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１．分析の目的
　本稿の目的は、第 1 に、親が子どもに対して支出する学校外教育費が、子どもの学力
に与える効果を実証的に明らかにすることにある。第 2 に、本稿では経済不況が小学生
と中学生の子どもへの教育費支出にどのような影響を与えているのか、そして不況によ
る教育費削減を行った家庭では、そうでない家庭と比べて子どもの学業成績はどのよう

要　約
　本研究は、学校外教育費支出が小学生と中学生の学力に与える効果を、日本の母親に対する全
国調査データ 9270 サンプルを用いて、共分散構造分析により検討した。分析モデルでは、学校
外教育費を塾などの教室学習活動と家庭学習活動の２つに分けた。また新しい変数として「経済
不況により教育費を減らした程度」を投入し、教育費を多く削減した家庭では、子どもの学力は
低下するかどうかを検討した。さらに親の教育期待（進学期待）や親の社会経済的地位変数、母
親年齢や子ども数（きょうだい数）をモデルに投入し、学力の規定要因を子どもの学校段階と性
別ごとに検討した。
　主な知見は、以下のとおりである。（1）不況により教育費を減らした家庭では、他の変数を統
制しても、子どもの成績は有意に低い。つまり同じ世帯収入であっても、不況により教育費を削
減した家庭の子どもの成績が有意に低い。そして世帯収入の低い家庭で、教育費を減らした割合
が多くなっていた。すなわち低所得階層の家庭で、経済的な要因から学力不振に陥る子どもが多
いことがわかった。 （2）しかし教室学習活動費は子どもの学力に直接効果をほとんど示さなか
った。（3）家庭学習活動費も学力には効果をもたない。（4）親の学歴は、親の教育期待を媒介に
して、子どもの学力を強く規定する。（5）親の教育期待が高いと、不況で教育費を削減したと回
答する率が低くなる。（6）世帯収入は、教室学習活動費を規定する。（7）小学校低学年生徒で
は、親の学歴と教育期待は強く関連するが、親の教育期待と子の成績の関連はない。（8）小学校
高学年生徒では、親の教育期待と親の学歴、不況による教育費削減が学力を規定する。（9）中学
生では、親の学歴の直接効果は消え、親の教育期待が学力を規定する構造に変化する。つまり子
の成長とともに、親の教育期待は子の学力にマッチしたものへと変化している。
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な状態にあるかについて検討する。第 3 に、親の教育期待を投入したモデルで、親の教
育期待と学校外教育費、子どもの成績の関連性が、子どもの成長とともにどのように変
化するかを検討する。
　分析に用いるデータは、ベネッセ教育総合研究所が実施した第 2 回「学校外教育活動
に関する調査」（2013 年 3 月実施）および第 1 回「学校外教育活動に関する調査」

（2009 年 3 月実施）である。調査方法はインターネットによるモニター調査である。主
に使用する第 2 回調査のデータの回答者は、全国の 3 歳～ 18 歳（高校生 3 年生）の第
１子をもつ母親 16480 名であるが、本稿では、小学生および中学生の子どもをもつ母親
を分析対象としている。小学生の母親サンプルは 6180 名、中学生の母親サンプルは
3090 名である。 
　第 2 回調査はアベノミクス開始以前に実施されている。日本の経済的な停滞や不安定
さは、第 1 回調査が実施された 2009 年から第 2 回調査の 2013 年 3 月にかけて深刻な状
況にあった。しかしこの間、子ども手当や高校授業料の無償化など、子どものいる家庭
への政府予算が組まれたことによって、子どもへの教育費支出や学校外教育に影響があ
った可能性もある。このような社会状況の中で、親たちの学校外教育投資の何が縮小さ
れ削られていったのだろうか。それとも教育投資傾向は変わらなかったのだろうか。
　なお、本稿では「学校外教育」を「正規の学校カリキュラム以外で、主体的に選択さ
れている学習活動」と定義して使用する。調査では、学校外学習活動をさらに「教室学
習活動」（定期的に通う塾や教室）と「家庭学習活動」（家庭で行われる学習活動や教
材、家庭教師含む）1）に分けて調べ、それぞれの費用支出の効果を分析した。近年では
多様な教材学習（PC ソフトやアプリも含む）が開発され普及していることから、学校
外教育について家庭学習活動を測定することの重要性が高まっている。
　ちなみに何らかの教室学習活動、家庭学習活動を行った経験者比率は下記の表１に示
すとおりで、4 年間で教室学習活動率に変化はないが、家庭学習活動率（絵本除く）は
低下傾向にあった。

表１　学習活動の活動率

上段　2009 年調査
下段　2013 年調査 全体 幼児 小学生 中学生 高校生 3）

教室学習活動率　　　2009
教室学習活動率　　　2013

42.2％
41.9％

19.3％
19.5％

50.8％
50.3％

57.7％
57.4％

39.0％
39.2％

家庭学習活動率（絵本等除く 2））2009 
家庭学習活動率（絵本等除く 2））2013 
家庭学習活動の活動率（全体）2013

64.5％
59.4％
68.3％

56.2％
50.7％
80.4％

68.2％
67.5％
70.9％

75.1％
66.5％
66.9％

53.8％
48.0％
48.4％

注 1）各活動として示した選択肢のうち、いずれか１つ以上を選択した比率（％）
注 2）2013 年調査では家庭学習活動について、「知育玩具」「絵本」「幼児向け雑誌」「学習雑誌」「知育・教育の

アプリ」を新設したが、「絵本除く」の場合はこれら新設項目を除外した比率。「全体」では絵本等を含む。
注 3）高校生データは 2009 年調査では高校 1 年と 2 年生に限定されているが、2013 年では 1 ～ 3 年生データで

ある。
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２．先行研究
　学校外教育と教育達成の関係に関連する先行研究を概観すると、用いられた変数の種
類や測定は多様であることがわかる。学校外教育を「塾・予備校」に限定するのか、

