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要約 

日本では学歴社会という言葉がささやかれて久しい。この学歴社会という言葉が表すと

ころは、学歴が将来の所得に影響するから、出来るだけいい高校に、出来るだけいい大学

に、確固とした根拠もないのに予備校の偏差値表だけに則って学校を選択することであ

る。しかし、学校を選択する際には、その学校に入るだけの学力、能力が備わっていなけ

ればならないが、それらは個人の努力だけではなく、親の所得にも強く依存していると考

えられている。すなわち、親の所得→子の学歴→子の将来所得という関係が成り立ってい

るために、先天的に不公平感があるということである。本稿は、主に、この事実に疑問を

投げかけ、政策提言を行うものである。 

 まず、第 1 章において、様々な理論や文献を引用して、教育の重要性を説くとともに上

記の問題点を明確化した。すなわち、所得の多寡で教育投資の多寡が決定されるために、

同世代間の所得格差はその世代だけの格差ではなく、子の世代の学歴格差に影響し、その

学歴格差は子の世代においても所得格差を生み出すという問題点である。金持ちの子ども

は金持ちに、貧しい子どもは貧しいままにという所得階層の固定化がおきるのである。 

続いて、第 2 章では 4 つの定量分析をおこなった。初めの二つは、大学就学率と技術進

歩率の回帰分析及びサービス業の貢献度の時系列分析であり、教育の重要性を定量的に確

認した。詳しく述べると、まず、前者の分析においては、大学就学率が技術進歩率と正の

相関を持ち、経済成長には大学教育が欠かせないことを示した。次に、後者の分析では、

近年の世界経済成長においてサービス業貢献度が高まっていることを示し、さらなる知識

集約型産業への移行のためには教育を重要視すべきだと述べた。後半の二つの定量分析

は、親の所得と大学偏差値の回帰分析及び教育収益率と偏差値の回帰分析である。前者の

分析において、親の所得と大学偏差値との正の相関関係を示し、親の所得の多寡が子ども

の教育に影響していることを定量的に説明した。後者の分析では、大学入学難易度と将来

所得の関係を検証した。この分析では、所得を得る機会格差、すなわち将来所得だけでな

く教育投資量も考慮したために、被説明変数に収益率、説明変数に偏差値を用いて回帰分

析をおこなった。結果は正の相関関係であったので、より偏差値の高い学歴をもつほど、

より利率の高い教育投資機会を持っていることが確認できた。以上、二つの回帰分析を通

じて、政策ターゲットとした問題点、すなわち、親の所得→子の学歴→子の将来所得とい

う関係を明確化した。 

そして、第 3 章において、バウチャー政策がこれら諸問題の解決策だと政策提言をおこ

ない、本稿の総括とした。提言内容を端的に述べると、「小中学校における二種類のバウ

チャー政策の導入及び高校・大学における一種類のバウチャー政策の導入」である。最後

に、政策の実現可能性についても言及した。 
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はじめに 

＜本テーマに至った理由＞  

本稿のテーマは、当初は塾の地域市場に関して定量分析をおこなうことであり、本項を

執筆した四人も、塾市場に大変興味があったからこそ集まり議論も行っていた。塾が市場

に参入するか否かはどういう要因によるものなのか、生徒数や所得に依存するのか、ある

いは地域の学力レベルに依存するのか、通信教育を塾市場においてどう位置づけるか、個

別指導と集団指導は代替財として機能しているのか、塾の費用対効果はどれだけあるの

か、市場画定はどうすべきか、そういった議論を 8 月の時点では行っていたし、塾市場に

関する論文執筆を前提として中間報告も行っていた。ただ、議論を繰り返していくにつ

れ、なにかしら問題点を提起するならば、提起するだけでなく、それを解決する政策も

しっかりと提言したいと考えた。もちろん、塾市場に関して定量分析を行い何かしら政策

提言も考えようとしたのだが、政策変数として提起できるような影響力の強い因子が見つ

かるわけでもなく、手詰まり感があった。そんなとき、本稿 2 章の教育の収益率という概

念に出会った。初めて知ったときは、教育を投資機会で考えられることに新鮮な感動を感

じた。この概念を使えば、塾産業と違って政策提言がしやすい公教育に話を進めることが

できるのではないかと思いついた。そこで、テーマを塾市場から変更し、教育の質的・量

的格差を是正し得る政策を提言することにした。 

 

＜先行研究に関して＞ 

親の所得が子の学歴につながり、子の学歴が子の所得につながるということを示した論

文として、青・村田(2006)がある。青・村田(2006)は分析を通して、①大学・学部別平均

収益率を計測しその差異を指摘、「ヨコの学歴」による所得格差が拡大しつつあることを

示した、②大学入学時の偏差値の高い大学・学部ほど収益率が高いという関係を示した、

③学生の親の年収との関係を分析し、親の所得が高いほど子の偏差値が高いことを明らか

にした、④収益率格差より生じる所得格差が近年拡大しつつあることを示唆した。本稿で

は、これら四つの分析手法を参考にして、同様の定量分析を行い、独自解釈も加えていっ

た。 

教育バウチャーに関して、日本では検討がたびたび行われてきたが、その参考としたの

が文部科学省の「教育バウチャーに関する研究会」の「教育バウチャーに関する検討状況

について」という報告書である。この報告書では、既存の諸外国の教育バウチャー制度の

事例を、各国の歴史・文化・社会的背景や財政制度も踏まえながら紹介しており、バウ

チャー政策の長短を理解する際に非常に参考になった。 

 

