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社会階層および高校間進路格差の形成過程
―学歴主義的社会イメージに着目して―

（山口泰史）

1. 問題の所在

　本稿の目的は、今日の日本社会において学歴主義的な社会観が、高校生の間

の進路分化、そして出身階層に基づく進路格差の生成にどのように寄与してい

るのかを明らかにすることである。

　これまで多くの研究が示してきたように、日本の高校は、学力等を基準とし

た学校階層構造の下に、生徒の進路分化を促してきた（藤田 1980、飯田 2007、

樋田ほか編著 2000 など）。

　だが、学校教育における選抜を通じた進路分化は、選抜に敗れた子どもたち

の競争からの撤退を招きかねず、彼ら／彼女らの無気力感や学習からの無関心、

そして社会全体の教育選抜の弛緩につながってしまうという問題がある。この

点で、戦後日本社会で重要な役割を果たしてきたとされるのが、「いい学校に

いけば社会で成功できる」、言い換えれば「社会で成功するにはいい学校に行

くことが重要である」という社会認識である。このような社会認識を、有田

（2006）にしたがい、「学歴主義的社会イメージ」と呼ぶ(1)。有田（2006）が指

摘するように、「このような社会イメージこそが、ひとびとの教育達成意欲を

高める決定的な要因として作用する」（有田 2006、p.7）と考えられる。

　実際に、竹内（1995）は偏差値に基づく高校の階層構造とそれぞれの学校に

見合った次善的な目標の設定を通じた日本型選抜配分システムの存在を指摘し

ている。その上で学歴を高く価値づける意識の共有が、このようなシステムを

機能させ、教育選抜における敗者を競争に向けて再加熱してきたと指摘する(2)。
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　ところが、過熱する受験競争やいじめ、校内暴力などが問題視されるように

なった 1970 年代から 1980 年代にかけて、学歴社会が批判の対象とされ、そこ

からの脱却が政策的に目指されるようになった。1980 年代の高校教育の個性

化・多様化政策にはじまり、2019 年 5 月に提出された、高校普通科の特色化

を求める教育再生実行会議の提言もこの流れに位置づけられよう(3)。

　このような 1980 年代からの政策的・社会的動向のなかで、その後の高校生

において学歴を重視する価値観が弱まっていることが指摘されている（堀

2014 など）。これを受けて予想されるのが、学歴を重視する価値観に、出身階

層や所属高校に基づく格差が生じ、それを通じた教育期待ひいては教育達成の

階層化が生じていることである。誰もが学歴を重視しているのであれば、そこ

における格差は相対的には小さく（畑中 2014、p.156）、問題になりにくい(4)。

だが、学歴を重視する価値観の水準が中程度に下がれば、格差が生じる、また

大きくなる可能性は高まり、その格差が進路形成にどう影響するかが問題にな

る。

　実際、1980 年代の高校教育改革以降、高校生における学歴主義的社会イメー

ジの受容が、属性によるグラデーションを帯びている可能性はいくつかの研究

において示唆されている。有田（2002）は、普通科と専門学科、また学力ラン

クの異なる普通科間で、学歴の効用に対する生徒の認識が大きく異なるという

分析結果を示している。また、学歴主義的社会イメージについての直接的な検

討ではないものの、苅谷（2001）は、学校に対する価値づけが弱まる中で、学

習意欲の減退が出身階層下位の人々に偏って生じていると指摘する。

　これらは、2000 年前後だけにみられる現象ではなく、比較的最近の研究でも、

学歴主義的な社会観における格差の存在が指摘されている。2009 年、2011 年

のデータをそれぞれ分析した堀（2014）や白川・古田（2018）からは、大きな

格差だとはいえないものの、学歴主義的な社会観の受容状況が出身階層や高校

ランク・学科によって異なることが確認できる。

　これらを踏まえると、本稿の問題関心は以下のようにまとめられる。学歴主

義的社会イメージの変動を受けて、今日の高校生では、その受容状況に出身階

層、高校ランク・学科(5)に基づく偏りが存在していると考えられる。これに学

歴主義的社会イメージが教育達成意欲に結びつくという有田（2006）の指摘を
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考え合わせれば、学歴主義的社会イメージを通じた進路の階層化と不平等生成