「家庭教師」まで含めるのか、また本稿のように教材学習なども含めた学校外学習活動
を網羅的に調べたものであるのか。さらに学校外教育「費用」を用いるのか、それとも
学校外教育「経験」の多寡を変数として用いるのかの違いである。ここでは変数の厳密
な違いを考慮せずに主な先行研究結果をまとめておく。
　学習塾など狭義の学校外教育と学力や進路との関連については、いくつかの先行研究
がある。盛山・野口（1984）の研究は、学校外教育投資が高校進学に及ぼす直接効果を
否定している。また教育費支出については、尾嶋（1997）の研究がある。
　片岡（2001）は 1995 年 SSM 全国調査データを用いて、教育達成に及ぼす家族戦略
として、①経済的障壁もしくは経済地位反映説、②文化的再生産（文化戦略）説、③学
校外教育投資効果説、④少子化戦略説を設定し、さらにきょうだい数や階層変数、地域
変数等を統制した上での効果について、共分散構造分析によって分析している。その結
果、学校外教育が学歴に及ぼす効果は男女や世代により異なることを明らかにした。す
なわち、35 歳以上（1995 年時点）で学校外教育経験率が 40％以下の普及率を示した世
代の男性でのみ学校外教育が学歴達成に効果をもつが、35 歳未満の若い世代では効果
をもたないことが示された。また同分析のなかで、中学 3 年次成績や進学高校への進路
に対しても、男女で学校外教育の効果は異なることを明らかにした。学校外教育は男性
の中 3 成績や進学高校進学に対しては効果をもつが、女性では幼少時文化資本、すなわ
ち家族の働きかけによる文化的経験（読書文化資本と芸術文化資本）の差が中 3 成績や
進路に効果をもち、男性ではそうではないということを明らかにし、学校外教育投資効
果と文化資本効果のジェンダー差を示した（片岡　2001）。
　同論文において片岡は、教育達成過程において学校外教育効果とは、「高学歴の親の
学歴再生産戦略」の１つであり、親の教育アスピレーション（教育期待）の反映物」で
あることを明らかにした。また高学歴家庭に特徴的な教育戦略として、幼少期に芸術文
化を体験させたり、本の読み聞かせをするといった文化的戦略がとられやすいこと、さ
らに美術品・骨董品、美術全集などの文化的財の保有という家庭環境的なもの、そして
塾・家庭教師・予備校のような学校外教育投資へと、親の子への教育的・文化的働きか
けが子どもの成長とともに外部化していくと結論づけた（片岡　2001）。すなわち学校
外教育投資が経済的要因によってのみ規定される現象ではなく、文化的な要因にも大き
く規定されることを示唆している。
　さらに 2005 年 SSM 調査データから、片瀬・平沢（2008）は学校外教育経験が学歴
達成に対する直接効果をもつと指摘している。他方で同じデータを用いた都村・西丸・
織田（2011）の分析は、若いコホートで学校外教育の効果を否定し、片岡（2001）の結
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果と同じ知見を得ている。中澤（2013）は東京大学社会科学研究所の「働き方とライフ
スタイルに関する全国調査」の 2008 年第２波データを使い、通塾経験が進学高校選択
に及ぼす効果を傾向性スコア・マッチングを用いて分析し、通塾の効果が男女で異なる
ことを指摘した。
　また都村（2008）は、1985 年 SSM 調査と 2005 年 SSM 調査データを用いて、学校外
教育の規定要因の変化を分析し、85 年から 2005 年への変化は、親の収入の規定力が強
まっていること、母親の学歴の効果が強いこと、親の教育意識による学校外教育費の拡
大傾向があることを指摘した。
　耳塚（2007）は JELS（Japan Education Longitudinal Study）を用いて、関東圏近郊
中都市では小学校４年生の算数学力に受験塾経験の効果があるというが、東北地方では
効果はなかった。
　本稿と同じベネッセの学校外教育調査 2013 を用いて、都村（2014）は高校授業料の
無償化により教育費を増やした家庭について検討した。また Matsuoka（2013）は日本
での高校１年生の通塾は、学校の社会経済的構成によって影響されることを示した。
　上記以外に、学校外教育費や学校外教育経験を規定する要因を探究する研究について
は、紙数の関係で紹介を省略する。
　なお、本研究の分析結果から先取りしていうならば、分析モデルに「親の教育期待」
変数（進学期待）が投入されているかどうかは、学校外教育費の効果を測定するうえ
で、その結論に違いを生むということを付け加えておきたい。

３．経済不況による社会変化
　経済不況は人々の生活を不安定にし、同時に子どもの教育費支出にも大きな影響を与
える。現在の経済不況や格差の拡大が、経済のグローバル化と新自由主義経済政策によ
ってもたらされた大きな社会変化であることは広く知られている。資本や人の流動化を
意味するグローバル化は国内経済を空洞化させ、結果的に労働の 2 極化を推し進めた。
人々の仕事は高学歴が担う知識集約型労働とそれ以外のロースキルのサービス労働へと
2 極化していった。前者は高い知識や技能を求められ、主に正社員やフリーランスによ
って担われる高収入の職業である。後者は熟練やスキルを必要としないサービス労働等
であり、パート労働や派遣社員によって担われることが多い。日本でも規制緩和による
自由化の波によって、正規雇用の多くが非正規雇用へと置き換えられていった。
　その結果、人生設計の不安定化とリスク化により、若者はよい学校をでれば将来は正
社員になり一生安心という、安定した将来像を描けなくなった。例えば山田昌弘