＜論文作成にあたって＞ 

 問題意識、分析手法、政策提言内容などは論文に記したので割愛させていただくことに

して、我々が論文作成にあたってどれだけ苦労したか、ここでは記していきたい。今と

なって思いを巡らせると、大きな達成感を感じている。初めて集まったときは、政策提言

などというゴールには目もくれず、ロジット回帰、プロビット回帰といった小難しい分析



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 
 

6 
 

をすることを至上命題・絶対条件と考えていた。そのため、論文を完成させる手段として

分析をおこなうというよりも、分析それ自体を目的化してしまい、論文の方向性を完全に

見失っていた時期もあった。そのため、本格的に論文として取り組みにはかなり時間がか

かった。だが、試行錯誤を幾度も繰り返し、論文構成を固め、議論し合った結果、分析だ

けでない実用的なテーマを取り上げるために、本稿で公教育問題の解決を提言することに

決め取り組み始めた。本稿ではあまり強調できなかったことだが、我々はどのパートより

も労力をつぎ込み、論文に取り組んだ自負がある。特に第 2 章の現状分析の収益率計算で

は、一校ずつ費用・将来所得・偏差値を求めるために、日本全国何百校もの大学を対象と

して就職情報を探し、就職企業を分類したり、統計ソフトにその情報を入力して加重平均

を行ったり、高次方程式を解くために当初は手計算でやったり、全くの誇張ではなく筆舌

に尽くしがたいほどの労力を全員が費やした。改めて、よく、全員そろって脱稿までこぎ

つけたなと思う。 

 本稿は、こうした泥臭い作業をいくつも重ねたうえで、深く考え導き出された、努力の

結晶だということを、頭の片隅にでも入れて、ご覧になっていただければ幸いである。 
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第1章  日本の教育の現状と問題 

第1節 教育の重要性 
本節では、教育と経済学に関するもっとも有名な理論を二つ示すことで、社会にとって

いかに教育が重要なのかを述べる。続いて、現実的な問題としてサービス業の伸長を挙

げ、なぜ教育が重要なのか我々が独自の解釈を与えた。 

 

 

第1項 人的資本論 

 

「人的資本」とは、労働者に備わっている知識や技能、教養、ノウハウなどの総称のこ

とである。これは、通常、機械などの物的な生産設備を経済学で単に「資本」と呼ぶこと

に比喩して、人をサービスの生産設備だと考えて使用される用語である。言い換えれば、

人に投資するものを知識や技能、教養、ノウハウなどと考え、その投資に対して、人がど

れだけのパフォーマンスを示せる生産設備なのかと経済学の土台で議論することなのであ

る。 

これを利用したのが「人的資本論」である。つまり、工場の設備や土地といったものと同

様に、何かを人に投資すれば、その分だけ付加価値を生産すると考える理論である。この

考えは、教育を単に人への投資として考えるために、小塩（2002）によれば「極めて非人

間的、反社会的な考え」だとされている。しかし、教育というものの価値を数値で表し、

効果を測定しようとする経済学的な立場では、非常に有用な考え方である。  

 

 

第2項 シグナリング理論 

 

本項ではシグナリング理論について述べる。シグナリング理論とは、個人の能力はそも

そも教育を受ける前に既に決定されており、教育がその能力を他者に伝える「シグナル」

として働くという理論である。つまり、大学は単に能力を識別する装置であると考えられ

ている。これは人的資本論とは対照的な考え方のようだが、シグナリング理論と人的資本

論ともに教育を「投資」と捉えているという点で共通している。シグナリング理論は自分

の能力を他者に伝えるのにどれだけ費用を使うかということで教育水準を決定するが、人

的資本論では教育に投資した費用を教育投資から得られる収益でどれだけ回収できるかと

いう考え方で教育水準が決定される。ゆえに、シグナリング理論では、学歴が高くなれば

より多くの就職機会を得られることを示している。そのために人々は教育が重要だと考え

るのである。 

1項、2項は 2章の実証分析で具体的に効果を計量する。 
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第3項 サービス業の伸長 

 

 現実的な課題として、サービス業が伸長しているため、教育がより大切になっているこ

とを本項で述べていく。そのため、1 項、2 項とは異なった視点で教育の重要性を述べて

いく。 
 

図表 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：”world databank”のデータを元に筆者作成 
はじめに、先進諸国の産業構造に関する＜図表 1＞を見てみる。ここではサービス業割合

が多くの国が第三次産業を中心としていることがわかる。なぜ、先進諸国においては第三

次産業が中心となるのだろうか。ペティ、大内、松川（1955）では以下のようなたとえ話

で説明している。「イギリスの納付は１週に４シリングしか儲けないのに、海員は賃金と

して、食料その他として１２シリングも儲ける。すなわち、１人の海員は３人の農夫にあ

たる」。これが意味していることは、農業以外を生業としている「海員」の国家は、農業

を生業としている「農夫」のような国家が 3 か国集まってようやく同等の付加価値を生み

出すということである。端的に言うと、ウィリアム・ペティは、農業が主産業の国家は、

サービス業などを主産業にした国家に、経済的には遠く及ばない未熟な国家であると述べ

ているのだ。つまり、第三次産業の伸びが経済発展につながるということである。この考

えに従えば、経済を発展させるためには、第三次産業を充実させなければならず、教育水

準を高めなければならない。なぜなら、第三次産業は金融や保険、不動産業、教育、医療

などに代表されるいわば「知識集約型産業」であり、一定の教育水準が必要とされるから

である。  
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図表 2 

2006 年 GDP に占めるサービス業の割合と一人当たり GDP の図表 
Country Name Services, etc., value added (% of GDP) GDP per capita (current US$) 

