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私立幼稚園の選択が園外教育費に及ぼす効果
―傾向スコアマッチングを用いた計量分析―

（大久保心）

1.　問題の所在

1.1.　教育投資格差の要因：階層と子育て志向

　本稿は、就学前の子どもをもつ親の園選択と園外教育費との関連についての

検討を目的とする。具体的には、通園先として私立幼稚園を選ぶことの規定要

因と、親の私立幼稚園を選ぶことが子どもの園外教育費に及ぼす効果を、4 歳

児および 5歳児の母親への質問紙データの計量分析によって明らかにする。

　2019 年 10 月より、3 ～ 5 歳児の保育料の無償化が部分的な制限を伴いつつ

実施されている(1)。それは近年の日本の学界、政府・国会、世論にて就学前教

育の議論が活発化していった延長線上の成果だといえよう ( 大岡 2014; 

Heckman 訳書 , 2015 など )。この政策により、就学前の子どもをもつ世帯の

負担は少しでも軽減されるはずであり、子育て世帯にとっては喜ばしいことだ

ろう。ただし、従来の一般的な保育料は、世帯所得を勘案して各自治体が設定

した階層区分に基づくものであり、生活保護世帯についてはそもそも無償で、

その他の低所得世帯についても児童手当で十分に賄える程度の保育料だった。

また、無償化になっても保育料以外の実費は相変わらず原則として徴収される。

その一方で、高所得世帯が従来支払っていた月額数万円単位の保育料も原則と

して無償化されるため、その分の余剰金については、子どもの園外教育費に上

積みされるか、もしくは将来の教育費として貯蓄されることも十分に予想され

る。
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「富
ペ ア レ ン ト ク ラ シ ー

＋願望＝選択」へと変質する、というイギリスの P. Brown の指摘を踏ま

えた耳塚 (2007, p.33) は、日本社会の教育選抜も同様の傾向にあるという。つ

まり、親の「富」である学校外教育費支出および世帯所得と、親の「願望」で

ある学歴期待が子どもの学力を規定している。このことが、学力のみならず進

学における入試結果をも規定することも十分に予想される ( 片瀬・平沢 2008; 

中澤 2013)。また、就学前時点における親の教育投資は、上記の「富」の初期

状態である。したがって、就学前の園外教育費の規定要因を探ることは、教育

の不平等のメカニズムを明らかにする上で看過できない重要な課題だといえ

る。

　子どもの教育費は、世帯収入のみならず、その他の階層や子育て志向によっ

ても規定されるはずだ。階層と子育て志向は無関係ではなく、階層が子育て志

向を規定する点について理論的な整理がなされている。B. Bernstein は社会階

級と子育て志向について、社会言語コードや教育方法の概念を用いて論じた。

中産階級（新中産階級）は状況独立的な客観性の強い話し方の「精密コード」

を、労働者階級（および旧中産階級）は状況依存的な主観性の強い話し方の

「制限コード」を用いる傾向にある (Bernstein 訳書 , 1981)。また、労働者階級

に比べて中産階級は、子どもへの統制が暗示的で、柔軟性に富み評価基準が曖

昧な「見えない教育方法」に親和的だという (Bernstein 訳書 , 1985)。さらに A. 

Lareau(2011) は、事例研究から中産階級の親の子育てを「介入型」の“Concerted 

cultivation”、労働者階級の親の子育てを「放任型」の“The accomplishment 

of natural growth”として分類している。近年ではとりわけ Lareau の研究成

果を踏まえた実証研究が散見される (Redford, Johnson & Honnold 2009; Jæger 

2011; Kalil, Ryan & Corey 2012; Kornrich & Furstenberg 2013; Altintas 2016; 松

岡 2016, 2019; 高橋 2017 など )。以上の結果から、Lareau (2011, p.250) で子育

て志向に最も影響を与えるとした社会階層である世帯所得、親の職業、親の学

歴のうち、特に世帯所得と親の学歴は頑健だといえそうである。

1.2.　私立幼稚園の特性

　アメリカの研究に基づく Lareau の概念を日本の子育て分析にそのまま適用

することには慎重となるべきだろう ( 本田 2008, p.28)。とはいえ、就学前の園
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選びについて、Yamamoto, Holloway & Suzuki (2006) は日本の母親へのイン

タビューの分析から、社会経済的地位（SES）の高い母親は慎重に園を選ぶ「介

入型」である一方で、低い SES の母親はあまり深く考えない「放任型」の傾

向にあることを明らかにしている。したがって、日本において就学前の園選択

は子育て志向を示す重要な一要素と考えられる。自治体による運営でない私立

園はより個性的な教育環境になりうる。そして、幼稚園は文部科学省の管轄と

いうこともあり、保育所よりも教育的なイメージが強い。実際のところ、一定

の教育的な自由が容認されている日本の私立幼稚園は、質的にきわめて多様で

ある (Holloway 訳書 , 2004)。したがって、高 SES な親や教育熱心な（まさに「介

入型」子育ての担い手である）親は子どもを個性的な教育環境に置きたいと考

える傾向が強いようであり (Holloway 訳書 , 2004, pp.176-178)、その結果とし

て私立幼稚園を選びやすいことが予想される。

　これまでに、私立小学校や国・私立中学校にかんする研究は蓄積されてきた

が ( 望月 2011; 小針 2015; 森 2017 など )、管見の限り日本の全国的データを用

いて私立幼稚園に着目した計量的研究は、赤林・敷島・山下 (2013) を除いて

ほとんどみられない。ただし、幼稚園対保育所については一定の知見がある。

たとえば、松岡 (2019, pp.95-98) によると幼稚園は両親大卒層、保育所は両親

非大卒層が多く、小川 (2018, pp.20-24) によると 1964-73 年出生コーホートに

おいて幼稚園への通園経験が大学への進学に有意な正の効果を示しているとい

う。しかしデータ上の制約も伴い、私立対公立については十分に検討されてい

ない。

1.3.　仮説の設定

　以上の先行研究から、社会階層が高く、また教育熱心な親(2)ほど私立幼稚園

を選ぶ傾向にあると予想される。そこで、まず次の仮説を設定する。

　仮説 1a：社会階層の高い親ほど、私立幼稚園を選択しやすい。

　仮説 1b：教育熱心な親ほど、私立幼稚園を選択しやすい。

　階層が具体的にどのような子育て上のアウトカムに影響するかについては、

アメリカを中心に様々な議論がある。たとえば McLanahan (2004) はアメリ

カの父親の子育て時間の階層差が他の先進国と比べて大きいことを、そして
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Kalil, Ryan & Corey (2012) は母親が高学歴だと就学前や就学後に子どもが必要