が、高校の 3年間を通じて進行しているのではないか、ということである。

　なお、このような学歴主義的社会イメージの働きは、性別によって異なる可

能性がある。詳しくは後述するが、現代日本社会において、学歴の効用には男

女で重なる部分と異なる部分があるためである。

　本稿では、次節で分析課題を整理した上で、パネルデータを用いた学歴主義

的社会イメージの機能の男女別の検討を通じて、上記の問いについて議論する。

2. 先行研究と分析課題の設定

2.1.　進路格差の形成と学歴主義的社会イメージ

　前節で述べた重要性にもかかわらず、学歴主義的社会イメージやそれに類す

るものが、出身階層や、高校ランクや学科に基づく違いの影響を、進路選択に

対しどの程度媒介するかについては、定まった知見が得られていない。

　前述の堀（2014、p.60）では、出身階層、高校ランク・学科別に学歴社会観

の受容状況が示されており、その図表からは、出身階層と学歴社会観の間には

関連はほぼなく、高校ランク・学科については、普通科よりも専門学科でわず

かに学歴社会観が強いようにみえる。だが、堀自身はそれを積極的に議論して

いるわけではない。また、教育期待や教育達成に対して学歴主義的な社会観に

おける格差がどう影響しているのかは直接的に検討されておらず、学歴主義的

な社会観が学業達成に向けた努力と連動しなくなっているのではないかという

仮説の提示にとどまっている。

　学歴主義的社会イメージが教育達成の階層差形成にどのような役割を果たす

かを検討した研究としては、白川・古田（2018）や荒牧（2002）が挙げられる。

白川・古田（2018）は、2011 年に実施された、阪神地区の高校 3 年生の質問

紙調査データを分析している。その結果として、出身階層、高校ランク・学

科、そして進路希望と手段的学歴観（「社会経済的な成功の要件として学歴取

得がどのくらい有用か」（白川・古田 2018、p.128））の間に関連がみられるこ

と、大学進学希望者は手段的学歴観を強く持っている傾向にあることを示して

いる。また、荒牧（2002）は、2001 年に実施された東京都内の高校 3 年生の
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質問紙調査データを分析し、「高学歴の獲得を通じた高い社会経済的地位の獲

得志向」（荒牧 2002、p.9）を表す地位達成志向には、父教育年数・母教育年数、

そして高校偏差値との関連がみられないものの、地位達成志向と大学進学希望

の間には関連がみられることを示した。

　出身階層と学歴主義的な社会観の関連の有無に対する知見が上記の研究間で

かならずしも一貫していない理由については、学歴主義的な社会観を表す指標

が同じではないこと、調査時点・地点が大きく異なることが挙げられる。これ

らに加えてこれまでの研究の限界として指摘できるのが、一時点の調査データ

を分析していることもあって、学歴主義的な社会観と教育期待の因果関係や高

校の過程でそれらが影響し合う可能性を考慮していないことである。

　中村（2010）は、高校生期は進路選択に向けた「試行錯誤のプロセス」が行

われる時期であるが、データの制約もあり、「これまでの高校生の進路選択研究」

は進路選択を「『プロセスとして把握する』ということを十分に行ってこなかっ

た」（中村 2010、p.8）と指摘する。高校生は 3 年間をかけて進路選択を進め、

その中で進路の階層化も進んでゆく。その動的なプロセスにおいて、学歴主義

的な社会観と進路の関連は、①学歴主義的な社会観が進路に影響する、②進路

希望が学歴主義的な社会観に影響する、③共に影響しあう、④関連は無い、と

いう 4つのパターンが考えられる。一時点の調査データから、学歴主義的な社

会観と進路の関連を示すことは、“④ではない”ことは意味するが、①～③の

どれに該当するのかは自明でない。

　大学進学の希望などは、出身階層の影響や予期的な社会化を通じて、高校入

学前に一定形成されているといえる。だとすれば、当初から大学進学を検討し

ており、大学について調べたり進路指導を受けたりする中で、学歴をより肯定

的に捉えるようになる、ということも十分に考えられる。そのため、本稿の問

題関心である、学歴主義的社会イメージが進路形成に与える影響を明らかにす

る上では、両者の因果関係に踏み込んだ分析を行う必要があるといえる。

　そこで本稿では、データと分析モデルを工夫することで（詳細は次節で述べ

る）、出身階層や高校ランク・学科によって、学歴主義的社会イメージがどの

ように違い、学歴主義的社会イメージが高校生の進路選択とどのような影響関

係にあるのかを検討してゆく。
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2.2.　影響メカニズムにおける男女差