France 77.34 35558.00293 

Greece 76.75 23776.54819 

United States 76.74 44663.47168 

United Kingdom 75.85 40335.39279 

Portugal 72.34 18996.02041 

Italy 70.7 31614.07443 

Germany 69.3 35429.48441 

Singapore 68.66 33019.48533 

Japan 68.52 34147.82501 

Spain 67.37 27988.83417 

Canada 66.54 39162.32799 

Brazil 65.75 5793.400957 

Mexico 60.51 8830.844748 

出所：”world databank”のデータを元に筆者作成 
では実際にサービス業の伸長および教育の充実と経済発展が関係するのか、データを見て

みよう。＜図表 2＞はサービス業割合が 60%以上である国を列挙した表である。さらに、

一般的に経済水準の尺度と考えられている一人当たり GDP とサービス業割合のデータを＜

図表 2＞で確認してみよう。すると、ほとんどの国が当時の世界平均の 7569 を上回ってい

ることが確認できる。このことから、サービス業の伸長と経済発展には相関関係が存在す

ることが確認できる。 

 以上で述べたのは産業構造の変化に関する経済発展論の考え方だが、加えて経済発展論

ではクズネッツの「逆 U 字法則」という異なった考え方がある。簡単に説明すると、横軸

を経済発展の水準、縦軸を所得の不平等度の座標をとると、逆 U 字型のグラフになること

である。＜図表 3＞がその逆 U字の図である。 

 

図表 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成 
 
はじめの①の段階では、発展水準が低い社会で農業中心であり、皆でつくり皆で消費する

という「共同体原理」の下に人々は暮らしている段階である。経済発展の水準は低いが、

そのため所得の不平等度は小さい。しかし②の段階になると、産業革命を迎え、資本家階
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級と労働者階級が生まれ、経済の発展につれて所得の格差が広がる。しかし、さらに経済

発展が進み、教育の充実、それに加え金融の充実・投資機会の増加がなされると不平等度

が改善していく③の段階が訪れるとした。こうして＜図表 3＞のような逆 U 字が形成され

る。しかし、以上 2 つの理論を統合して考えてみると、サービス業シェアが伸び経済が発

展すれば所得格差が縮小するはずであるが、現状を鑑みると、本章 2 節 1 項で述べている

ように、所得格差はむしろ拡大している。これは何に起因しているのか。我々はその原因

が先天的な教育格差であり、そのために、前述の理論が現状とは一致しないと考えている。

詳しくは本章第 2節にて記す。 

 
 
第4項 教育の外部性と価値財性 
 
本節 1 項では、「人に対して教育を投資すれば、付加価値を加えて生産をおこなう」

と、通常の資本と人の性質が似ていることを述べた。しかし、人には通常の資本とは決定

的に異なる点がある。それは、「個人が生み出す便益は私的便益と社会的便益がある」と

いう点である。しかし、個人は私的便益を社会的便益よりも重要視している。そのため、

個人は将来多くの所得を得ようと、現在の時間や費用を犠牲にして教育を受けるが、その

人的資本の蓄積が経済全体の能率向上に影響しているとは認識していないので、社会的に

望ましい教育水準よりも過小な教育投資水準にとどめてしまうのである。これが、教育へ

の公的介入の根拠の一つである。もう一つは、教育の価値財性があげられる。これを端的

に述べれば、教育は、その個人の将来利得のためには、強制的に受けさせなければならな

い性質があるということである。つまり、個人が教育を受けないことによって不利益を被

ることのないようにするということである。 

以上の理由により、政府は、社会便益向上と個人の私的便益のために、個人の教育に対

して補助や投資を行って、人的資本の形成に努めなければならないのである。 

 

図表 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
     

出所：筆者作成 
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第2節 日本の教育の現状と問題 
本節では、近年広がりつつある日本の所得格差をまず説明する。続いて、その所得格差

が学歴に依存し、そして学歴は親世代の所得格差に依存する格差の固定化があるのではな

いか、という問題意識を述べる。 

 

 

第 1項 拡大する所得格差 

 

 本項では、ジニ係数2をもとに日本の所得格差とその問題点について議論したい。 

 ＜図表 6,7＞は、厚生労働省「平成 20 年所得再分配調査 報告書」をもとに我々が作成

した日本のジニ係数の推移である。＜図表 7＞の再分配所得とは、＜図表 6＞の当初所得

に加えて、社会保障と税の所得格差修正を考慮した実質所得である。＜図表 7＞をみる

と、0.3606、0.3814、0.3812、0.3873、0.3758 と 0.3～0.4 の「少し格差がある」状態に

とどまっているが、一方で＜図表 6＞をみると、0.4412、0.472、0.4983、0.5263、0.5318

と 0.4 以上の「非常に大きな格差がある」「すみやかな格差是正が望まれる」状態になっ

ており、ジニ係数が平成 8 年から一貫して上昇していることが観察できる。したがって、

日本の所得格差は、社会保障や税でなんとか政府が抑えているが、当初の所得格差は非常

に大きいことが理解できる。ここで、我々が問題点として提起したい事柄は、当初所得の

格差が非常に大きい点である。確かに、再分配所得では当初所得の格差が是正されている

ので、個人の実質的な所得格差は問題になるほどの大きさではない。そのため、現在で

は、所得格差是正が可及的速やかに解決されなければならないわけでもない。しかし、＜

図表 6＞のとおり、当初所得の格差は拡大し続けており、今後もその傾向が変わる様子は

ない。すると、今までの場当たり的対策だけでは対応しきれなくなるだろう。このままで

は、取り返しのつかないほど大きな当初所得格差を迎え、政府は、税率や法人の社会保障

費負担の変更、社会保障対象者の選定、財源確保など、様々な法改正や事務処理変更が必

要になってくる時期が来るはずだ。だが、消費税率を上げるだけで何年も費やし、政権が

いくつも変わるような日本では、この大作業にはそれこそ何十年もかかるだろう。しか

し、このまま傍観できるほど軽微な問題でもなく、少しずつでも改善されなければならな

い。そこで、この問題の一要因を解決しようと「教育の不平等是正」を手段として考え

た。なぜ、教育の不平等が是正されれば所得格差も是正されるか、その経路については本

節第 2項、第 3項で詳しく述べていく。 

 
 