とする時間をより多く確保する傾向にあることを明らかにしている。Altintas 

(2016) は、親の幼い子に対して行う読み聞かせなどの発達にかかわる育児時

間の階層差が、90 年代以降拡大していることも示している。加えて、教育投

資や学校外の教育参加にも同様に階層差が生じることもわかっている (Jæger 

2011; Kornrich & Furstenberg 2013; 松岡 2016)。つまり親の階層が、子どもへ

の時間的または金銭的な教育投資の多寡を規定するようだ。とはいえ、なにも

階層のみによって子育て志向が規定されるわけではない。たとえば、片瀬・平

沢 (2008) は、親の学歴や収入を統制しても、親の学校外教育への積極性が学

校外教育投資額を増やす影響を及ぼすことを明らかにしている。学校外教育へ

の積極性は、紋切り型の学校教育に収まらない個性的な教育環境への志向性で

もあるだろう。よって、階層などの属性や教育熱心さを統制しても、個性的な

教育環境を重視する子育て志向としての私立幼稚園の選択が、教育投資を促す

と予想され、次の仮説が導かれる。

　仮説 2：親が私立幼稚園を選択すると、子どもの園外教育費は増加しやすい。

　Lareau (2011) は、小学 4 年生の子どもをもつ親の子育て志向として、課外

活動（習い事）、言語の使い方、学校文化への親和性について階層差を見出し

ている。そのうち課外活動について、どの階層の子どもでも何らかの課外活動

には参加していたが、一方で階層が高いほどその種類は多く、支出も大きかっ

たという。つまり、個性的な教育環境を重視する子育て志向をもつならば（＝

私立幼稚園を選択する場合）、階層が高いほど教育費の支出も増えやすいと予

想される。というのも、階層が高いほど教育費の捻出可能な範囲が広く、低い

階層と比べて実際に支出する教育費の差異が広がりやすいと考えられるから

だ。そこで、先述した社会階層の代表的指標である家計・親学歴と私立幼稚園

との交互作用効果の有無について検討する仮説を次のように設定する。

　仮説 3a： 私立幼稚園の選択が園外教育費を増やす効果は、家計のゆとりが

あるほど大きくなりやすい。

　仮説 3b： 私立幼稚園の選択が園外教育費を増やす効果は、高学歴の親ほど

大きくなりやすい。
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2.　研究方法

2.1.　データの概要

　分析では、ベネッセ教育総合研究所の実施した「第 3回子育て生活基本調査

（幼児版）、2008」を用いる。本データは、2008 年 9 月から 10 月にかけて行わ

れた、幼稚園・保育所通しによる家庭での自記式質問紙調査にもとづく。首都

圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）、地方市部、地方郡部(3)の 3 ～ 5 歳

児の就園児をもつ保護者 8,238 名のうち 6,131 名分が回収されている（回収率

74.4%）(4)。利用可能な母親データ 5,884 ケースのうち、本稿の分析対象は 4歳

児および 5歳児でかつ使用する変数に欠損のない 3,780 ケースである。

　なお、3 歳児を分析から除く理由は、2008 年の保育所または幼稚園への就

園率が 3 歳で 79.8%、4 歳で 95.9%、5 歳で 97.8% であることによる ( 内閣府 

2010, p.41)。つまり、本データはあくまで園を通じて回収したものであり、3

歳児で未就園の子どもおよびその親の情報が多く欠落していることになるた

め、未就園率の低い 4歳児と 5歳児に限定した分析が望ましいと考えられるか

らである。

　本データには、公立園か私立園か、幼稚園か保育所か、月あたりの習い事の

教育費、居住地域の規模、家計、父親の職種、母親の就業形態、両親の最終学

歴、子どもに対する進学期待、園選択時にどの程度熟慮したか、そして平日一

日あたりの園利用時間にかんする情報が整っている。よって、園外教育もしく

は学校外教育にかんする既存研究 ( 平尾 2004; 片瀬・平沢 2008; 中澤 2013; 松

岡 2016; Schneider, Hasting & LaBriola 2018 など ) と同様に、親の学歴や職業

といった社会階層や教育方針を考慮に入れた分析が可能である。

　表 1には変数の記述統計量が記載されており、主な変数の説明をする。家計

については、経済的ゆとりの度合いについて「ゆとりがない」＝ 1、「あまり

ゆとりがない」＝ 2、「多少ゆとりがある」＝ 3、「ゆとりがある」＝ 4とした。

父職種については、「専門職」「管理職」を「専門・管理」、「事務職」「販売職・

サービス職」を「事務・販売」、「技能労働（熟練労働）」「一般労働（非熟練労働）」

を「マニュアル」、「農林漁業以外の自営業」を「自営業」、「農林漁業」を「農林」、「無

職」「その他」を「その他」とした。母就業形態については、「常勤（フルタイ
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公立
保育所

私立
保育所

公立
幼稚園

私立
幼稚園

N =368 N =621 N =1282 N =1509
(I) (II) (III) (IV)

Range Mean (S.D. ) Mean Mean Mean Mean F 多重比較
a)

女子 0, 1 .483 .486 .459 .479 .496
学年

　4歳児 0, 1 .487 .467 .486 .481 .498
　5歳児 0, 1 .513 .533 .514 .519 .502
長子 0, 1 .497 .476 .504 .482 .511
ひとりっ子 0, 1 .143 .109 .192 .133 .140 *** II > IV
居住地