　また、本稿では学歴主義的社会イメージの働きが男女で異なる可能性を考慮

し、男女別に分析をおこなう。有田（2002）の分析によると、日本の高校生の

学歴効用認識には、男女差はないとされているため、本稿で取り上げる学歴主

義的社会イメージにも男女差はないか、あっても弱いと類推できる。しかし、

学歴主義的社会イメージと進路選択の関係における男女差は明らかではない。

　教育達成や地位達成における男女差は古くから検討されてきた課題である

（中西 1993、多賀・天童 2013）。女子において、短大進学者割合が減少し、代

わりに大学進学者割合が増加するなかで、教育達成自体における男女差は少し

ずつ縮小してきた（平尾 2008 など）。一方で、女子においても学歴や学校歴は

初職と深く結びつくとはいえ（豊永 2018）、子どもの出産というライフイベン

トの影響もあり、高学歴であったとしても男性ほどは就業継続がなされていな

い状況がある（平尾 2008、西村 2014）。すなわち、現代の日本社会において、

女性にとっての学歴は初職入職時に大きな効用を持つものの、その後のライフ

コースにおける効用は、男子に比べて相対的には小さい傾向にあるとされる。

　このような学歴の効用における男女差を踏まえると、“日本社会が”学歴主

義的だというイメージを男女で同等に有していても、“自分自身にとって”学

歴の効用が相対的に小さいと認識することで、女子においては学歴主義的社会

イメージが進路選択に影響しづらいということが考えられる。実際、日下田

（2020）は、高校 1年生の子どもを持つ母親においては、「女性では男性よりも

学歴の金銭的便益が小さい」という認識がみられると指摘している。

　日下田（2020）は高校 1年生の子どものデータも加えた分析から、高 1時点

で金銭的便益という観点から測定された学歴効用に対する認識が進路選択に対

して持つ影響力には明確な男女差は見られないことを指摘する（日下田 2020、

pp.212-213、p.219）。高校の過程で自身の高卒後キャリアについてのイメージ

をより具体的に定めていく中で、学歴主義的社会イメージが進路選択に与える

影響には男女差が生じてゆくのか、本稿の分析において確認してゆく(6)。

2.3.　本稿の分析課題

　これらを踏まえて、本稿では以下の 2 つの問いに答える分析をおこなう。1
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つ目の問いは、【学歴主義的社会イメージの受容状況は、高校ランク・学科や

出身階層で異なるのか】である。前述の有田（2002）や堀（2014）など、類似

の検討は存在する。だが、学歴主義的社会イメージに対する出身階層の直接効

果と、高校ランク・学科を通じた間接効果を整理した検討は見当たらない。

　2 つ目の問いは、【学歴主義的社会イメージは、高校生の進路決定過程にど

う影響しているのか】である。先に述べたように、これを検討する上では、教

育期待・決定進路と学歴主義的社会イメージの間の影響関係を丁寧に整理した

上で、学歴主義的社会イメージが進路選択に影響する経路をみてゆく必要があ

る。

　以降では、次節で説明する高校生のパネルデータを用いて、高校 1年時と高

校 3年時、そして高校卒業時の情報が得られた、学歴主義的社会イメージと教

育期待・決定進路の影響関係を男女別に分析し、これらの問いに答えてゆく。

3. データと方法

　分析に使用するデータは、「高校 1 年生の進路意識と将来への考え方につい

てのアンケート」およびその追跡調査（研究代表：日下田岳史）である。【第

1 回調査】は 2016 年 3 ～ 4 月、【追跡調査】は 2018 年 3 ～ 4 月に実施された。

前者は高校 1年生から高校 2年生に学年が上がる時期、後者は卒業の前後の時

期に当たる。この調査は、株式会社ジャパンマーケティングオペレーションズ

が住民基本台帳に基づいて構築したアクセスパネルから抽出された対象に対し

て実施された(7)。第 1 回調査における有効回答数は 1083 名、有効回収率は

18.5％である。第 1 回調査に加えて追跡調査も回答した有効回答数は 596 名で

ある。

　このデータは、対象者の高校 1年時の学年末（以下、高 1末）と高校卒業時

（卒業時）、そして後述のように回顧項目ではあるが、高校 3 年時の 4 月（高 3

初期）の教育期待の 3時点の情報を含んでいるため、高校生の間の変化につい

ての分析が可能である。また、高校生だけでなくその母親に対しても調査を実

施しており、出身階層をはじめとする家庭背景についてより正確な情報を得ら

れているという利点がある。
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　本稿ではまず、出身階層や高校ランク・学科によって学歴主義的社会イメー

ジの受容状況に違いがみられるのかを、2変数間の関係をみる形式で確認する。

その上で、前節に示した分析課題に応えるべく、多変量解析をおこなう。

　多変量解析には、変数間に因果や相関のパス（経路）を設定したモデルを

準備し、モデル全体について同時に推定をおこなう、構造方程式モデリング

（SEM、共分散構造分析とも呼ばれる）を使用する。これによって、出身階層

や高校ランク・学科などの属性と、学歴主義的社会イメージ、そして教育期待・

決定進路の関係性を、特定の部分のみではなく、総体として検討することがで

きる。

　本稿の分析課題である、進路選択とその分化における学歴主義的社会イメー

ジの働きを検討するために、高 1末、高 3初期の 2時点の教育期待、卒業時の

決定進路と、高 1末、卒業時の学歴主義的社会イメージの影響関係を考慮して

モデルを設定した。図 1はモデルの全体像である。また、図 1のみでは煩雑で

見づらいため、図 1のうち点線で囲った部分を拡大して図 2に示した。
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図 1 分析モデルの全体図  

 

 

図 2 教育期待・決定進路と学歴主義的社会イメージのモデル  

（図 1 の点線で囲んだ部分を抽出したもの）  
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　図 1 で確認しておきたいのは、出身階層、高校ランク・学科から、高 1 末、