（2004）の著作は、その変化を知るうえで好著である。さらに長期にわたる経済不況は
「空白の 20 年」とも呼ばれ、雇用の減少と給与の低下をもたらした。
　「ゆとり」教育改革はグローバル化に対応するための「生きる力」の養成を目指した
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ものでもあったが、多くの親たちにとってはとらえどころのない生きる力よりも、高い
学力を身に付け競争時代に生き残ることのほうが、先行きの不透明な今の時代にはより
重要と考えたという経緯もある。そして子育て家庭にとって、1990 年代後半以降の大
きな変化は、世帯収入の減少という経済的な問題であった。

４．経済不況が学校外教育に与えた効果
4.1　世帯収入の変化
　家族の社会的背景をみておくと、調査サンプルの家族の世帯年収（税込）は 2009 年

（2008 年度分所得）から 2013 年（2012 年度分所得）へと減少傾向にあった（図１）。た
とえば、年収 400 万円未満の世帯は、2009 年調査では 14.8％だったが、2013 年調査で
は 19.3％と約 5％増加している。年収 600 万円未満でみると、46.3％から 51.7％となる。
400 万円未満の世帯年収が少し増加し、子どもを持つ世帯の経済状況が厳しくなってい
ることがわかる。

図１　世帯年収の変化

2009年

200万円未満 200～400万円未満 400～600万円未満 600～800万円未満

800～1000万円未満 1000万円以上 DK 答えたくない

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.5
31.5 22.1 12.4 7.9 3.9

7.5

2013年
1.6

17.7
32.4 19.4 9.4 6.1 5.4

8

図２「児童のいる世帯」および「全世帯」の 1世帯当たり平均所得金額の推移（万円）
（厚生労働省『国民生活基礎調査』各年度より作成）
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　厚生労働省の国民生活基礎調査報告では、図２に示すように、児童のいる世帯の平均
世帯所得は平成 8 年（1996 年）の 781.6 万円をピークに、平成 13 年（2001 年）の
727.2 万円、平成 21 年（2009 年）697.3 万円、平成 22 年（2010 年）の 658.1 万円、平
成 24 年（2012 年）の 673.2 万円となり、平成 21 年（2009）以降は年度による変化はあ
るものの、調査結果と同様に若干の低下傾向にあることがわかる。なお、平成 24 年 7
月の調査（福島県を除く）において「児童生徒のいる世帯」の生活意識は、5 段階で

「大変苦しい」31.3％、「苦しい」34.0％、「普通」31.6％、「ややゆとりがある」2.8％、「大
変ゆとりがある」0.2％であり、6 割以上の家庭で生活が苦しいと回答していた。

4.2　経済階層と教育費支出
　調査結果からは、2009 年（平成 21 年）から 2013 年（平成 25 年）の 4 年間で、平均
世帯収入は低下傾向にあった。それとともにスポーツ、芸術、家庭学習、教室学習に支
出する学校外教育投資支出額にも変化が生じ、家庭の教育費総支出（月額平均）は概算
で、2009 年の 16700 円から、2013 年の 15000 円へと減少した 2）。学習、スポーツ、芸
術文化、家庭学習の４つに分けて検討しても、どの活動の支出も減少していた（ベネッ
セ教育総合研究所 2013 年調査レポート 2014）。

　表２は、2013 年第 2 回調査結果で、世帯年収によって教育費支出が大きく異なるこ
とを示している。年収 400 万未満の世帯と年収 800 万以上の世帯の学校外学習費合計の
格差は、小学生で約 3.4 倍、中学生で 2.1 倍となっている。また教室学習活動費の世帯
年収格差は、小学生で 4.2 倍、中学生で 2.4 倍で、世帯年収に現れた経済的地位は、子
どもへの学校外教育費支出に大きな差をもたらしている。

4.3　経済不況による教育費支出の削減
　2009 年からの 4 年間に生じた教育費に関わる政策的変化は、第 1 に、子ども手当が

表２　1か月あたりの学校外教育活動費用（2013）

全 体
（幼児～
高校生）

小学生
全　体

中学生
全　体

小学生
年収
400 万
未満

小学生
年収
400～800万
未満

小学生
年収
800 万
以上

中学生
年収
400 万
未満

中学生
年収
400～800万
未満

中学生
年収
800 万
以上

学校外学
習費合計 10,172 9,398 17,490 5,455 8,432 18,573 10,787 17,543 22,238
教室学習
活動費 7,244 6,503 13,095 3,368 5,607 14,110 7,237 13,105 17,076
家庭学習
活動費 2,928 2,895 4,395 2,087 2,825 4,463 3,550 4,438 5,162

単位：円　　　（「学校外教育活動に関する調査 2013」より筆者作成）
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2010 年から 2 年間、一律に子どもをもつ世帯に支給されたこと、第 2 に、高校の授業
料無償化も 2010 年から実施されているということである。このような政策的配慮があ
ったにもかかわらず、家庭の教育費支出の減少が生じている。その後、子ども手当は児
童福祉手当に戻っているものの、これらの支給によって学校外教育費支出を増やした家
庭も存在する（都村 2014）。
　2013 年の第 2 回調査では、「子ども手当などの支給で教育費を増やした」に「とても
そう」と回答した母親が全体の 3.4％、「まあそう」が 14.2％であるので、約 18％の家
庭で教育費支出が増加したとみてよいだろう。
　しかし他方、「不況で教育費を減らした」という問に「とてもそう」と回答した母親
は全体の 7.3％、「まあそう」が 19.9％あり、合計すると全体の 27.2％の家庭で、不況か
ら教育費を減らしている。全体としてみると、子ども手当で教育費を増やした家庭があ
るものの、子ども手当をもらっていても経済不況の影響で教育費を減らした家庭のほう
がより多いといえよう。そして「不況で教育費を減らした」かどうかは、世帯年収によ
って大きな差があることが明らかになった（図３）。
　図３によれば、年収 400 万円未満の家庭の 13.2％が「とてもそう」と回答し、「まあ
そう」の 27.7％を合計すると、約 4 割の世帯が教育費支出を減らしている。年収が高く
なるほど、不況を理由に教育費支出を減らす家庭の割合は低下する。教育費支出が家庭
の経済状況とリンクするのは十分予想できることであるが、やはり所得の低い家庭の子
どもに対し、経済不況の影響は大きなものであると言わざるをえない。