 
 
 
 

                                                      
2厚生労働省「所得再分配調査」によれば、ジニ係数とは、「はじめに、世帯を所得の低い順に並べて世

帯数の累積比率を横軸に、所得額の累積比率を縦軸に座標軸をとって、ローレンツ曲線というグラフを
＜図表 5＞のように描く。このグラフは、所得が均等に分配されれば 45 度線に近づいていき、一方
で、所得が不均等でばらつきが大きければ大きいほど下側にしなる性質がある。ジニ係数とは、45 度
線より下の三角形の面積に対する、ローレンツ曲線と 45 度線に囲まれた弓形の面積の比率のこと」を
言う。範囲は 0 から 1 をとり、0 に近いほど所得格差が小さく、1 に近いほど所得格差が大きくなる」
というものである。また、一般的にジニ係数は、0.1 以下は「非常に平均的」、0.1～0.2 は「ほとんど
格差なし」、0.2～0.3 は「一般的な分配」、0.3～0.4 は「少し格差がある」、0.4～0.5 は「非常に大き
な格差がある」、0.5 以上は「すみやかな是正が望まれる」とされている。 
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図表 5                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 6                   図表 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所＜図表 5,6,7＞:厚生労働省平成 20 年度「所得再分配調査」をもとに筆者作成 
 
 

第 2項 親の所得と子の学歴 

 

ここで問題としたいのは、親の所得によって、子どもの進学機会の不平等が生じている

のではないか、という点である。なぜ問題なのかというと、個人の能力によってだけでは

なく、「親の所得」という、子にとっては操作できない機会の不平等から将来の学歴につ

ながってしまうからだ。以下に、親の所得が子の学歴に関係しているということをデータ

に基づいて説明していく。 

＜図表 8＞は、「保護者の年収と進路」というデータである。図を見ると、所得が高く

になるにつれて子どもの大学進学率は上昇し、就職を選択する率は下降するという傾向が

読み取れる。具体的に言えば、親の年収が 1200 万円以上の家庭に生まれた子どもの 6 割

以上は 4 年制大学に進学しているが、一方でそのような家庭において高校卒業の段階で就

職を選択している子どもはわずか 5.4%である。一方、親の年収が 200 万円未満の家庭の子

どものうち大学に進学する者は 3 割にも満たず、逆に就職を選択する者の割合は 35.9%に

も達している。明らかに所得と最終学歴は関連している。この結果をもたらす要因につい

て考察を加えるとしたら、裕福な家庭ほど学習塾など豊富な教育投資を子どもに行う一方

で、低所得家庭は過小な教育投資しか行えず、教育投資の多寡で学歴格差が生まれたとい

うことだ。それを裏付けるデータとして、＜図表 9＞と＜図表 10＞をあげる。まず、＜図

表 9＞は、「子どもに進学してほしい学校と習い事にかける費用」に関する図だが、より

高い学歴を子どもに求める場合、多くの教育投資をしていることがわかる。次に＜図表 10

＞をみると、所得の高い家庭では、子どもにより高い学歴を求めることが確認できる。つ
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まり、所得の高い家庭が子どもに高学歴を求め教育投資を行うということが明らかなので

ある。 

他に考えられる要因については、「希望格差」、「情報・交流格差」3があげられるが、

親の所得が子の学歴に対して大きな影響を与えていることがわかる。 

図表 8                      図表 9 

               「子どもに進学してほしい学校と習い事にかける費用」 

 
 

図表 10  

「子どもに進学してほしい学校（家庭所得別）」 

 
出所＜図表 8＞:東京大学、大学経営・政策研究センター「保護者の年収と進路」をもとに

筆者作成 

出所＜図表 9,10＞:こども未来財団「平成 17 年度 児童関連サービス調査研究等事業報告

書」より引用 

 
 
第３項 子の学歴と子の所得の関係 
 
 前項において、親の所得と子供の学歴の間には正の相関があることを示した。本項では、

子どもの学歴が所得に影響することを示す。 

                                                      
3 本節 4 項参照 
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図表 11 

総 退 定 退

計 職 年 職

金 後 金

中学卒 219.8 184.9 14.2 20.7 268.9 228.9 19.1 20.9

高校卒 246.7 205.8 18.2 22.7 299.1 252.8 22.6 23.6

大学

・　大院
卒

総 総

計 計

中学卒 223.7 189.3 14.6 19.8 198.2 167.4 9.9 20.9

高校卒 238.1 199.1 17.1 21.9 211.7 173 16 22.6

大学

・　大院
卒

42 262.1 212.1 16.9 33.1

316.2 25.7 50.8

314.9 251.1 21.9

退職金 定年後 定年まで 退職金 定年後

334.3 270.5 22.8 40.9 392.7

企業規模計 １０００人以上

１００－９９９人 １０－９９人

定年まで 総計 定年まで 定年後

定年まで

 
出所: 独立行政法人労働政策研究・研修機構『2011 ユースフル労働統計 労働統計加工指

標集』をもとに筆者作成 

 
＜図表 11＞は学歴ごとの就職機会を示したものである。＜図表 11＞をみると、最終学

歴段階に関して企業規模が大きいほど生涯獲得賃金は大きいことがわかる。 

加えて、大学間でも格差は存在することを確認しておく。＜図表 12＞は、『週刊東洋経

済』が独自に算出した大学ランキング表であるが、そこでは、1 位：東京大学、2 位：京

都大学、3 位：慶応大学、4 位：豊田工業大学、5 位：大阪大学、6 位：早稲田大学、7

位：一橋大学、8 位：東北大学、9 位：名古屋市立大学、10 位：北海道大学と、そのほと

んどを難関国立大学や私立最難関といわれている大学が占めている。詳しくは第 2 章 2 節

3 項で示すが、この図表からも、所得に関する大学間格差の存在を確認することができた。 

図表 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所:週刊東洋経済（2011年 10月 18日号）より引用 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 
 