卒業時の学歴主義的社会イメージに向かうパスである。これらのパスが実際に

存在すれば、学歴主義的社会イメージにはそれらの属性に基づく偏りが生じて

いることになる。また、出身階層については、高校ランク・学科を経由した影

響（間接効果）についても検討する。

　次に図 2である。学歴主義的社会イメージと教育期待の相互の影響を整理す

る上でとくに重要なのが、高 1末の学歴主義的社会イメージから高 3初期の教

育期待へ、高 1末の教育期待から卒業時の学歴主義的社会イメージへと引かれ

たパスである。2 変数間に時点の前後関係があることで、相互の影響関係を踏

まえて推定することが可能になる(8)。また、決定進路を分析に含めることで、

学歴主義的社会イメージを通じた高卒後進路の階層化が実際に生じているのか
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ロセスの検証にあるため、基本的にはそのような経路のみを確認してゆく。

　高 1末の教育期待と学歴主義的社会イメージの間には、誤差の相関関係を認

めている。すなわち、両者のうち出身階層や高校ランク・学科、中 3時成績で
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モデルを設定した。図 1 はモデルの全体像である。また、図 1 のみでは煩雑で

見づらいため、図 1 のうち点線で囲った部分を拡大して図 2 に示した。  

 

 

図 1 分析モデルの全体図  

 

 

図 2 教育期待・決定進路と学歴主義的社会イメージのモデル  

（図 1 の点線で囲んだ部分を抽出したもの）  
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説明されない部分に相関がある、という関係性を考慮している。高 3初期の教

育期待と卒業時の学歴主義的社会イメージの間には、前者が後者に影響すると

いう関係性を設定した。ここにも時点の前後関係があるためである。

　なお、卒業時の学歴主義的社会イメージと決定進路の間には、高 1末の 2変

数同様に、誤差の相関関係をモデルに組み込んだ。本稿の問題関心から言えば、

ここでは学歴主義的社会イメージから決定進路への影響があるかどうかを確認

できるのが望ましい。だが、高 3の進路決定前の学歴主義的社会イメージはこ

の調査では尋ねておらず、卒業時の学歴主義的社会イメージには、高 3の進路

決定前に形成されたイメージと、進路決定後に自身の予定進路の影響を受けて

形成されたイメージが混じっていることが否定できない。そこで、今回はあく

まで両者の関連の有無について確認する。もし実際に関連が存在するのであれ

ば、進路決定前の学歴主義的社会イメージが高卒後進路に影響している“可能

性がある”ということになる。

　変数は以下の通りに設定した。なお、記述統計量は表 1の通りである。

　学歴主義的社会イメージについては、「今の社会で、個人の将来の職業や収

入を決める」ものとして(9)、大学への進学、どの大学を出たか、大学院への進

学のそれぞれがどの程度重要だと考えるかを 4件法で尋ねたものを、重要だと

考えているほど点数が高いように変換した上で合算した（3～ 12 点） (10)。

　教育期待、および決定進路については、それぞれ高校卒業後の進路の希望を

尋ねたものと、追跡調査にて高校卒業後の進路予定を尋ねたものについて、高

校まで＝ 12、専門学校・短大＝ 14、大学＝ 16 というように、教育年数を割り

当てた。なお、教育期待における「未定」には中間値である 14 を与え(11)、決

定進路における進学のための浪人については、そのほとんどが高 3の 4月の教

育期待が大学進学であったことを確認して、16 を与えた。なお、高 3 時の教

育期待は、追跡調査で「高校 3年生 4月」の意識について尋ねた回顧項目であ

る。

　出身階層は、近藤（2012）や中村・藤原（2010）を参考に、家庭の暮らし向き（5

件法）、世帯収入、父母の職業、父母の学歴を多重対応分析で 1 つの連続変数

に変換し、偏差値化したものを使用した。

　高校ランクについては、第 1回調査において、所属高校の大学・短大進学率
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について「1　3 割未満」「2　3 割～ 5 割未満」「3　5 割～ 8 割未満」「4　8 割

～ 9 割」「5　ほとんど全員」という選択肢で尋ねたものをそのまま使用した。

学科については普通高校・学科と専門高校・学科(12)に区分した。

　中 3時成績は、第 1回調査にて、中学 3年生時の校内成績について尋ねたも

のを使用した。

4. 分析結果

4.1.　出身階層、高校ランク・学科別にみた学歴主義的社会イメージの受容状況

　学歴主義的社会イメージの分析に入る前に、出身階層、高校ランク・学科ご

とに、教育期待と決定進路がどう変遷するか確認しておこう。便宜上、出身階

層については連続変数を 3等分して 3カテゴリ、高校ランク・学科については、

大学進学率と学科に応じて「普通高校・学科上位」「普通高校・学科中位」「普

通高校・学科下位」「専門高校・学科」の 4カテゴリに分類した。

　表 2には、出身階層、高校ランク・学科ごとに、高 1末と高 3初期の教育期待、

決定進路それぞれの平均値を示した。平均値でみる限り、出身階層上位や普通

上位の高校では、ほとんど全員が大学進学を選択することもあって変化がほぼ

ない一方で、出身階層下位や普通下位の高校、専門高校では、とくに高 1末か

ら高 3初期の間に教育期待の冷却が生じている様子がうかがえる。

　続いて出身階層、高校ランク・学科によって、学歴主義的社会イメージの受

9 
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表 1 使用する変数の記述統計量  

 