５．教育費支出の削減と子どもの成績
5.1　不況による教育費の削減と成績の関連性
　不況で教育費を減らした家庭の子どもと、減らさなかった家庭の子どもでは、学校の
成績に差は生じているのだろうか。学校段階別に集計した結果が、図４である。子ども
がいずれの学校段階であっても、「不況により教育費を減らした」と回答した家庭の子

図３　世帯年収別にみた「不況で教育費を減らした」家庭の割合（％）

400万未満

400～600万未満

600～800万未満

800万以上

まったくそうではないとてもそう まあそう あまりそうではない

13.2 27.7 46 13.1

7.9 21.9 53.4 16.8

4.2 15.3 57.9 22.6

10 54.7
2.9

32.4



― 100―

駒澤大学文学部研究紀要第 73 号（2015）

どものほうが、成績分布は低いほうに偏っていることがわかる。なお、すべての年齢段
階でクロス集計のカイ二乗検定は５％水準で有意であった。
　とくに中学生では、「不況により教育費を減らした」と回答したグループで、学校成
績が「上のほう」であるのは 17.9％で、「減らしていない」グループより 26.1％よりも
8.2％少ない。「真ん中より下」と「下のほう」を合計した値は、中学生で「減らした」
家庭の 28.9％に対し、「減らしていない」家庭では 21.0％であった。小学生や高校生で
も同様であるが、とくに小学生では「減らした」家庭の子どもに成績上位者が少なくな
っていることがわかる。

図４　不況による教育費の削減と子どもの成績

小
学
生

減らしていない

減らした

中
学
生

減らしていない

減らした

高
校
生

減らしていない

減らした

23.9％ 36.2％ 30.9％ 6.5％

16.4％ 31.6％ 36.4％ 11.3％

26.1％ 27.9％ 25.0％ 11.8％ 9.2％

17.9％ 31.0％ 22.2％ 14.7％ 14.2％

25.0％ 24.9％ 28.0％ 12.2％ 9.9％

18.8％ 27.7.％ 29.9％ 13.2％ 10.3％

2.6％

4.2％

真ん中より下上のほう 真ん中より上 真ん中くらい 下のほう

　教育費を減らしたから成績が低いのか、それとも成績が芳しくないから教育費を減ら
すことになったのか、その因果関係については 7 節で検討する。まずは成績と教育費削
減の間には相関関係があるといえる。
　以上のことから、経済不況が家庭の経済状態に影響を与えることによって子どもの教
育費支出に影響がでて、結果的に子どもの学力の低下に影響している可能性が高い。少
なくとも世帯収入の低い家庭において、経済不況が大きな影響を与えることを意味して
いる。

5.2　親の教育期待と教育費削減の関係
　不況によって教育費を減らした家庭とそうでない家庭では、親の教育期待にどのよう
な違いがみられるだろうか。教育期待について調査では、「将来、お子様をどの段階ま
で進学させたいと思いますか。」と質問した。
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　図 5-1 と図 5-2 は、「不況で教育費を減らした程度（とてもそう～まったくそうでは
ないの 4 段階）」と「親の教育期待」の関連性を学校段階別に示す。不況で教育費を減
らした家庭ほど、子への教育期待は低くなっていることがわかる。小学生では、「不況
で教育費を減らした」に「とてもそう」と答えた親の教育期待は、「高校以下（中学ま
で＋高校まで）」が 13.9％で、「専門＋短大」が 22.7％、「大学以上（大学まで＋大学院
まで）」と回答したのは 63.4％であった。これに対し、不況でも教育費を減らしていな
い小学生の親「まったくそうではない」の層では、「高校以下（中学まで＋高校まで）」
が 6.7％で約半分、「専門＋短大」が 10.5％、「大学以上（大学まで＋大学院まで）」と回
答したのは 82.9％であった。
　同様に、中学生の母親においても、「不況で教育費を減らした」に「とてもそう」と
回答した親は、「まったくそうではない」と回答した親よりも、教育期待は有意に低か
った。たとえば、「大学以上」を期待する親は前者で 54.3％だが、教育費を減らさなか
った後者では 84.2％が「大学以上」を期待している。小学生よりも中学生の親のほう
が、教育費減と教育期待の関連性は強いといえよう。
　教育費を減らさざるを得ないから子への進学期待が低いのか、あるいは、もともと進
学期待は高くないので教育費を減らすのかという問題は 7 節で検討するが、この２つの
変数間に強い関連性が認められることは事実である。

図 5-1　小学生：「不況で教育費を減らした」×「親の教育期待」

図 5-2　中学生：「不況で教育費を減らした」×「親の教育期待」
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６．成績の規定要因分析
6.1　使用する変数
　子どもの学力は、さまざまな社会的要因によって影響を受けている。ここでは表３に
示す諸変数を使用し、子どもの学業成績の高低について重回帰分析を用いた分析結果を
提示する。その後に 7 節で、共分散構造分析を行いて因果メカニズムを解明する。
　従属変数として、「子どもの成績」を用いるが、これは母親が子どもの成績について
5 段階で回答した結果を用いている。説明変数としては、以下の表３の 2 ～ 13 の変数
を使用した。
　家庭背景の効果としては、世帯収入（税込）、父親と母親の教育年数（学歴）を投入
した。他に母親年齢、子どもの性別、子ども数、母親が専業主婦かどうか、子への母親