15 
 

第 4 項 教育格差の世代間移転 
 
 本項では、本節 1 項から 3 項までをまとめ、問題点の連続性を新たなデータとともに確

認していく。 

本節 1 項から 3 項までの内容は、1 項は「拡大する所得格差」、2 項は「親の所得と子

の学歴の関係」、3 項は「子の学歴と子の所得の関係」であった。これらのつながりを網

羅したのが、＜図表 13＞である。 

 

図表 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

出所:日経ビジネス（2010/1/18号 成長なき格差是正の嘘）をもとに筆者作成 

 

この図では、本節 1 項で述べた親世代の所得格差が、子ども世代にも受け継がれることを

示しており、そのチャネルとして三つの要素を考えている。一つは「教育格差」である。

これは、本節 2 項で述べたように、経済的余裕のない家庭は子どもの教育に所得を振り分

けない傾向にあり、一方で、裕福な家庭ほど子どもに対して充実した教育投資を行うの

で、生じてしまう格差である。二つ目は「希望格差」である。子どもは幼少期のころから

親の姿をみており、親の姿と自分の将来像を重ね合わせてしまうので、親の水準で現状安

堵してしまう傾向があるということである。最後は「情報・交流格差」である。これは、

教育関係で用いられる「ピア効果」という概念と基本的に同義である。つまり、周りの学

生の質が高ければ、本人もその刺激を受けて質を高め、周りの学生の質が低ければ、質が

低下するという、いわば、朱に交われば赤くなるということである。これら三つの要因が

絡み合い、＜図表 13＞のように本節 3 項で述べた「経済格差の世襲」と「結婚格差」によ

る格差の再生産が起こるのである。この事実は、実際に、＜図表 14＞からも確認できる。

＜図表 14＞は、出身階層と現在の所属を比較した 2005 年の世代間移動表である。父親の

所得階層を子どもが受け継ぐ割合が非常に大きいことがわかるだろう 

 

 

 

親

教育格差

・経済的余裕がない家庭ほど、子どもの教育
にお金が回りにくい

・裕福な家庭は幼少時から入塾。学力格差が
広がる

希望格差

・親の姿から将来の自分の将来像を描く（貧困
層は「努力しても報われない」と思いがちに）

・働く親の姿を見ていない子供は、「働かなくて
も生活できる」と就労意欲が低下することも

情報・交流格差

・経済力によって行動や人間関係構築に規制
がかかる

・経済的援助以上に、親の人脈が子の将来的
な支えになることも

経済格差の世襲

・低学歴な人ほど就職が困難に

・非正規雇用が中心になり、不安定な雇用環
境にさらされる

結婚格差

・経済的な安定性がないと、結婚が難しいとい
う現実

・経済的に厳しい人同士が結婚すると、格差
の再生産が行われる

子 子が大人になると・・・

教育格差の世代間移転

経
済
格
差
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図表 14 

 
本人の所得階層 

父親の所得階層 経営者層 中間層 労働者層 その他 合計 

経営者層 38 人(29%) 35(26.7) 33(25.2) 25(19.1) 131(100) 

中間層 11(3.2) 175(50.3) 131(37.6) 31(8.9) 348(100) 

労働者層 17(3.4) 130(25.8) 313(62.4) 42(8.4) 502(100) 

その他 32(4.9) 150(23.1) 327(50.3) 141(21.7) 650(100) 

合計 98(6.0) 490(30.0) 804(49.3) 239(14.7) 1631(100) 

「経営者層」とは専門職、管理職、課長以上の役職者及び正社員の男性事務職を指す 
出所：2005年「SSM調査データ」をもとに筆者作成 

 
 以上のように、本節 1 項から 3 項で述べた三つの経路が、次世代の格差再生産に働いて

いる。本稿では、この格差の再生産を阻止することを主要な目的として、第三章で政策提

言を行う。ただし、その際、我々が政策ターゲットと考えるのは、＜図表 13＞では親の経

済格差が子どもの学歴に影響しているという部分である。なぜなら、対処療法的に、子ど

もの学歴が子どもの将来生活に影響するという事実をターゲットとするよりも、根源的な

部分である前者を是正した方がより政策として効果的だと考えられるからである。 

 
 
第 5 項 教育の質の低下 
 
最後に、現在の教育の問題として「教育の質の低下」を挙げる。現在、「教育の質の低

下」の元凶と考えられているのがゆとり教育だ。＜図表 15＞に、ゆとり教育の実状として、

授業コマ数変化の推移と、PISA4の順位の推移を示す。 

図表 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所:筆者作成 

 
授業コマ数の減少とともに、PISA 順位の下降が如実に読み取れるだろう。 
吉川徹（2006）は、このようなゆとり教育の結果に関して「今日の学校では学習意欲の

ある子はどんどんその長所を伸ばすが、意欲のない子には無理に詰め込むことはしないと

いう、従来とは異なる教育方針が採られている。そのために、従来は修正されていた階層

間格差が、むしろ増幅されるようになり、同時に、親の教育戦略の階層差も発揮されやす

くなっている。このことをさらに大幅に要約すると『ゆとり教育が格差拡大をもたらし

た』」と記している。「子供たちのため」、と開始されたゆとり教育のために学力格差が

                                                      
4 経済協力開発機構（OECD）による学生の国際的な学習到達度調査のこと。 
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拡大し、進学先・就職先に差が生じ、前項の説明のように将来的な生活に差が出てしまう