最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差

31.561 77.454 50.207 9.884 29.489 74.446 49.781 10.138
1 5 3.672 1.391 1 5 3.828 1.223

高校種別 普通高校・学科 - - 0.751 - - - 0.812 -
専門高校・学科 - - 0.249 - - - 0.188 -

1 5 3.462 1.292 1 5 3.502 1.276

3 12 9.067 1.777 3 12 8.820 1.639

3 12 8.885 1.915 3 12 8.238 1.714

12 16 15.312 1.304 12 16 15.431 1.179
12 16 15.233 1.402 12 16 15.105 1.342
12 16 15.249 1.399 12 16 15.046 1.394

男子（253ケース） 女子（239ケース）

学歴主義的
　社会イメージ（卒業時）
教育期待（高1末）
教育期待（高3初期）
決定進路

出身階層

高校ランク

中3時成績
学歴主義的
　社会イメージ（高1末）
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容状況がどう違っているのかを、平均値を図示して確認する。

　図 3は出身階層別の学歴主義的社会イメージの平均値（高 1末、卒業時）を

みたものである。これをみると、男子では高 1末の時点で、出身階層上位層と

中下位層に学歴主義的社会イメージの違いがあり、卒業時になると上位層と中

位層の差は縮まるものの、中位層が追いつくまでには至らないことが分かる。

女子では、高 1末の時点で上位層と中位層にはあまり差がみられず、下位層の

み違いがあるが、卒業時には、上位層の平均値が維持されているのに対し、中

位層・下位層では大きく下がり、結果として上位層と中下位層の間に大きな違

いが生じていることが分かる。

　図 4は高校ランク・学科別に学歴主義的社会イメージの平均値をみたもので

ある。図 3との比較から、出身階層よりも高校ランク・学科による格差の方が

大きいと分かる。男子では、高 1末の時点で高校ランク・学科間で格差がみら

れ、卒業時には格差が縮小する傾向にあるものの、普通高校・学科下位と専門

高校・学科が逆転することを除き、格差の存在自体は残る。女子では、高 1末

の時点では男子ほどの格差はみられないが、卒業時には格差が拡大し、とくに

普通高校・学科と専門高校・学科の間の格差が広がっていることが確認できる。

11 
 

表 2 教育期待（高 1 末、高 3 初期）、決定進路の分布  

 

 

  

図 3 出身階層と学歴主義的社会イメージ（平均値） (14 )  

 

 
図 4 高校ランク・学科と学歴主義的社会イメージ（平均値） (1 5 )  

 

ただし、これらの結果はあくまで出身階層と学歴主義的社会イメージ、高校

ランク・学科と学歴主義的社会イメージという 2 変数の間の関連に過ぎない。

出身階層 高1末 高3初期 卒業時 高校ランク・学科 高1末 高3初期 卒業時

上位（n=88） 15.8 15.9 15.9 普通上位（n=90） 15.9 16.0 16.0
中位（n=78） 15.4 15.2 15.3 普通中位（n=86） 15.5 15.5 15.5
下位（n=87） 14.8 14.6 14.6 普通下位（n=14） 15.4 15.1 15.1

専門（n=63） 14.2 13.9 13.8
上位（n=76） 15.9 15.7 15.8 普通上位（n=92） 15.9 15.8 15.9
中位（n=86） 15.4 15.2 15.1 普通中位（n=86） 15.6 15.1 15.0
下位（n=77） 15.0 14.4 14.2 普通下位（n=16） 15.6 14.8 14.3

専門（n=45） 14.2 13.8 13.7

男子

女子

6.800

7.300

7.800

8.300

8.800

9.300
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高1末 卒業時
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8.300
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普通上位（n=92） 普通中位（n=86）
普通下位（n=16） 専門（n=45）

男男子子 女女子子
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　ただし、これらの結果はあくまで出身階層と学歴主義的社会イメージ、高校

ランク・学科と学歴主義的社会イメージという 2 変数の間の関連に過ぎない。

ここでみられた変数間の関連は、学力や教育期待を通じた擬似相関であるかも

しれない。そこで、次項では先に示した図 1・図 2 のモデルにしたがって、学

歴主義的社会イメージに対して出身階層、高校ランク・学科がどう影響してい

るのか、学歴主義的社会イメージは教育期待・決定進路とどのような影響関係

にあるのか、を確認してゆく。

4.2. 多変量分析

　図 1・図 2で示したモデルにしたがい男子の分析を行った結果が図 5である。
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図 4 高校ランク・学科と学歴主義的社会イメージ（平均値） (15 )  
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　モデル適合度についての指標をみる限り、男子については非常に当てはまり