　首都圏 0, 1 .526 .152 .628 .565 .541 *** II > IV > I
　地方市部 0, 1 .299 .489 .172 .258 .339 *** I > IV > II, III
　地方郡部 0, 1 .175 .359 .200 .177 .119 *** I, II, III > IV
家計 1-4 2.291 (.801) 2.266 2.205 2.273 2.349 ** IV > II
父職種

　専門・管理 0, 1 .223 .166 .132 .221 .276 *** IV > I, II, III
　事務・販売 0, 1 .331 .277 .301 .323 .364 ** IV > I, II
　マニュアル 0, 1 .277 .353 .380 .291 .205 *** I, II, III > IV
　自営 0, 1 .042 .057 .060 .038 .034 * II > IV
　農林 0, 1 .011 .019 .024 .006 .008 ** II > IV
　その他 0, 1 .115 .128 .103 .121 .113
母就業形態

　常勤 0, 1 .143 .386 .382 .059 .056 *** I, II > IV
　専業主婦 0, 1 .533 .136 .081 .727 .651 *** III > IV > I, II
　その他 0, 1 .324 .478 .538 .215 .292 *** I, II > IV > III
親学歴

　両親大卒 0, 1 .272 .166 .182 .253 .353 *** IV > I, II, III
　親片方大卒 0, 1 .284 .261 .251 .295 .294
　両親非大卒 0, 1 .443 .573 .567 .452 .353 *** I, II, III > IV
親の進学期待

　有名大学 0, 1 .151 .095 .127 .129 .192 *** IV > I, II, III
　大学全般 0, 1 .334 .264 .314 .321 .372 *** IV > I, II, III
　その他 0, 1 .515 .641 .559 .550 .436 *** I, II, III > IV
園選択熟慮度 1-4 2.886 (.922) 2.755 2.918 2.655 3.101 *** IV > I, II, III
園利用時間(h/日) 3-13 6.172 (1.632) 8.136 8.396 5.259 5.555 *** I, II > IV > III
園外教育費(保育料以外の教育費)
　教育費(円/月) 0-45000 6926 (8317) 3220 5717 6207 8938 *** IV > I, II, III
　教育費なし 0, 1 .404 .630 .452 .434 .304 *** I, II, III > IV

表1　分析で用いる変数の記述統計量および園種別4群の一元配置分散分析

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

分散分析N =3780

a) 多重比較はTukey法による「私立幼稚園」を基準とした他群との比較の結果
b) 網掛け部分は他の3群より値が有意に小さいもの，白抜き部分は他の3群より値が有意に大きいもの

全サンプル
4群の平均値の比較

b)
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ム）」を「常勤」、「専業主婦」を「専業主婦」、「パートやフリー」「その他」を

「その他」とした。親学歴は、父母の最終学歴について「短期大学」「四年制大

学」「大学院」を「大卒」とし、両方が大卒だと「両親大卒」、片方のみ大卒だ

と「片方親大卒」、両方とも非大卒だと「両親非大卒」とした。親の進学期待は、

子どもに望む最終学歴について「世間で名の通った大学」を「有名大学」、そ

れ以外の「四年制大学まで」「大学院まで」を「大学全般」、それら以外全てを

「その他」とした。園選択熟慮度は、園を選ぶ際にどの程度考えたかについて

「まったく考えなかった」＝ 1、「あまり考えなかった」＝ 2、「まあ考えた」＝

3、「よく考えた」＝ 4とした。園利用時間は、子どもが平日 1日あたりの園で

すごす平均時間について「4 時間未満」＝ 3、「12 時間より長い」＝ 13、それ

以外は「n 時間くらい」＝ n（n=4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12）とした。なお、園利

用時間を投入するのは、利用時間が長いと習い事を利用する時間が相対的に短

くなり、教育費を減少させる可能性があるからである。保育料以外の教育費（園

外教育費）は、ひと月あたりの習い事や通信教育、レッスン料などの費用の合

計について「2,500円未満」を2,500円、「2,500円～5,000円未満」を5,000円、「n

円～ n+5,000 円未満」を n+5,000 円（n=5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 

30,000, 35,000）、「40,000 円以上」を 45,000 円、それ以外を 0円とした。

　なお本稿では表 1の変数のうち、親の進学期待と園選択熟慮度について教育

熱心さを示す変数として位置づけた上で、分析を行う。

2.2.　分析方法(5)

　本稿の関心の中核は、親の私立幼稚園を選択することが子どもの園外教育費

の支出を増加させるかどうかにある。ただし、Holloway( 訳書 , 2004) で示さ

れるような顕著な独自性を根拠として私立幼稚園に着目する分析を行うのであ

れば、まずは本稿の扱うデータで公立保育所、私立保育所、公立幼稚園の 3群

と比べて明確な私立幼稚園の独自性を示すべきだろう。そこで、まず園種別変

数以外の各変数について一元配置分散分析で 4群の比較を行い、分散分析で有

意だった場合には Tukey の方法により多重比較を行う。分析の結果、もし私

立幼稚園に他の 3群とは明らかに異なる特色が確認されれば、その後、私立幼

稚園の選択を従属変数、属性変数などを独立変数とする二項ロジスティック分
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析を行い、仮説 1を検証する（分析 1）。