のならば、本末転倒であると言えるだろう。次は「享受者」側、すなわち学生の現状を見

てみよう。＜図表 16＞は、全国の大学１年生と３年生を対象に実施したインターネット調

査である。学習意欲に関する設問１．自分では学習意欲は高い方だと思う、設問２．自分

では積極的に学習していると思う、設問３．勉強は好きである、設問４．できるだけ長く

勉強を続けたい、設問５．常に学びたい気持ちがあるという設問である。ほぼすべての設

問において「あてはまる」が半数を上回る結果となったが、巨額の学費を払ってまで自ら

の意思によって大学に進学しているという点を考慮に入れると、約半分の大学生しか積極

的に学習しておらず、また、勉強を好んではいないというのは異様な実態であると考える

ことができる。総務省統計局が発表しているデータによれば、平成 21 年には大学進学率

は 56.3％という数値に達している。しかし学生の学習意欲が上記のような状況である以上、

明確な目標・意志をもっている学生はごくわずかなものであると考えられる。進学率の、

表向きの数値だけが上昇し、大学から学問的知識を十分に習得できていない、というのが

日本の学生の現状のようだ。「供給者」側はその態度を定めることができず迷走し、「享

受者」側は知識を吸収する意識が低いために、期待されているような効果は発揮されず、

「潜在能力」に留まっている。「供給者」側と「教授者」側双方の問題のダメに十分な

“質”をもった教育は取引されていないと言える。 
 

図表 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所:電通育英会・京都大学高等教育研究推進センターのデータ引用 
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第2章  現状と問題の分析 

第1節 理論的分析手法 
 
 
第1項 新古典派要因分解Ⅰと内生的成長理論 

すでに、第 1 章 1 節 1 項で説明したように、人的資本論とは、教育に対する政府の役割

が強調された理論である。そこで、人的資本論と関連させて、教育が経済発展に資する影

響について考えてみたいと思う。まず、新古典派成長理論の要因分解を用い、資本と労働

以外の成長要因を推計する。続いて、その技術進歩率と呼称される部分を、内生的成長理

論に基づいて教育に関連する変数で線形回帰し、教育と経済との関わりを数字上で把握し

たい。 

 

本項で我々が行おうと考えている分析手法は、新古典派の要因分解と内生的成長理論と

呼ばれるものである。初めに、新古典派の要因分解について記していく。この分析の詳し

い部分は秋山（1999）を参照することとして、本項に直接関係する部分のみ抜粋して述べ

ていきたい。 

新古典派の成長理論では、経済を成長させる要因としては、資本ストックK5の追加、労

働Lの追加、技術進歩Aの三つを考えている。この三変数を説明変数とする以下のような生

産関数を想定する。 

式 1 

 
 
 
 

今回は簡略化のため、コブダグラス型生産関数を用いる。なぜコブダグラス型生産関数を

用いるかというと、技術水準の計算が非常に容易になるからである。 

次に、＜式 1＞の両辺を対数変換する。 

式 2 

 
 
 

logY, logK, logL はデータで得られるので、重回帰すれば、＜式 2＞の定数項で logA が

                                                      
5 ただし、K は秋山(1999)に従って、Gross capital formation (current US$)の過去十年分の合計だと考

えた 

Y  ),,( ALKF=  
 βα LAK=          

Yは生産、F()は生産関数、Kは資本ストック、Lは労働、Aは技術水準 

Y  βα LAK=  
Ylog  LKA logloglog βα ++=  
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求められる。すると、求まった logA の値だけ自然対数を累乗すれば技術進歩率 A が推計

できるのである。 

続いて、内生的成長理論について説明する。この理論は、基本的に新古典派の延長線上

に位置する理論であり、ただひとつ、Aを説明するという点で異なる。詳述すると、技術

進歩率Aは、新古典派では自然的に発生する外生変数と考えたが、内生的成長理論では、

何らかの要因で増減させられるのではないかと内生変数として考えるのである。今回はそ

の内生的成長理論の類型の中でも、教育を分析対象としている人的資本モデルを援用して、

経済成長の分析をしたい。分析手法としては、要因分解で計算された技術進歩率Aを説明

する教育変数を見つけるだけである。我々の分析は大学教育に主眼を置いているので、今

回は、教育変数に”world databank”の “School enrollment, tertiary (% gross)”6を

用いることにした。 

以上で分析手法に関しては説明を終えたが、全世界の国家すべてを推計するわけにもい

かないので、対象を以下の 13 の国と地域に設定した。ただし、データとして使う際には、

13の国と地域をまとめて年次一つのタイムシリーズデータとして扱った。 

 
Canada India Thailand 

China Italy United Kingdom 

France Japan United States 

Germany Korea, Rep 

Hong Kong, China Malaysia 

 

