないケースもある．本研究では，どのよう

な事情にせよ就業継続が困難であるということをもっ

て，これら「自発的」と思われる無業への移行もすべて
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イベントに含んでいる．非自発的無業に関しても，厳密

に職業科によるレリバンス機能を検討するためには，職

場の倒産など本人に帰せない理由や，体調の問題など本

人の人的資本との直接関連が示せない理由の扱い方を考

えていく必要がある．これらを考慮した分析は今後の課

題である．

(7)　農業科の職業キャリアの補足分析を行ってみたとこ

ろ（結果非掲載），キャリアのある時点で農業に移行す

るケースが多く，労働市場からの疎外に対するセーフ

ティネットを持っていることが予想される．

(8)　商業科から中等後教育へと進学した場合も非進学の

場合と比べて初職入職後の無業リスクが高まることが確

認されており，進学が必ずしも無業リスク軽減に有効な

選択ではないことを示している．

(9)　出身階層が無業リスクに影響する可能性を考慮し，表

2 で示したモデルに父親学歴を投入した分析も実行した

が，教育歴の係数の大きさにほとんど変化はみられな

かった．今回，サンプルサイズの都合もあり，出身階層

変数を除去したモデルを示している．

(10)　本研究は教育レベルで形成される人的資本の（無業

リスクに対する）無益さを主張するわけではなくその価

値はあくまで制度的要因を考慮した上で議論すべきであ

ると喚起している．

(11)　本研究の関心は職業科トラックの無業リスク軽減効

果が中等後教育への進学によって変動しうるか検討する

ことを問題関心としたため，サンプルサイズの都合もあ

り，中等後教育というカテゴリーでまとめている．
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Trends in Risk of Exclusion from Labor Market Does the Vocational Track Perform as the 
Safety-net?

 IKEDA Takehiro
 HAMAMOTO Shinichi

　The…purpose…of…this…paper…is…to…identify…the…role…of…vocational…high…school…on…occupational…career…in…
Japan.……We…examined…the…difference…of…career…tracks…between…academic…course…and…vocational…course…
by…using…data…of…1995,…2005,…and…2015…SSM.……The…results…show…that…(1)…the…risk…of…being…unemployed…
does…not…differ…from…types…of…high…schools…whereas…vocational…tracks…help…people…get…a…job…on…school-
to-work…transition,… (2)… the…risk…will…be… increased…by…receiving…post-secondary…education…after…
vocational…high-school…as…is…the…case…with…industrial…department,…and…(3)…the…distinction…of…unemployed…
risk…between…two…tracks…has…not…changed…much…through…economic…depressions…in…Japan…after…1990s.……
These…results…suggest…that…vocational…high…school…continues…to…work…as…safety-net… in… labor…market.…
Therefore,…we…have…to…consider…not…only…“years…of…being…educated”…but…also…qualitative…differences…in…
high…school…education.…

Keywords: vocational…high…school,…job…placement…system…as…high…school…students,…safety-net