　次に仮説 2について、私立幼稚園を選択することが子どもの園外教育費を増

加させる効果の有無を検討する。さらに仮説 3について、園外教育費に対する

私立幼稚園×家計および私立幼稚園×親学歴の交互作用効果の有無を検討す

る。ただし、教育費を従属変数として属性変数を統制して私立幼稚園の効果を

回帰分析で推計しても、私立幼稚園を選ぶ傾向のある属性の効果なのか、私立

幼稚園を選択したことの効果なのかは厳密に区別できるわけではない。すなわ

ち、標本に生じているセレクションバイアスが効果の推定上の懸念材料であり、

できるだけ逓減されることが望ましい。したがって、処置群（＝私立幼稚園）

と対照群（＝それ以外）について共変量の影響を最小限にして、より因果効果

に迫り推計するため傾向スコア分析を行う (Rosenbaum & Rubin 1983)。まず、

対象者 i の共変量を xi、割り当て変数の値を zi とし、私立幼稚園群 (=1) に割り

当てられる確率を ei とすると、対象者 i の傾向スコアは

となる。なお、ここでの傾向スコアは、私立幼稚園の選びやすさのことであり、

二項ロジスティック回帰分析で求められる ( 星野 2009, pp.60-61)。その後、傾

向スコアの近いケース同士で 1:1 のペアを形成する最近傍キャリパーマッチン

グ（nearest neighbor matching within a caliper）を行い、キャリパーは傾向ス

コアの 0.2 標準偏差とし (Austin 2010; Guo & Fraser 2015, p.147)、サンプルの

置換はしない。以上の傾向スコアマッチングにより、処置群と対照群の属性を

できる限り揃えることになり、セレクションバイアスの調整が可能となる。そ

して、マッチング前後の処置群と対照群の共変量のバランスについて、標準化

差 d(6)の絶対値が 0.1 未満であればバランシングが適切だと判断し (Normand 

et al. 2001)、従属変数を教育費、独立変数を zi および xi とした回帰分析へ移行

する。

　ただし、今回の従属変数は教育費で、表 1や図 1で確認できるとおり教育費

ゼロのサンプルが相当数存在する。その際に OLS（最小二乗）回帰を用いる

と予測値がマイナスとなったり、誤差項が正規分布しないことで偏りのある推

定結果につながったりしてしまう。そのような課題に対処するため、教育費ゼ

ロのデータを打ち切り（censored）データとする Tobit モデルを採用する。式

円、「n 円～n+5000 円未満」を n+5000 円（n=5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 

30000, 35000）、「 40,000 円以上」を 45,000 円、それ以外を 0 円とした。

なお本稿では表 1 の変数のうち、親の進学期待と園選択熟慮度について教育

熱心さを示す変数として位置づけた上で、分析を行う。

分析方法 (5 )

本稿の関心の中核は、親の私立幼稚園を選択することが子どもの園外教育費

の支出を増加させるかどうかにある。ただし、Holloway(訳書 ,  2004)で示される

ような顕著な独自性を根拠として私立幼稚園に着目する分析を行うのであれば、

まずは本稿の扱うデータで公立保育所、私立保育所、公立幼稚園の 3 群と比べ

て明確な私立幼稚園の独自性を示すべきだろう。そこで、まず園種別変数以外

の各変数について一元配置分散分析で 4 群の比較を行い、分散分析で有意だっ

た場合には Tukey の方法により多重比較を行う。分析の結果、もし私立幼稚園

に他の 3 群とは明らかに異なる特色が確認されれば、その後、私立幼稚園の選

択を従属変数、属性変数などを独立変数とする二項ロジスティック分析を行い、

仮説 1 を検証する（分析 1）。

次に仮説 2 について、私立幼稚園を選択することが子どもの園外教育費を増

加させる効果の有無を検討する。さらに仮説 3 について、園外教育費に対する

私立幼稚園×家計および私立幼稚園×親学歴の交互作用効果の有無を検討する。

ただし、教育費を従属変数として属性変数を統制して私立幼稚園の効果を回帰

分析で推計しても、私立幼稚園を選ぶ傾向のある属性の効果なのか、私立幼稚

園を選択したことの効果なのかは厳密に区別できるわけではない。すなわち、

標本に生じているセレクションバイアスが効果の推定上の懸念材料であり、で

きるだけ逓減されることが望ましい。したがって、処置群（＝私立幼稚園）と

対照群（＝それ以外）について共変量の影響を最小限にして、より因果効果に

迫り推計するため傾向スコア分析を行う (Rosenbaum & Rubin 1983)。まず、対象

者 𝑖𝑖の共変量を 𝑥𝑥𝑖𝑖、割り当て変数の値を 𝑧𝑧𝑖𝑖とし、私立幼稚園群 (= 1)に割り当てら

れる確率を 𝑒𝑒𝑖𝑖とすると、対象者 𝑖𝑖の傾向スコアは

𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝑝𝑝(𝑧𝑧𝑖𝑖 = 1|𝑥𝑥𝑖𝑖) (0 ≤ 𝑒𝑒𝑖𝑖 ≤ 1)

となる。なお、ここでの傾向スコアは、私立幼稚園の選びやすさのことであり、



75

私立幼稚園の選択が園外教育費に及ぼす効果
―傾向スコアマッチングを用いた計量分析―

（大久保心）

は

で、最尤推定で求める ( 水落 2009, pp.129-131; Greene 2012, pp.886-888)（分析 2）。

3.　分析結果

3.1.　分析 1：階層と教育熱心さは私立幼稚園の選択に影響するのか

　まず、表 1 の園種別による変数ごとの一元配置分散分析の結果を確認する。

親の SES と関連する変数を私立幼稚園について他の 3 群との多重比較から確

認してみると、父職種は専門・管理が最も高く、マニュアルが最も低い。また、

親学歴は両親大卒が最も高く、両親非大卒は最も低い。つまり、私立幼稚園で

は階層の高い世帯が比較的多い傾向にある。親の進学期待についても有名大学、

大学全般は最も高く、その他は最も低いし、園選択熟慮度についても最も高い。

そして、本稿が着目する教育費についても最も高い。さらに図 1から、月あた

りの園外教育費について、表 1の平均値からは把握しきれない 4つの園種別ご

との分布と全サンプルの分布を確認する。まず、全サンプルをみると、0 円以

外の分布は 10,000 円を中心とした正規分布に近似しており、この傾向は園別

の分布でも同じだ。ただし、私立幼稚園では 10,000 円以上の割合が格別多く、

30,000 円以上も散見される点で他の園種別とは異なる。以上から、私立幼稚園

群に独自性があるといえよう。そこで、ここからは私立幼稚園とそれ以外の園
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という分類によって分析を進めていく。