表３　分析に使用した変数と値

変　数　名 変数の説明 平均 標準偏差
１．子どもの成績 お子様の成績は、同じ学年の子どもたちと比べてだいたい

どれくらいですか。
上のほう = ５、真ん中より上 = ４、　真ん中くらい = ３、
真ん中より下 = ２、下のほう = １

3.58 1.10

２．母親年齢 母親の年齢 40.21 4.56
３．子ども男子ダミー 子どもの性別　男子 = １、 女子 = ０ 0.50 0.50
４．子ども人数 子どもの人数 1.90 0.75
５．世帯収入 家庭の世帯収入（税込み）を 9 段階で測定（万円） 609.282 266.22
６．母教育年数 中学 =9、高校 =12、専門学校 , 短大 =14、大学 =16、

大学院 =18
13.93 1.62

７．父教育年数 中学 =9、高校 =12、専門学校＋短大 =14、大学 =16、
大学院 =18

14.35 2.11

８．専業主婦ダミー 母親が専業主婦 = １、 有職＋パート他 = ０ 0.61 0.49
９．親の教育期待 将来、お子様をどの段階まで進学させたいと思いますか。

中学校まで = １、高校まで =2、専門学校まで = ３、短期
大学まで = ４、四年制大学まで =5、大学院まで = ６

4.55 1.02

10．教室学習活動費
支出

月額合計（円）（学校が行う補習教室、塾、理科・数学・国語・
英語等各種の教室、習字 / 硬筆、パソコン教室など個別費
用合計）

8701 13870

11．家庭学習活動費
支出

月額合計（円）（学習雑誌、通信教育、参考書・問題集、
パソコン等を用いて学習する教材、学習ソフト、知育玩具、
家庭教師、知育・教育アプリなど、ただし絵本を除く、個
別費用合計）

3544 6634

12．不況で教育費減 「不況で教育費を減らした」の質問に対し、
とてもそう =4、まあそう =3、あまりそうではない =2、
まったくそうではない =1

2.12 0.80

13．子ども手当で教
育費増

「子ども手当などの支給で教育費を増やした」の質問に、
とてもそう =4、まあそう =3、あまりそうではない =2、
まったくそうではない =1

1.95 0.76
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表４　小学生の学業成績の規定要因分析（重回帰分析）

小学生全体 小学生低学年 小学生高学年
説明変数 偏回帰

係数 B
標準化
偏回帰
係数β

有意
確率

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

定数 1.258 .000 1.615 1.393
母親年齢 .006 .027+ .064 .003 .013 .007 .029
男子ダミー（男子 =1） － .198 － .099** .000 － .181 － .093** － .211 － .103**
子ども数 .039 .029+ .052 .009 .007 .063 .046*
世帯年収（万円） .000 .097** .000 .000 .117** .000 .065**
父学歴 .020 .042** .010 .033 .072** .009 .019
母学歴 .051 .084** .000 .049 .082** .060 .096**
専業主婦ダミー（主婦 =1） .034 .016 .238 .033 .016 .050 .024
親の教育期待 .192 .191** .000 .137 .137** .240 .239**
教室学習活動費支出 .000 .084** .000 .000 .057** .000 .082**
家庭学習活動費支出（絵本除く） .000 .027+ .056 .000 .012 .000 .039*
不況で教育費減 － .132 － .057** .000 － .043 － .035 － .147 － .114**
子ども手当で教育費増 － .062 － .024+ .090 － .039 － .030 .002 .002

R2 

調整済み R2

ｎ
F 検定

.138

.136
4590

p<.000

.112

.107
2297

p<.000

.172

.167
2293

p<.000
注）　** 1％水準で有意、* 5％水準で有意、＋ 10％水準で有意

の教育期待の変数を使用した。また教育費としては、教室学習活動費支出と家庭学習費
支出の 2 種類を使用した。これらを統制しても、不況による教育費減や子ども手当等の
支給による影響があるかどうかを明らかにしている。さらに「親の教育期待」を投入す
ることで、階層変数と成績を媒介する教育アスピレーションの効果をも測定するモデル
となっている。

6.2　重回帰分析による子どもの成績の規定要因分析
　表４～表６は、子どもの成績を従属変数とした重回帰分析の結果である。小学生と中
学生に分けて、同じモデルで分析した。モデルの特徴は、２つの学校外教育費支出と母
親の教育期待の直接効果、さらに不況で教育費削減したか、子ども手当で学習費を増加
したかが、子の学力に及ぼす効果を測定するところにある。
　モデルの説明力を示す決定係数（R2）をみると、中学生全データで高く、R2=.209 で
あった。これは全分散の 20.9％をこのモデルで説明できることを意味し、かなり説明力
が高い。また、小学生全データでの説明力は R2=.138 であった。
　偏回帰係数および標準化偏回帰係数は、他の変数を統制した場合の各説明変数の直接
効果を示している。
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　表４、表５、表６の重回帰分析結果から、以下の知見が得られた。
①　小学生、中学生において、男子は女子よりも、他の条件が同じならば、成績が低

い。
②　小学生、中学生ともに、世帯年収が高い家庭ほど、子どもの成績は高い。
③　小学生、中学生ともに、父学歴の影響よりも、母学歴の影響が強く、母親が高学歴

であるほど、子どもの成績は高くなる。
④　小学生高学年（男子、女子）と中学生女子では、「不況で教育費を減らした」と回

答した家庭で子どもの成績は有意に低くなる。つまり他の条件が同じならば、経済
的な理由から教育費を減らさざるを得なかった家庭の子どもの成績は、そうではな
い家庭の子どもよりも、成績が低いことを意味している。これは世帯年収の効果と
は異なった側面を測定している変数であるといえよう。また小学生低学年では、不
況による教育費削減は学力にほとんど影響を与えていない。