選択していった順序、理由は以下のとおりである。まずは、いわゆるオーソドックスな

経済先進国として G8(先進八か国)から「カナダ」、「フランス」、「ドイツ」、「イタリ

ア」、「日本」、「イギリス」、「アメリカ」を選択した。ただし、ロシアは経済先進国

として抽出するには疑問符が付く事と、データ量が少なかったために省略した。これらロ

シアを除いた G8 諸国を選択した理由の一つは、先進国であるためにデータが比較的豊富

であるからである。もう一つの理由は、これら諸国がどのような要因を持ち合わせていた

ためにその地位を築けたのか、もしかしたら教育を重視する姿勢が経済発展に関係あった

のではないかと分析するためでもある。 

次に、発展途上国のなかでは、うまく経済成長を遂げることができたと考えられる「中

国」、「香港」、「インド」、「韓国」、「マレーシア」、「タイ」を選択した。いわゆ

る、ASIA NIEsや ASEAN各国などである。これらを選択した理由は、一つは先進国だけの

偏った標本だけにしないため、もう一つは、あるいは、先ほどの経済先進国とは異なる要

因で成長したのではないかとも考えたからである。なぜそう考えたかというと、前者の G8

各国は第二次世界大戦前からすでに大国として君臨していた一方で、後者の国と地域は大

戦後に経済成長を遂げたため、時代的な違いとともに成長要因の違いもあるのではないか

と考えられたからである。 

 
 
第2項 新古典派要因分解Ⅱ―産業別 
 
第 1 章 1 節 3 項では経済発展水準の向上に伴って、その国の産業構造は第三次産業すな

わちサービス業中心にシフトすることを示した。しかし、先ほどはサービス業シェアだけ

で、実際の GDP にどれだけ“貢献”しているかは示していない。そこで本項では、経済発

                                                      
6 School enrollment, tertiary (% gross)のデータは全標本国には存在しなかったため、存在するものだけ

時系列で算術平均して用いた。高等教育に関するデータは Expenditure per student, tertiary (% of 
GDP per capita)もあったがデータ量がより過小だった。また、正確には tertiary は高等教育を意味す
るが、本稿では簡単化のため大学教育と呼称する。 
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展の要因分解を通じて具体的な数値を算出することで、経済発展にサービス業がいかに

“貢献”しているかを示し、サービス業充実の必要性を説きたい。 

今回、分析対象国として選択したのは前項と同様の各国である。分析手法は以下の通り

である。まず、次のように、GDPを産業別に分解する。 

式 3 

SMA YYYY ++=  

（ここで、YAは農業による付加価値生産、YMは鉱工業による付加価値生産、YSはサービス

業による付加価値生産を表す） 

GDP の要因を調べるため、＜式 3＞を全微分する。 
 
 
 
 

次に、変化率の形に変えるため、両辺を Y で割る。 

式 4 

Y
dY  

Y
dY

Y
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ここで、＜式 3＞より、 1=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

SMA Y
Y

Y
Y

Y
Y

なので、＜式 4＞は 

式 5 

S

SS

M

MM

A

AA

Y
dY

Y
Y

Y
dY

Y
Y

Y
dY

Y
Y

Y
dY

++= となる。 

つまり、 
GDP 増加率 = （農林水産業シェア） × （農林水産業増加率） 

 + （鉱工業シェア） × （鉱工業増加率） 

 + （サービス業シェア） × （サービス業増加率） 

に分解することができる。また、＜式 5＞の第 1 項を農林水産業寄与度、第 2 項を鉱工業

寄与度、第 3 項をサービス業寄与度と呼ぶ。なお、使用するデータはすべて”World 

Databank”に公表されているものを使用した。 

 

 
第3項 親の所得と偏差値 
 
 第 1 章 2 節 2 項で述べた「親の所得と子の学歴」の関係を調べるために、親の所得を説

明変数、偏差値を被説明変数とする回帰分析をおこなう。その際用いたデータは、親の所

得に関しては、各大学の生活協同組合が行う『学生生活実態調査』の中の「主な家計支持

者の年収」のデータを用い、偏差値に関しては、河合塾がインターネット上で公表してい

S
S

M
M

A
A

dY
Y
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る「Kei-Net 2012 年度版入試難易予想ランキング表」7ボーダー偏差値を用いることにし

た。偏差値の異なる学科や学部が当該標本に含まれた場合は、当年度における在籍生徒数

に基づいて偏差値の加重平均を行い一つの偏差値にした。ただ、前者のデータはあまり多

くの大学からは見つからず、標本数は 10 とかなり過小なデータセットとなった。また、

データ公表形式は、「～以下」、「～以上」という階級別に公表されているデータが多い

ので、その場合は 25%だけ端の値を増減させ加重平均をおこなった。 

 
 
第4項 教育の収益率 

本項では、第 1 章で述べた「教育の重要性」を数値で分析する手法を示す。この分析の

目的を簡潔に述べると、大学別の収益率を計算し、それを偏差値で回帰することで学歴と

将来所得が関連していることを示すことである。 

 

教育の収益率とは言うなれば教育の投資効果のことである。親の子供への教育投資が、

どれだけ付加価値をもって子供の将来所得につながるかということでもある。この値を実

際に計測するには、内部収益率という概念が用いられる。教育における内部収益率とは、

経済企画庁経済研究所（1998）によれば、「教育を受けるためにかかる費用の現在価値と

教育により増加する将来所得の現在価値を等しくするような割引率」と定義される。本論

文では、内部収益率の推計方法は、基本的に岩村(1996)、青・村田(2006)の論文に従うこ

とにする。それによれば、収益率を推計するために＜式 6＞をはじめに想定する。 

式 6 

値を表す。、右辺が収益の現在価左辺が費用の現在価値

における収益。は時点における費用、は時点は年齢、 tRtCt
r
R

r
C

tt

t
t

t

t
t

t ∑∑
=

−
=

− +
=

+

60

23
19

22

19
19 )1()1(

 

 