が良く（豊田 1998）、このモデルで高校生男子の実態を適切に捉えることがで

きているといえる。

　結果について具体的にみていこう。まず学歴主義的社会イメージに影響する

変数を確認する。高校ランクは高 1末の学歴主義的社会イメージに影響を与え

ているが、卒業時の学歴主義的社会イメージには影響していない。これは、高

校ランクは高校 1 年生の頃には学歴主義的社会イメージを大きく左右するが、

その時点で生じた高校間格差は、大きく拡大・縮小されることなく、高校生の

間を通じて維持される、ということだと解釈できる。

　高校の学科は、教育期待には影響しているものの、学歴主義的社会イメージ

に対して 5％水準で統計的に有意な影響は確認できない。

　出身階層は、学歴主義的社会イメージへの直接的な効果は確認できないが、

高校ランクへの影響を通じて、高 1末の学歴主義的社会イメージに間接的に影

響を与えていることが分かる。中 3時成績については、学歴主義的社会イメー

ジへの影響は確認できない。

　では、学歴主義的社会イメージは、進路に対してどのように影響しているか。

高 1末の学歴主義的社会イメージと、同じく高 1末の教育期待の間には関連が

確認できない。だが、高 1末の学歴主義的社会イメージは高 3初期の教育期待

に影響していることが分かる。卒業時の学歴主義的社会イメージと最終的な進

路との間には関連はみられない。これらの結果を踏まえると、学歴主義的社会

イメージの受容状況の違いは、高 3初期の教育期待に対する影響を通じて進路

分化をうながす、と解釈することができる(15)。
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　まとめれば、男子では高校ランクが高 1末の学歴主義的社会イメージに格差

を生み、それが高 3初期の教育期待に影響して、最終的な高卒後進路の格差に

結びつく、ということになる。生徒が入学する高校のランクは出身階層の影響

を受けているため、学歴主義的社会イメージの受容における違いを通じて、高

卒後進路の階層間格差が生じる側面もあるといえる。

　続いて女子の分析結果（図 6）をみる。モデル適合度の指標である RMSEA

が習慣的に妥当だとされる水準（0.1）よりわずかに高く（豊田 1998）、モデル

自体の改善の余地はあるものの、解釈可能性と推定結果の信頼性の双方を鑑み

て、ここでは図 6の推定結果を示した(16)。

　出身階層、高校ランク・学科から学歴主義的社会イメージへの影響、また、

学歴主義的社会イメージが高 3初期の教育期待や決定進路に及ぼす影響をまと

めておく。前者については、出身階層からの影響は 5％水準で統計的に有意で

はなく、高校ランクからの影響は有意となっている。後者については、高 1末

13 
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の学歴主義的社会イメージが高 3初期の教育期待に影響する経路、卒業時の学

歴主義的社会イメージと教育期待の関連は 5％水準で有意ではなかった。

　以下では、図 6の結果を整理する。学歴主義的社会イメージの規定要因を確

認すると、男子と同様に、高校ランクは高 1末の学歴主義的社会イメージに影

響しているが、卒業時の学歴主義的社会イメージへの直接的な影響はみられな

い。ただし、男子と違って出身階層と高校学科が、卒業時の学歴主義的社会イ

メージには影響している。入学した高校のランクは早い段階での学歴主義的社

会イメージの分化を促す。一方で、出身階層や学科の違いは、高校 3年間をか

けて、または進路を具体的に考え選択する高校後期に、学歴主義的社会イメー

ジに格差をもたらす、ということになる。

　学歴主義的社会イメージと教育期待・決定進路の関連については、高 1末の

時点で学歴主義的社会イメージを強く持っている生徒は同じ高 1末時点の教育

期待が高い傾向にある。だが、高 1末の学歴主義的社会イメージは、高 3初期

14 
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の教育期待に（5％水準で）統計的に有意な影響を持っている訳ではない。ま

た、卒業時の学歴主義的社会イメージと決定進路の間にも関連は確認できない。

よって、男子では確認された、学歴主義的社会イメージが進路選択に影響を与

える経路は女子ではみられない。ただし、高 1の頃に形成された学歴主義的社

会イメージが、同じ高 1の間に教育期待に影響し、学歴主義的社会イメージが

高校の早い段階でのみ進路形成に影響している可能性は否定しえない。

5. 議論

　本稿では、学歴主義的社会イメージは、出身階層や高校ランク・学科の影響

を媒介して、進路選択に格差をもたらすか、というリサーチクエスチョンを設

定して、高校生のパネルデータを用いて検討を行ってきた。この問いへの回答

は、男子においてはその可能性が確認されるが、女子では明確には確認されな

い、ということになる。

　男子では、高校入学後の早い段階で「いい学校に行くことは将来の成功に結

びつく」というイメージを持つことが教育期待を高める。ただ、このようなイ

メージを持つかどうかには高校ランクに基づく格差がみられる。そして、その

ようなルートを通じて、高卒後進路の階層間格差が生じて（強まって）しまう。

　女子でも、出身階層や高校ランクによって、学歴主義的社会イメージを持ち

うるかどうかには差がある。だが、学歴主義的社会イメージが進路分化に影響

する可能性は、高校初期にのみ存在し、それ以降、特に進路決定期には、その

可能性は確認されない。教育期待は、学歴主義的社会イメージとは別に、直接

的・間接的に出身階層、所属高校の影響を受けて階層化されてゆく。

　男女の違いについてまとめると、男子の場合は出身階層が学歴主義的社会イ

メージや教育期待・決定進路に対して直接的に影響する様子はみられない一方

で、女子では出身階層の、学歴主義的社会イメージや教育期待・決定進路に対

する直接的な影響がみられる。また、男子では高校初期に形成された学歴主義

的社会イメージは、高校の過程を通じて進路分化に影響していると考えられる

が、女子では、学歴主義的社会イメージによって媒介される、進路分化への高

校の過程を通じた影響は限定的であり、高校初期でのみその可能性がみられる。
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　2 節でも触れたように、教育達成や就業率における男女差が縮小傾向にある