⑤　小学生、中学生において、親の教育期待が高いほど、子どもの成績は高い。
⑥　世帯年収や父母学歴といった家庭背景の効果は、中学生ではなく小学生に顕著にそ

の効果が現れている。世帯年収が高いほど、成績が高くなり、父母の学歴が高いほ
ど子の成績は高い。しかし中学生では家庭背景の効果は、明確ではなく、むしろ母

表５　小学生年齢段階と子どもの性別による分析結果（重回帰分析）

小学低学年男子 小学低学年女子 小学高学年男子 小学高学年女子
説明変数 偏回帰

係数 B
標準化
偏回帰
係数β

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

定数 1.012 2.046 1.436 1.092
母親年齢 .008 .035 － .003 － .014 .005 .021 .008 .035
子ども数 .070 .052+ － .065 － .046 .044 .033 .083 .061*
世帯年収（万円） .000 .090** .001 .148** .000 .057+ .000 .076*
父学歴 .045 .094** .026 .058+ .005 .010 .015 .032
母学歴 .053 .089** .043 .075* .062 .096** .062 .102**
専業主婦ダミー － .044 － .020 .109 .054+ .111 .053+ － .021 － .010
親の教育期待 .153 .143** .115 .122** .228 .222** .251 .255**
教室学習活動費支出 .000 .049+ .000 .066* .000 .097** .000 .063*
家庭学習活動費支出

（絵本除く）
.000 － .003 .000 .040 .000 .005 .000 .072*

不況で教育費減 － .072 － .058+ － .010 － .008 － .131 － .101** － .164 － .128**
子ども手当で教育費増 － .051 － .039 － .025 － .019 － .052 － .038 .060 .044

R2

調整済み R2

ｎ
F 検定 

.111

.103
1164

p<.000

.115

.107
1133

p<.000

.147

.139
1160

p<.000

.196

.188
1133

p<.000
注）　** 1％水準で有意、* 5％水準で有意、＋ 10％水準で有意
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親の教育期待の効果が強まっている。これについては後程、その理由について解釈
を行う。

⑦　教室学習活動費支出は、小学生においてもっとも成績に結び付きやすい。つまり小
学生では教室学習活動費を多く支出する家庭ほど、子どもの成績は高い。しかし中
学生ではこれらの教育費支出は、成績には直結していない。中学生では有意な効果
をもたなかったのは、教室活動を行う者が増加し、学習に関する教育費の差異が小
さくなることと関連している可能性がある。

⑧　家庭学習活動費は、小学生高学年女子で弱い正の効果を示した。
⑨　「子ども手当などの支給で教育費を増やした」という変数は、子どもの成績に効果

がみられなかった。教育費の増額がそのまま成績に直結するわけではない。

　以上の重回帰分析では、説明要因間の相関も生じていることと、教育期待の変数が学
力を規定する力が小学生よりも中学生で増大していることから、変数間の因果メカニズ
ムをより明確にするべく、共分散構造分析を行うことにした。

表６　中学生の学業成績の規定要因分析（重回帰分析）

中学生全体 中学生男子 中学生女子
説明変数 偏回帰

係数 B
標準化
偏回帰
係数β

有意
確率

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

偏回帰
係数 B

標準化
偏回帰
係数β

定数 .298 .392 － .297 .637
母親年齢 .016 .050* .013 .022 .068* .009 .029
男子ダミー（男子 =1） － .282 － .111** .000 － － － －
子ども数 .092 .055** .005 .073 .043 .115 .070*
世帯年収（万円） .000 － .015 .501 .000 － .042 .000 .015
父学歴 － .003 － .004 .851 .017 .027 － .022 － .039
母学歴 .031 .039+ .078 .024 .029 .037 .047
専業主婦ダミー（主婦 =1） .026 .010 .594 .054 .021 .001 .001
親の教育期待 .496 .418** .000 .487 .406** .509 .437**
教室学習活動費支出 .000 .008 .663 .000 .010 .000 .005
家庭学習活動費支出（絵本除く） .000 .030 .107 .000 .020 .000 .041
不況で教育費減 － .076 － .048* .017 － .065 － .040 － .089 － .059*
子ども手当で教育費増 － .008 － .005 .799 － .003 － .002 － .008 － .005

R2 
調整済み R2

ｎ
F 検定

.209

.205
2288

p<.000

.197

.190
1167

p<.000

.216

.208
1121

p<.000
注）　** 1％水準で有意、* 5％水準で有意、＋ 10％水準で有意
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７．共分散構造分析による成績の規定要因分析
7.1　モデルの説明
　共分散構造分析で子どもの学業成績を説明する因果モデルを、Amos を用いて計算し
た結果を以下に提示する。小学生低学年、小学生高学年と中学生の学年段階別に男子と
女子について、それぞれ最適モデルの特定化を行った（図 6 ～図 11）。
　モデルを設定するにあたり、重回帰分析の結果から、成績に影響を与える変数を用
い、統制変数として母親年齢と子ども数を投入した。図の点線のパスは、５％水準では
有意ではない。実線のパスは、５％水準で有意である。
　分析手順の第 1 段階では、2 種類の学校外教育費支出（教室学習活動費支出と家庭学
習活動費用支出）と学校成績の間に、双方向のパスを引き、「学校外教育費支出→成
績」だけでなく、「成績→学校外教育費支出」の効果があるかについても確認した。子
の成績が低いと学校外教育投資を親が抑制／促進する効果があるかどうかを明らかにし
たかったからである。後者のパスは結果的に有意とはならず、成績の高低が直接的に学
校外教育費に影響を及ぼしてはいなかったので、最適モデルには含めていない。さらに
親の教育期待と成績との双方向パスを設定し、同様に分析したが、「成績→教育期待」
のパスは有効ではなかったため除外した。