　私立幼稚園を選択する規定要因について、表 1の教育費以外の変数を独立変

数として二項ロジスティック分析を行い、表 2のような結果となった。まず特

に階層にかかわる変数である家計と父職業、親学歴を確認してみる。すると、

父職業がマニュアルの場合、また

親学歴が両親非大卒の場合に負に

有意である。つまり、父親がブルー

カラーで、親が低学歴の場合には

私立幼稚園を利用しにくい。一方

で、家計のゆとりは私立幼稚園の

選択と関連するとはいえないよう

だ。よって、仮説 1a は部分的に

支持されたといえよう。また、親

の進学期待と園選択熟慮度は、い

ずれも正に有意である。つまり、

教育熱心な親ほど私立幼稚園を選

択しやすい。なお、園選択熟慮度

が 4（＝「よく考えた」）の場合

における「私立幼稚園／その他の

園」のオッズは、1（＝「まった

く考えなかった」）のオッズと比

べ て 1.492(4-1)=1.4923 ≈ 3.321 倍 と

なり、その値は決して小さいとは

いえない。よって、仮説 1b は支

持されたといえよう。

　以上の分析結果から、私立幼稚

園の選択は階層や教育熱心さの影

響をそれなりに受けるといえそう

だ。つまり、大卒の親がいる場合

や、子どもの高学歴を期待する場

9 
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b (S.E. ) OR a)

女子 .150 * (.075) 1.162

5歳児 -.053 (.073) .949

長子 .016 (.081) 1.016

ひとりっ子 -.050 (.116) .951

居住地(ref. =地方市部)

　首都圏 -.488 *** (.085) .614

　地方郡部 -.545 *** (.116) .580

家計 .003 (.049) 1.003

父職業(ref. =事務・販売)

　専門・管理 .059 (.099) 1.060

　マニュアル -.345 *** (.100) .708

　自営 -.265 (.195) .767

　農林 .125 (.377) 1.133

　その他 -.035 (.124) .966

母就業形態(ref. =その他)

　常勤職 -.535 *** (.149) .586

　専業主婦 .005 (.088) 1.005

親学歴(ref. =両親大卒)

　親片方大卒 -.118 (.099) .888

　両親非大卒 -.237 * (.105) .789

親の進学期待(ref. =その他)

　有名大学 .454 *** (.119) 1.574

　大学 .276 ** (.088) 1.318

園選択熟慮度 .400 *** (.042) 1.492

園利用時間(h/日) -.428 *** (.033) .652

(切片) 1.398 *** (.295) 4.047

-2LL

Nagelkerke R 2

N

a) OR：オッズ比

3780

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

表2 私立幼稚園の選択を従属変数とした二項ロ
ジスティック回帰分析の結果

4410.539

.221
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合、通園先へのこだわりが強い場合には、私立幼稚園を選びやすい。この結果

は、高 SES の母親が数園の中から慎重に吟味してから、子どもを入園させる「介

入型」の傾向を指摘した Yamamoto, Holloway & Suzuki (2006) の事例研究の

結果とも整合的である。

Mean (S.D. ) Mean (S.D. ) Mean (S.D. ) Mean (S.D. )
従属変数

　教育費(円/月) 5589 (7153) 8938 (9466) *** － 6494 (7737) 8574 (9253) *** －

共変量

　女子 .475 (.499) .496 (.500) .042 .500 (.500) .497 (.500) -.005
　5歳児 .520 (.500) .502 (.500) -.035 .514 (.500) .493 (.500) -.034
　長子 .487 (.500) .511 (.500) .048 .503 (.500) .501 (.500) .022
　ひとりっ子 .145 (.352) .140 (.348) -.013 .142 (.350) .137 (.344) .012
　居住地

　　首都圏 .515 (.500) .541 (.498) .053 .534 (.499) .527 (.499) -.002
　　地方郡部 .213 (.409) .119 (.324) *** -.253 .135 (.342) .135 (.342) .005
　家計 2.253 (.801) 2.349 (.798) *** .119 2.322 (.788) 2.335 (.808) .016
　父職種(ref. =事務・販売)
　　専門・管理 .188 (.390) .276 (.447) *** .211 .240 (.427) .262 (.440) .050
　　マニュアル .325 (.469) .205 (.404) *** -.276 .241 (.428) .232 (.422) -.010
　　自営 .047 (.212) .034 (.181) * -.068 .035 (.185) .035 (.183) .004
　　農林 .013 (.114) .008 (.089) -.051 .006 (.075) .009 (.094) .019
　　その他 .117 (.322) .113 (.316) -.014 .115 (.319) .118 (.323) -.005
　母就業形態(ref. =その他)
　　常勤 .200 (.400) .056 (.231) *** -.440 .047 (.213) .065 (.247) .040
　　専業主婦 .454 (.498) .651 (.477) *** .404 .672 (.470) .639 (.481) -.054
　親学歴(ref. =両親大卒)
　　親片方大卒 .277 (.448) .294 (.456) .037 .315 (.465) .303 (.460) -.016
　　両親非大卒 .503 (.500) .353 (.478) *** -.307 .391 (.488) .378 (.485) -.038
　親の進学期待(ref. =その他)
　　有名大学 .123 (.329) .192 (.394) *** .190 .153 (.360) .169 (.375) .030
　　大学全般 .310 (.462) .372 (.483) *** .132 .356 (.479) .358 (.480) .000
　園選択熟慮度 2.743 (.948) 3.101 (.837) *** .400 2.944 (.861) 3.014 (.857) * .067
　園利用時間(h/日) 6.583 (1.828) 5.555 (1.003) *** -.697 5.552 (1.181) 5.630 (1.055) .037
N

表3　マッチング前後の従属変数・共変量の比較
a)

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

t t

マッチング前 マッチング後

処置群 標準
化差

対照群
b) 処置群

b) マッチング後の対照群における所属園の内訳は、公立保育所：95名、私立保育所：123名、公立幼稚園：

1025名

a) 網掛けは標準化差の絶対値が0.1以上

対照群

1243

標準
化差

2271 1509 1243

処置群:私立幼稚園
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3.2.　分析 2：私立幼稚園の選択は子どもの教育費の支出を増加させるのか