とはいえ、出産を契機とした離職や、その後の再就職における学歴効果の減少

（平尾 2005、西村 2014）を考えれば、女子は進学校に進学したとしても男子ほ

どには学歴の効用を認識しにくいと考えられる。そのためか、女子では学歴主

義的社会イメージが教育期待に結びつきにくくなっている。とくに、高校での

キャリア教育や、進学先、就職先の選択を経て、自身の“女性としての”ライ

フコースについてのイメージが具体的になるほど、ますます両者は結びつきに

くくなってゆくと考えられる。そのため、高校生女子では、学歴主義的社会イ

メージと教育期待の関連が高校初期ではありえても、それ以降では前者から後

者への因果パスは確認できない、という結果が得られたのだと解釈できる。

　本稿の問題設定に照らせば、出身階層に基づく学歴主義的社会イメージの受

容状況の偏りは、現状、とくに男子にとって問題になりうる。出身階層によっ

て教育期待が異なるのは、多くの研究によって繰り返し指摘されてきたことで

あるが、学歴の効用認識においても、高校ランクを通じて階層差が生じており、

そのような社会イメージを通じて、高卒後進路の階層差がより強固なものと

なっていることになる。1 節で述べたような、高校の専門分化をうながす教育

改革を通じて、高校ランク・学科や、それに媒介される出身階層に基づく学歴

主義的社会イメージの分化がより進展するのであれば、高卒後進路の格差、ひ

いては地位達成の格差が拡大したり固定化されたりすることは避けえないだろ

う。

　女子については、今のところこのような格差拡大の可能性は高いとはいえな

い。だが、男女の教育達成やライフコースの平等化が進む中で、就職・再就職

を中心としたキャリアに対するイメージにおける男女差が消滅するようであれ

ば、男子と同様に、学歴主義的社会イメージによる高卒後進路の階層差の拡大

が現実味を帯びてくる。

　もっとも、女子では男子で確認されなかった、出身階層の高 3初期教育期待、

決定進路への影響が確認できる（図 6）。その意味で、女子ではより直接的に、

出身階層が教育達成や地位達成を制約しているといえる。男子では、高校ラン

ク・学科を通じた間接的な影響が主であり、少なくとも名目上はメリトクラ

ティックな地位達成競争が行われているが、女子では、進路決定の最終的な局
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面まで、出身階層による違いが生じており、出身階層の強い影響力がうかがえ

た。

　最後に、本稿の限界について述べておく。本稿では高1末と卒業時の2時点（高

3初期の教育期待を含めて3時点）の質問紙調査データを分析した。これによっ

て、高校生の学歴主義的社会イメージが進路選択とどう関連しあっているのか

を示すことができたが、時点数が少ないことは否めない。また、高校生の間の

成績の変化が本稿で明らかにしたメカニズムとどう関わるかについても、デー

タの制約上明らかにできなかった。時間・金銭コスト、そしてデータの内実の

兼ね合いをみつつも、より時点数が多く、高校生が学習面で変化する過程につ

いての詳細情報を含むデータを取得して分析することが必要だといえる。

付記

本研究は、JSPS 科研費若手研究（B）（JP15K17388）、研究活動スタート支援

（JP19K23310）の助成を受けたものである。調査データの使用にあたっては、

研究代表である日下田岳史氏の許可を得た。記して感謝する。

注

(1) 有田（2006）は、Sorensen（1994）を引きながら、「本人の教育達成結果、すなわち本人の学

歴がその後の社会経済的地位を大きく左右するとの社会イメージ」（有田 2006、p.5）が韓国

社会で浸透していると述べている。

(2) ただし、竹内（1995）は、戦後日本社会でも「学歴主義的社会イメージ」は他国に比べてそれ

ほど強いわけではなく、学歴の象徴的な価値（学歴が獲得された身分や地位だと認識される）

が深く受容されてきたのではないかと議論していることには注意が必要である（竹内 1995、
pp.88-90）。

(3) 教育再生実行会議「技術の進展に応じた教育の革新、新時代に対応した高等学校改革について

（第十一次提言）（令和元年５月１７日）」（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/

teigen.html、2020 年 9 月 21 日取得）

(4) もっとも 1980 年代以前も、実際には誰もが学校教育を重視していたとはいいがたい。堀（2014）

によれば、学歴社会観について「非常にそう思う」または「どちらかといえばそう思う」の比

率は、1979 年には 78.0％と高い水準ではあったが、「非常にそう思う」に限定すると 43.4％で

あり、普通科上位では 34.1％、普通科中位では 45.8％、専門では 48.0％と高校ランク・学科に

よる違いが確認できる。
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(5) 本稿では議論上、「高校ランク・学科」は出身階層の影響を媒介する存在として扱うにとどま