7.2　学校外教育費は成績に効果をもつか？
（1）小学生低学年の分析
　教室学習活動費支出は小学校低学年女子で、成績を上昇させる弱いプラスの効果を示
したが５％水準では有意ではなく、男子では効果はない。また家庭学習活動費支出は、
小学校低学年の男子、女子ともに成績に与える有意な効果をもたなかった。すなわち学
校外教育費は成績に影響を与えていない。
　小学生低学年の男子、女子の最適モデル（図６、図７）に特徴的な結果は、「親の教
育期待」が子どもの成績に有意な効果を与えていないことである。子の成績は、主に親
の教育水準によって決まってくる。世帯収入も女子では成績に直接効果があるが、大き
な効果ではない。
　子ども数が増えると、男子、女子ともに教室学習活動費支出が低下する。女子では家
庭学習活動費も低下する。子どもの数による教育費の配分の問題が生じていることがわ
かる。また教室学習活動費は、親の教育と世帯収入に規定されている。

（2）小学校高学年の分析
　図８、図９に示すように、小学校高学年になると「親の教育期待」が子どもの成績を
規定する有意な効果が現れる。教育期待と子の成績との相互関連が強まっていることが
わかる。しかしそれとは別に、親の教育水準の直接効果も残った。
　図８より、小学高学年男子では教室学習活動費支出は成績に正の効果を示し、家庭学
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習活動費支出は効果がなかった。それと反対に、女子では教室学習活動費支出は成績に
効果がなく、家庭学習活動費支出が弱い正の効果をもっていた。また家庭学習活動費支
出は、親が高学歴であるほど多くなることが男子女子ともにあてはまる。
　男子、女子ともに、「不況で教育費を削減」した家庭で、子どもの成績が有意に低い
ということが明らかになった。世帯収入の直接の効果はないが、世帯収入の低い家庭ほ
ど「不況で教育費を削減」する傾向にあり、収入が低くなり教育費を削った家庭ほど子
どもの成績が低いという関連性を示した。
　男子、女子ともに、教室学習活動費は親の教育と世帯収入によって規定されている。
家庭学習活動費は、親の教育の効果が強い。

（3）中学生の分析
　図 10 と図 11 より、中学生の子を持つ親のデータのモデルの適合度は非常によい（男
子で AGFI=.989，RMSEA=.012、女子で AGFI=.988, RMSEA=.014）。
　中学生では「教室学習活動費支出」も「家庭学習活動費用支出」も、男女ともに成績
に全く効果をもたなかった。そして女子でのみ、「不況で教育費を削減」した家庭で成
績が低くなる。
　主なパスをみると「成績」に対する「親の教育期待」の直接効果が大きい。また親の
教育水準は「教育期待」を媒介として学校成績を強く規定することが明らかになった

（親の教育→親の教育期待→学校成績）。さらに世帯収入が低いと、「不況で教育費を削
減」したと回答する親が増え、教室学習活動費支出や家庭学習活動費（男子のみ）を低
下させていることがわかる（世帯収入の低さ→教育費削減→教室学習活動費支出の低
下）。しかし塾等への教室学習活動費が低いからといって、それが子どもの成績へと連
動しないという特徴をもっていた。
　学習塾・教室等への支出が多いのは、学歴と収入の高い家庭である。女子では親の教
育が高いと家庭学習活動費用が増え、世帯収入の直接効果はない。
　以上から、中学生にとって、高学歴の親ほど、子に高い学歴を期待し、そこから塾や
学習教室など教室学習活動への投資が増えるが、世帯収入の影響も受けている。そして
中学生では、塾や学習教室への投資費用が子どもの成績に直接的に影響を与えているわ
けではなく、成績上昇効果をもたないことが明らかとなった。
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図６　小学低学年男子の成績と学校外教育・教育期待の効果（n=1164）
AGFI=.975、GFI=.989、RMSEA=.033
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図７　小学低学年女子の成績と学校外教育・教育期待の効果（n=1133）
AGFI=.975、GFI=.989、RMSEA=.038
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図８　小学高学年男子の成績と学校外教育・教育期待の効果（n=1160）
AGFI=.976、GFI=.988、RMSEA=.037
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図９　小学高学年女子の成績と学校外教育・教育期待の効果（n=1133）
AGFI=.952、GFI=.977、RMSEA=.060
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図 10　男子中学生の成績と学校外教育・教育期待の効果（n=1167）
AGFI=.989、GFI=.995、RMSEA=.012
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図 11　女子中学生の成績と学校外教育・教育期待の効果（n=1121）
AGFI=.988、GFI=.994、RMSEA=.014
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7.3　不況による教育費削減は、成績を低下させたのか？
　不況による教育費支出の削減を行った程度によって、成績の高低に影響があるかにつ
いて、以下に共分散構造分析結果をまとめる。
　小学校低学年では、親の教育水準が子の成績を強く規定し、不況による教育費削減は
成績に影響を与えていない。
　小学生高学年では、男女ともに「不況で教育費を削減」した家庭の子どもほど成績が
低くなるという直接効果のパスが有意であった。
　中学生では女子でのみ、「不況による教育費削減」が成績に弱いマイナスの効果

（p<.05）をもつことが明らかにされた。では、どのような家庭で、不況によるより多く
の教育費削減が起きるかというと、男子女子に共通して、①世帯収入が低い、②親の教
育期待が低いという 2 点が主な直接効果を示していた。もちろん親の教育水準が世帯収
入を強く規定しているので、親の教育水準はここでも関連が強いが、世帯収入を媒介と
していることがわかる。
　そして教育費を削減した家庭では、教室学習活動費用支出が有意に低下している。し
かし教育費支出が直接的に成績を規定するわけではなく、むしろ不況で教育費を多く削
減せざるを得なかった収入の低い家庭で成績が下がるということである。その理由はこ
の分析からは判断できないが、親が教育熱心かどうか、教育に高い価値をおいているか
といった今回のモデルには投入されていない家族のハビトゥスや価値志向が子どもの成
績に影響している可能性があるだろう。