　ここで、傾向スコアマッチングの前後の従属変数と共変量について確認して

おく。3.1.で行ったロジスティック回帰分析により傾向スコアを算出し(7)、キャ

リパーの範囲内でマッチングを行い処置群と対照群とで平均値を示した結果が

表3である。マッチング後、標準化差はすべての共変量において0.1未満となっ

ており、2 群のバランシングは適切だと判断できる。なお、従属変数の教育費

の値について、マッチング後でも処置群である私立幼稚園のほうが 2,000 円近

く高い。また、図 2のマッチング後の 2群の相対度数分布からも処置群におけ

る教育費の高さを確認できる。そこで、マッチング後のデータを用い共変量を

投入して回帰分析を行う「二重にロバストな推定」( 星野 2009; 森 2017) により、

私立幼稚園を選択することの効果の有無を検討していく。

　表 4 はマッチング後における従属変数を教育費としたときの Tobit モデル

の分析結果であり、参考のためマッチング前の分析結果と併せて記載した。

model1 では、私立幼稚園のダミー変数とともに表 3 の共変量全てを統制変数

として投入した。すると、私立幼稚園は有意な正の効果を示しており、金額に

して約 3,000 円程度高める効果があることがわかる。よって、仮説 2 は支持さ

れた。

11 
 

 
図 2 マッチング後の対照群と処置群の月あたり園外教育費の相対度数分布  

 

といえよう。  

 以上の分析結果から、私立幼稚園の選択は階層や教育熱心さの影響をそれな

りに受けるといえそうだ。つまり、大卒の親がいる場合や、子どもの高学歴を

期待する場合、通園先へのこだわりが強い場合には、私立幼稚園を選びやすい。

この結果は、高 SES の母親が数園の中から慎重に吟味してから、子どもを入園

させる「介入型」の傾向を指摘した Yamamoto, Holloway & Suzuki (2006)の事例

研究の結果とも整合的である。  
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っており、 2 群のバランシングは適切だと判断できる。なお、従属変数の教育

費の値について、マッチング後でも処置群である私立幼稚園のほうが 2000 円

近く高い。また、図 2 のマッチング後の 2 群の相対度数分布からも処置群にお

ける教育費の高さを確認できる。そこで、マッチング後のデータを用い共変量

を投入して回帰分析を行う「二重にロバストな推定」(星野  2009; 森  2017)によ

り、私立幼稚園を選択することの効果の有無を検討していく。  
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　次に仮説 3a および 3b を検証するため、model1 に加えて私立幼稚園×家

計の交互作用項、および私立幼稚園×親学歴の交互作用項を追加投入した

model2 の分析を行った。また、結果を視覚的に把握するためそれぞれの限界

効果を図 3 に示した。表 4 のマッチング後の model2 を確認してみると、私立

幼稚園の主効果は値が減少したものの有意なままである。一方で、家計の主効

果が有意でなくなり、マッチング前には有意でなかった私立幼稚園×家計の交

互作用項が有意な正の効果を示している。つまり、家計のゆとり自体が教育費

を増加させるのではなく、図 3-1 のように家計にゆとりがあるほど私立幼稚園

を選択することが教育費を増加させる。したがって、仮説 3a は支持された。

ところが、親学歴については、私立幼稚園と両親非大卒の交互作用項で有意な

正の効果が確認される。つまり、予想に反して図 3-2 のように低学歴の親ほど

私立幼稚園を選ぶことが教育費を増加させる。しかも、私立幼稚園を選んだ両

親非大卒世帯の子どもの園外教育費は、私立幼稚園を選ばない親片方大卒世帯

や両親大卒世帯とほぼ同程度となることが確認できる。したがって、仮説 3b

は棄却された。

4.　結論

　本稿は、私立幼稚園の選択と園外教育費に着目し(8)、以下の 3 点の結果が明

らかになった。第 1に、私立幼稚園を選択する親は高学歴で、また教育熱心な

傾向にあった。第 2に、サンプルセレクションバイアスを調整しても、親が私

立幼稚園を選択することは子どもの園外教育費を増加させる効果をもつ。第 3

に、家計にゆとりがあるほど私立幼稚園の園外教育費に対する効果は増加する

一方で、親の学歴が低いほど私立幼稚園の園外教育費に対する効果は増加する。

つまり第 2の結果は、必ずしも全ての階層に同様にみられるわけではない。

　本稿では、教育投資への階層の効果とは独立に、私立幼稚園を選択す

ることの効果が示された。それは、Bernstein( 訳書 , 1980, 訳書 , 1985) や

Lareau(2011) の理論的な構図とも整合的でありながら、社会階層のみでは説明

しきれないメカニズムの存在をも示唆する。一般的に、階層の高い親は幼少期

から学校文化に親和的な生活環境を整え、園選択にもこだわり、子どもに適し
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12 
 

 
 

 
女子 1832.996 *** 1837.840 *** 1714.411 *** 1733.153 ***

(394.893) (394.177) (482.967) (481.265)
5歳児 3146.923 *** 3138.294 *** 3136.655 *** 3116.506 ***

(384.211) (383.915) (462.773) (462.478)
長子 1408.382 ** 1415.867 ** 1928.217 *** 1946.067 ***

(421.137) (420.562) (508.620) (507.878)
ひとりっ子 1805.045 ** 1791.148 ** 1163.837 1127.791

(612.185) (612.036) (746.221) (745.642)
居住地(ref. =地方市部)
　首都圏 5108.843 *** 5158.398 *** 5408.248 *** 5448.441 ***

(451.655) (452.604) (549.359) (550.054)
　地方郡部 -835.421 -818.660 -1109.811 -1103.917

(615.142) (614.424) (758.678) (757.660)
家計 1476.504 *** 1064.660 ** 1382.202 *** 666.148

(271.099) (349.287) (328.849) (473.139)
父職種(ref. =事務・販売)
　専門・管理 1593.345 ** 1572.099 ** 1493.470 * 1484.353 *

(523.417) (522.159) (601.298) (599.137)
　マニュアル -197.670 -155.013 -370.583 -303.059

(514.601) (515.458) (636.326) (638.980)
　自営 1642.668 1725.286 † 1975.029 2120.268