るため、そこに含まれる入学者の学力等の違い、カリキュラムや指導方針の違い、学力ランク

や学科に基づく他者からの視線の違いなどを総称して、「高校ランク・学科」と述べている。

(6) 日下田（2020）は、大卒者は大卒者と結婚しやすいという学歴同類婚を踏まえた世帯年収の増

加を考えれば、女性にとって大卒学歴の効用は男子に劣らず大きいとも述べている。このよう

な学歴同類婚を踏まえた学歴の効用についての認識は、本稿における学歴主義的社会イメージ

には含まれず、本稿のモデルとは別のメカニズムとして、学歴同類婚に伴う学歴の効用につい

ての認識に媒介される進路の階層化が生じている可能性がある。

(7) 標本抽出にあたり、日本全国を 7地域に分け、標本における割合がそれぞれの男女別人口構成

割合に一致するように計画された。Web 回答を中心に一部は郵送法で実施された。調査の詳

細は日下田（2017）を参照されたい。

(8) これは交差ラグ効果モデルと呼ばれる（Finkel 1995）。
(9) 大学進学が必要な資格・職業（たとえば医師や薬剤師、管理栄養士など）と学歴の結びつきを

念頭においての回答が含まれている可能性があるが、学歴が職業的地位の獲得に影響するとい

う点で、これも広義には学歴主義的社会イメージであると考え、このような操作的定義とした。

(10) クロンバックのαは、高校 1 年時で 0.749、高校 3 年時で 0.771 と高く、合算して使用しても

問題ないと判断した。

(11) 教育期待における「未定」に 16 を与えた場合でも、14 を与えた場合とおおよそ変わらない結

果が得られた。

(12) 英語学科や理数科など普通教科についての専門学科は「普通学科」に含め、総合学科と職業教

育に関する学科を「専門学科」に含めたため、本来の用語法とはやや異なることに注意されたい。

(13) 各時点での出身階層による差異は、女子・高 1末の出身階層上位と中位の間を除き、平均値の

t 検定で、すべて 5％水準で統計的に有意である。

(14) 各時点での高校ランク・学科による差異は、男子・卒業時の普通下位と専門の間を除き、平均

値の t 検定で、すべて 5％水準で統計的に有意である。

(15) ただし、高 3初期の教育期待は、追跡調査（卒業時）での回顧回答であるため、決定進路が「高

3 初期の教育期待」を通じて学歴主義的社会イメージに影響するという逆の因果関係である可

能性を完全には否定できない。

(16) データと紙幅の限界もあって、今回はあくまで図 1、図 2 に示したモデルをもとにした分析結

果の提示とそれに基づく仮説的な議論にとどまったが、今後、より頑健な分析結果に基づく検

証ないしは議論が望まれる。
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社会階層および高校間進路格差の形成過程
―学歴主義的社会イメージに着目して―

（山口泰史）

 The impression of an academic credential-based society, namely, the image 
that it is important to get higher academic credentials for success in society, has played 
an important role in the educational selection system in upper secondary schools in 
Japan. However, previous research indicate that high school students become less 
likely to develop this image. If there are gaps in accepting the image between each 
social background and school track in such a situation, the social gap in educational 
achievement could widen.
	 In	this	study,	I	applied	the	cross-lagged	effect	model	to	a	panel	dataset	that	
targeted high school students and their parents, and investigated the following by 
gender: the relationship between students’ social background, high school rank/type, 
and their impressions of an academic credential-based society, and their educational 
expectations and achievements. 
 The results are as follows: (1) the indirect effect of social background 
through high school rank on the impression of academic credential-based society in the 
first	year	was	confirmed	for	both	males	and	females.	(2)	For	boys,	the	impression	in	
the	first	year	affects	educational	achievement	through	educational	expectations	in	the	
early	stages	of	the	third	year.	(3)	For	girls,	we	cannot	confirm	the	causal	path	in	which	
impressions	influence	their	educational	achievements.
	 These	 results	 imply	 two	agendas.	First,	 the	widening	of	disparities	 in	
accepting the impression of academic credential-based society based on social 
background, high school rank and type will lead to a widening of social inequality 
in educational achievement, especially among boys. Second, perhaps because of the 
gender role image in careers, it is possible that the impression of academic credential-
based	society	has	less	influence	on	educational	achievement,	and	that	students’	social	
background more directly determines their educational achievements for girls.

Examinig the Formation Process of Disparities in Educational 
Achievement Based on Social Background and High School Rank / Type:

Focusing	on	the	Impression	of	an	Academic	Credential-based	Society

YAMAGUCHI, Yasufumi
(Teikyo University)