８．結論
　以上の分析より、不況により教育費を減らした小学生、中学生の子をもつ家庭の多く
において、世帯収入など他の要因を統制しても、子どもの成績が低くなるという関連性
が見出された。これは家庭の経済状態とは異なる「各家庭の教育費配分の問題」であ
る。とくに小学校高学年以上の男子と中学生男女において、親の教育期待が低いと教育
費が削減されている。すなわち不況が学校外教育に与える影響は、親の教育期待と収入
の効果として、教育費削減という形で実体化している。塾等の教室学習費の成績への影
響は見られない場合が多かったが、親の態度レベルで測定した「不況で教育費削減」と
いう変数の有効性が明らかになったといえよう。そしてそれが、子どもの成績へと直接
的に影響していることから、実際の教育費に現れなかった側面をとらえていると考えら
れる。
　とくに低所得層の家庭で、教育費を減らす家庭が多いことを見てきたが、それが子ど
もの成績低下へと結びついて、子どもの学校での成功を阻害していることを否定できな
い。
　重回帰分析では「子ども手当によって教育費を増加」させることが、学力の上昇には
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結びつかないこと、また共分散構造分析からは、教育費への支出削減が子どもの成績を
低下させるというかなり強い効果をもったという本稿の結果は、低所得者層にとっての
学校外教育の重要性を示唆しているものと推測できる。教育費を多く削らざるを得ない
家庭の状況であればあるほど、子どもの成績が低いということは、重要な意味をはらん
でいる。
　出身階層等の変数を統制すると、学校外教育費支出は子どもの学力に直接効果をほと
んど持たなかった。その理由については、教室学習活動費の費目に進学塾から補習塾
等、異質な活動が網羅的に含まれていたこと、さらに成績変数が母親の自己申告による
5 点法尺度であったことも関連しているだろう。あらためて進学塾だけの効果を測定し
たり、学力テストを用いた検証を今後の課題としたい。
　本稿での分析結果から、通塾等の教室学習活動費支出や家庭学習活動費支出は小学校
高学年を除き、小・中学生で成績上昇に有意な直接効果をもたないという結論が見出さ
れたと同時に、通塾などの教育費を削減する程度に応じて学力が低下していた。この事
実から、不況の影響、世帯収入の低下の影響をもっとも被っているのは、低所得者層で
あるということである。
　すでに片岡は 2009 年の第 1 回学校外教育調査を分析し、いかなる学校外学習機会も
持っていない子どもの家庭状況が子どもの学業成績の低さにつながること、そして彼ら
は学校以外での社会化の機会、たとえばスポーツや文化・芸術活動、学習活動の機会を
奪われており、不利な生育家庭環境にあることが累積する危険性を指摘している（片岡
　2010）。
　今日、学校の正規カリキュラム以外での学習の機会（Supplemental Education）を持
てないということは、学習成果を疎外する要因となり、その後の進学などのライフチャ
ンスにも影響してくる。家庭の経済的余裕にかかわらず、子どもの学校外学習機会を確
保することは、格差が拡大しているといわれる今の日本の社会においては、教育の平等
を達成するうえで、今後、重要な論点となってくるであろう。
　ここで教育の平等というのは、教育を受ける機会という意味だけでない。結果とし
て、親の社会的地位の違いや地域の違い、男女差など、さまざまな属性集団間の違いを
超えて、教育の結果（たとえば成績や進学率など）が同じような分布を示すということ
である。異なる集団間での分布の平等が、「結果の平等」の真の意味である。異なる集
団間での結果の平等を目指すには、単に大学進学率や成績を比較するだけでなく、学校
外教育の機会の平等を含めて、教育の平等を確保するような手だてや政策を検討するこ
とが望まれる。
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注
１）学校外教育の定義には広義と狭義があり、ベネッセ教育総合研究所では下記の表に

示す広義の定義を用いて「学校外教育活動に関する調査」（2009,2013）を実施した。
そして学校外教育活動を５種類に分類し、「スポーツ活動」、「文化・芸術活動」、「教
室学習活動」、「家庭学習活動」、「その他の活動」の幅広い活動内容をカバーするもの
としている。

　　そして本稿では狭義の定義にあたる「教室学習活動」と家庭教師や多様な形態の家
庭学習を含む「家庭学習活動」の２つの教育活動に支出された費用を分析に用いるこ
とにする。ただし、今回の２種類の学習活動費の中身には、必ずしも勉学に関連しな
いものも若干含まれているが、少数であったためこれを含めて計算した。厳密な学習
活動費の効果については稿を改めたい。

表　学校外教育活動の分類と測定（ベネッセ総合教育研究所、「学校外教育活動に関する調査 2013」）

スポーツ活動 定期的に行う運動・スポーツ活動、家での活動や学校の部活動も含む
（各種スポーツ・運動・体操・ダンス・武道、ボーイスカウト・ガールスカウト）

文化・芸術活動 定期的に行う文化・芸術活動（音楽、美術など）、習い事のほか、家での活動、学
校の部活動を含む

（例：楽器、声楽・ボイストレーニング、リトミック、演劇・ミュージカル、写真、
華道・フラワーアレンジメント、日本舞踊、音遊び・リズム遊び､ 合唱・コーラス、
バレエ、絵画・造形、コンピュータ・グラフィック、茶道ほか）

学
習
活
動

教室学習活動 定期的に通う塾や教室
（例：各種の学習塾・教室、英会話・英語教室など、プリント教材教室、そろばん、
料理教室、学校での補習教室、理科の実験教室、国語・作文教室、習字・硬筆、
パソコン教室など）

家庭学習活動 家庭で行われる学習活動や教材
（例：家庭教師、通信教育、学習雑誌、市販の参考書・問題集、パソコンを用いた
学習教材、学習ソフト、知育玩具、ｾｯﾄ教材、塾の参考書・問題集、タブレットに
よる学習教材、知育・教育アプリ、知育玩具、絵本など）

その他の活動 海外留学・海外体験（ホームステイや短期留学）・自然体験・山村留学・農村留学・
外遊び等

２）ベネッセ教育総合研究所の算出結果では、100 円未満は切り捨てている。
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