(1015.503) (1010.391) (1417.374) (1403.223)
　農林 633.569 761.502 1776.318 2028.883

(1619.950) (1632.940) (1880.622) (1945.071)
　その他 669.298 659.382 1177.891 1161.026

(678.544) (678.125) (818.222) (815.649)
母就業形態(ref. =その他)
　常勤 -1215.708 † -1131.767 † 635.331 703.621

(675.439) (679.948) (1106.745) (1106.618)
　専業主婦 -1212.753 * -1196.747 * -1142.459 * -1128.426 *

(470.614) (469.902) (560.750) (560.053)
親学歴(ref. =両親大卒)
　親片方大卒 -484.216 -693.600 -415.899 -992.698

(524.573) (696.516) (601.371) (832.424)
　両親非大卒 -3379.998 *** -4077.560 *** -3724.144 *** -5080.118 ***

(563.831) (707.730) (658.637) (885.436)
親の進学期待(ref. =その他)
　有名大学 6054.997 *** 6031.456 *** 6098.609 *** 6096.577 ***

(637.380) (636.036) (772.771) (771.224)
　大学全般 1752.453 *** 1742.045 *** 1763.103 ** 1726.901 **

(465.399) (464.260) (560.797) (558.614)
(continued)

表4　教育費を従属変数としたTobitモデルの推定結果
a)

マッチング前 マッチング後

model 1 model 2 model 1 model 2
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分析結果であり、参考のためマッチング前の分析結果と併せて記載した。model1

では、私立幼稚園のダミー変数とともに表 3 の共変量全てを統制変数として投

入した。すると、私立幼稚園は有意な正の効果を示しており、金額にして約 3,000

円程度高める効果があることがわかる。よって、仮説 2 は支持された。  

 次に仮説 3a および 3b を検証するため、model1 に加えて私立幼稚園×家計の

交互作用項、および私立幼稚園×親学歴の交互作用項を追加投入した model2 の

分析を行った。また、結果を視覚的に把握するためそれぞれの限界効果を図 3

に示した。表 4 のマッチング後の model2 を確認してみると、私立幼稚園の主効

果は値が減少したものの有意なままである。一方で、家計の主効果が有意でな

くなり、マッチング前には有意でなかった私立幼稚園×家計の交互作用項が有

意な正の効果を示している。つまり、家計のゆとり自体が教育費を増加させる

のではなく、図 3-1 のように家計にゆとりがあるほど私立幼稚園を選択するこ

とが教育費を増加させる。したがって、仮説 3a は支持された。ところが、親学  

 
園選択熟慮度 604.827 ** 621.916 ** 527.546 * 566.708 *

(216.826) (217.442) (266.845) (267.074)
園利用時間(h/日) -340.712 * -336.246 * 133.562 119.474

(154.446) (154.335) (242.382) (242.044)
私立幼稚園 3343.166 *** 2620.156 *** 3060.224 *** 1737.046 *

(425.661) (731.345) (461.965) (819.105)
私立幼稚園×家計 952.798 † 1352.307 *

(542.663) (639.888)
私立幼稚園×親片方大卒 285.284 1009.000

(1013.258) (1162.325)
私立幼稚園×両親非大卒 1560.632 2564.212 *

(987.510) (1147.854)
(切片) -3051.054 * -2797.541 † -5442.719 ** -4805.292 *

(1450.975) (1466.611) (1955.842) (1969.024)
Log pseudolikelihood

Pseudo R 2

N
Left-censored
Uncensored

.017

† p < .1; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001

3780 2486
1528 901
2252 1585

表4　continued

a) 括弧内はロバスト標準誤差

マッチング前 マッチング後

model 1 model 2 model 1 model 2

-25194.339 -25191.685 -17635.339 -17631.301
.019 .019 .017
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図 3 表 4 のマッチング後の model2 による月あたり園外教育費の予測値（限界効果）  

 

歴については、私立幼稚園と両親非大卒の交互作用項で有意な正の効果が確認

される。つまり、予想に反して図 3-2 のように低学歴の親ほど私立幼稚園を選

ぶことが教育費を増加させる。しかも、私立幼稚園を選んだ両親非大卒世帯の
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4. 結論  

 本稿は、私立幼稚園の選択と園外教育費に着目し (8 )、以下の 3 点の結果が明

らかになった。第 1 に、私立幼稚園を選択する親は高学歴で、また教育熱心な

傾向にあった。第 2 に、サンプルセレクションバイアスを調整しても、親が私

立幼稚園を選択することは子どもの園外教育費を増加させる効果をもつ。第 3

に、家計にゆとりがあるほど私立幼稚園の園外教育費に対する効果は増加する

一方で、親の学歴が低いほど私立幼稚園の園外教育費に対する効果は増加する。

つまり第 2 の結果は、必ずしも全ての階層に同様にみられるわけではない。  

 本稿では、教育投資への階層の効果とは独立に、私立幼稚園を選択すること

の効果が示された。それは、Bernstein(訳書 ,  1980, 訳書 ,  1985)や Lareau(2011)の

理論的な構図とも整合的でありながら、社会階層のみでは説明しきれないメカ

ニズムの存在をも示唆する。一般的に、階層の高い親は幼少期から学校文化に
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た環境づくりにも積極的で、一貫性のある「介入型」の子育てを行う (Yamamoto 

2015, p.176; 松岡 2019, p.96)。それは、階層にかかわらず、教育熱心で、また

個性的な教育環境を重視するような親でも同様だろう。だが第 2の結果は、こ

のような階層や教育熱心さとは独立に、私立幼稚園の選択の教育投資への効果

がある可能性を示している。つまり、私立幼稚園を選択すると、親は子どもの

個性的な教育環境をより志向しやすくなるようだ。これは、私立幼稚園の職員

や他の保護者を通じて園外教育にかんする情報が入りやすくなり、より園外教

育費の支出が増えるという効果かもしれないが、データ上の制約からこれ以上

の検討は難しい。第 3の結果から、私立幼稚園の選択が園外教育費に及ぼす効

果は、必ずしも階層によって同じとは限らないことが示唆される。高所得層に

とっては、個性的な教育環境を重視するならば、園外教育費の支出を積極的に

増やすことができる（図 3-1）。一方で低学歴でも私立幼稚園を選ぶ親は、教

育投資に積極的になりやすく、結果として低学歴層の内部で教育投資の格差が

広がる（図 3-2）。以上の結果から私立幼稚園の選択は、高所得層にとっては

階層的な維持戦略という子育て志向を、低学歴層にとっては階層的な上昇戦略

という子育て志向をも含意しているのかもしれない。

　ところで、本稿冒頭で挙げた保育料の無償化に伴い、私立幼稚園において費

用のハードルがそれなりに下がることは、公平性の観点からは望ましい。だが、

図 3-1 からもわかるとおり、私立幼稚園を選択しても所得に余裕がなければ、

保育料以外の実費の負担が関の山で、十分な園外教育費の確保は容易ではない

だろう。したがって、就学前の教育投資の格差は今後も現状のまま、もしくは

拡大の可能性が示唆されることから、保育料の無償化を高所得層にまで適用す

ることには疑問を投げかけざるを得ない。3 ～ 5 歳児だけではなく 0 ～ 2 歳児

の保育料の無償化をすべきという提言や ( 大岡 2014)、保育料の無償化よりも、

保育士の待遇改善などによる待機児童解消を優先すべきという提言も行われて

いる (山口 2019)。これらも含め、制度的な是非がさらに検討されるべきだろう。

　最後に本稿の限界と課題を示す。本稿で用いたデータには、未就園サンプル

は含まれておらず、未就園の効果は不明である。また、傾向スコアマッチング

を用いたため、利用したケース数がマッチング前よりも大幅に少ない。さらに、

本稿のデータは母親が回答したものであり、父親の子育て志向が十分に反映さ
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れているとは限らない(9)。また、本稿の使用したデータは利用可能な最新のも

のとはいえ、2008 年時点とやや古く、現行の就学前施設の制度とはやや異な

る状況下の結果ではある。調査時点から現在までに認定こども園へ移行した保

育所や幼稚園も少なくないはずで、現行の制度における園種別でどのような結

果となるかは今後の課題である。
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注

(1)  3 ～ 5 歳児の保育・教育のあらゆる費用が無償となるわけではなく、副食費やその他実費は保

護者の負担である。また、2015 年 4 月に実施された子ども・子育て新制度に入らない私立幼

稚園や、認可外保育施設の保育料の無償化には限度額が存在する。以上のような「無償化」の

詳細については、全国保育団体連絡会・保育研究所編（2019, pp.75-79, 166-170）を参照されたい。

(2)  親の教育熱心さは、多様な要素によって構成されるはずだが、その代表例として親の子どもに

対する進学期待が挙げられるだろう。

(3)  地方市部と地方郡部の幼稚園・保育園は、市区町村の人口規模、および人口密度を考慮した有

意抽出法により抽出された。首都圏で幼稚園 20 園および保育園 16 園、地方市部で幼稚園 15

園および保育園 11 園、地方郡部で幼稚園 11 園および保育園 12 園の協力にもとづく（ベネッ

セ教育総合研究所 2009）。
(4)  本データは無作為抽出によるものではなく、分析結果の積極的な一般化を主張するには問題が

残るものの、就学前についての全国的な調査でかつ属性や子育て意識などの情報を豊富に有す

るデータは大変貴重である。そこで本稿が扱うケースについては、全国の 4・5 歳児の母親を

母集団と想定する強い仮定を置きつつ用いることにした。

(5)  本稿の分析には、Tobit モデルとその交互作用モデルの限界効果の推定に Stata 15 を、それ以

外の分析には IBM SPSS Statistics 25 を用いた。

(6)  標準化差 d の算出方法は紙幅の都合上省略する。算出方法については Austin(2011, p.412) を参

照されたい。
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(7)  c 統計量は 0.735 となった。

(8)  本稿は、私立幼稚園をその他の園よりも質的に優れた施設だと主張したり、園外教育費が多

いほどよいと主張したりするものではない。園外教育費が多い場合、習い事にかける時間が

多くなるはずであり、園では得られない体験ができるなどのメリットはある。しかしそれは

Lareau(2011) や高橋 (2017) の指摘のように、子どもの自由時間が相対的に少なくなり，子ど

も同士で構成される「子ども社会」からの引き離しというデメリットでもありうる。

(9)  父親と母親とでは子育ての内容が異なる可能性があるため、父親と母親の子育て志向は必ずし

も一致するとは限らない。たとえば、2010 年、12 年、13 年のアメリカ生活時間調査データに

よると、特に父親は比較的遊びや余暇のなかで子どもと接する機会が多く、一方母親は日常的

な家事のなかで子どもと接する機会が比較的多いという (Musick, Meier & Flood 2016)。
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 It is important to investigate the mechanisms of the formation of differences 
in educational investment for parents with preschool children between social 
stratifications because they may affect children’s educational attainment. Previous 
studies have not focused on the type of preschools. This paper clarifies the effect of 
parents’ choosing a private kindergarten on educational expenses for their children’s 
extracurricular activities. By using propensity score matching analysis in order to 
eliminate sample selection bias, this study investigates the relationship between 
parents’ socioeconomic status or enthusiasm for education and choosing a private 
kindergarten. Data were taken from the Japanese Parental Basic Life Survey (Preschool 
ver.), 2008 by the Benesse Educational Research and Development Institute. The 
study shows three results: First, parents who are highly educated or more enthusiastic 
about education tend to choose a private kindergarten. Second, parents who choose 
a private kindergarten affect educational expenses for their children’s extracurricular 
activities after eliminating sample selection bias. Third, when parents have a higher 
household income, the effect of parents choosing private kindergarten on educational 
expenses for their children’s extracurricular activities is larger. On the other hand, 
when parents are less educated, the effect is larger. Findings show that it is important 
to focus on the type of preschool when discussing the mechanisms of the formation 
of differences in educational investment for parents with preschool children between 
social stratifications.
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