また、ここで具体的に想定された大卒者は、高校卒業後 19 歳から 22 歳まで大学に在学し、

その後一般的な退職年齢である 60 歳まで働くものとする。高卒者は、高校卒業後 19 歳か

ら 60 歳まで働くとする。＜式 6＞における費用とは、在学中の授業料や入学金などの学校

納付金、すなわち直接費用と、大学に入らず四年間働いていれば得られていた賃金、すな

わち間接費用との合計のことである。ただし、直接費用には進学後の生活費や教科書代な

どは含めないとする。なぜなら、これらの数値を個人ごとに把握することは難しく、また、

それらはアルバイトや奨学金などでまかなえるからである。そこで、従来の研究通り、授

業料と入学金など学費のみを直接費用とする。収益とは、大卒賃金と高卒賃金の差のこと

である。 

上記の説明だけで、データ収集を除けば理論上すでに収益率は計測可能ではある。しか

し、一方で、データ収集はまた別の問題である。もちろん、直接費用や間接費用は、各大

学のホームページや総務省統計局資料『産業，学歴，年齢階級別月間給与額』から容易に

入手できるが、一方で、各大学の賃金を計測するのは非常に困難である。なぜなら、それ

ぞれ個人ごとに卒業大学と所得を示した統計が存在しないからである。参考論文の岩村

(1996)、青・村田(2006)は、リクルートリサーチの『大学別就職先調べ 国公立編、私立

編』を用いて各大学の収益率を測定したようだが、現在はそのような資料は存在せず、

                                                      
7 このランキング表は学部によらずすべての大学の難易度が一つの統計量にまとまっているために採用し

た。また、河合塾全統模試とは、2007 年度実績では年間延べ 277 万人の受験生が参加し、模試として
は圧倒的シェアと信用を誇る。http://www.kawai-juku.ac.jp/moshi/zento/moshi/merit.html 
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あっても 2000 年ごろの古いデータしかない。そこで、我々は分析に必要な新たなデータ

を構築するために、日本全国を対象として、全卒業生の就職先をインターネットなどで公

表している大学を探した。しかし、個人情報保護上、全卒業生の就職先を個人ごとに公表

している大学は、一橋大学、東京外国語大学、和歌山大学経済学部など一部であった。か

わりに、そのほかの大学が公表していたのは、主な就職先、産業別就職先、企業規模別就

職先などであり、全生徒が集計されている統計の中では産業別や企業規模別のみが多かっ

た。そこで、参考論文通りの測定方法を変更し、公表されている就職情報だけを参照して、

我々が独自に賃金を計測していこうと考えた。まず、我々は企業規模を（大:500 人以上、

中:100 人以上、小:99 人以下）の 3 種類に分類し、規模別就職先を公表している各大学に

関して就職機会を計測していった。この 3 種類に分類した理由は、公表された情報を見る

限り、この分類に従った統計が数多く存在したからである。就職機会を集計していった後

に、企業規模別の平均賃金の情報を『国税庁 民間給与の実態調査結果(平成 23 年 3 月 10

日更新)』から得た。このデータは企業規模別に細かく賃金が出されているので、上記の 3

種類で分類したグループの平均賃金を出すために、人数で加重平均をおこなった。さて、

この 2 つのデータ、すなわち、個別の就職機会データと平均賃金データにより、大学別の

将来平均賃金を下式で計測した。 

（就業者数）（就業機会））＝（規模別賃金）（大学学部別将来賃金 /×  

以上により、＜式 6＞で必要な数値をすべてそろえられた。これらの数値を技術・科学ソ

フトウェアMathematica8に入力し、38 次方程式の解として収益率rを計測した。結果は本

章 2節 3項に記している。 

 続いて、収益率と偏差値の線形回帰に関して述べる。9データは、収益率に関しては上記

の方法で算出し、偏差値に関しては、前項同様、河合塾がインターネット上で公表してい

る「Kei-Net 2012 年度版入試難易予想ランキング表」ボーダー偏差値を用いることにした。

偏差値の異なる学科や学部が当該標本に含まれた場合は、当年度における在籍生徒数に基

づいて偏差値の加重平均を行い一つの偏差値にした。 

 

 

第2節 理論的分析 
 
 
第1項 新古典派要因分解Ⅰと内生的成長理論 
 
技術進歩率を本章 1 節 1 項の方法により推計し、大学就学率を併記して 1990～2009 の

20 年間の時系列で＜図表 17＞に一覧とした。＜図表 17＞を用いて、技術進歩率 A を被説

明変数、大学就学率 enrollmentを説明変数として線形回帰を行うと以下の通りになる。 

                                                      
8 Mathematica とは Wolfram Research 社製品の計算アプリケーションであり，計算をワークフロー全

体に完全に統合する唯一の開発プラットフォームである 
9 なぜ、被説明変数に所得ではなく収益率などという数値を使うのか、なぜ、大学別将来所得を被説明変

数に使わないのか、その理由を説明しておく。端的に言えば、本論文では、「万人の所得を平等化す
る」などという共産主義的な理想を求めているわけではないからである。我々が問題としているのは、
「教育機会の格差から生まれる所得格差」だけである。すなわち、先天的なハンディによらず、教育へ
の投資機会を平等に子どもが得ることを政策目標の一つとしているのだ。もし、将来所得を被説明変数
とすれば、その将来所得を得るために費やされた投資量を考慮せずに問題提起をしてしまうことにな
る。しかし、収益率を被説明変数にすれば、将来所得だけでなく投資量も考慮でき、教育機会の格差と
いう本論文の着目点を正確にとらえられる。そのために、最も適した分析として、収益率を被説明変数
に選択した。 
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決定係数は 0.3294と比較的説明力が高い回帰式を導くことができた。また、有意水準 5%

で大学就学率の係数は有意に正であり、大学就学率の上昇とともに技術進歩率が上昇して

いるということが確認できた。また、＜図表 18＞でも視覚的に確認できる。しかし、この

事実は、「大学に就学する人口が増えたために国全体の知識レベルが上昇し、産業全体に

好影響を与えた」といったような短絡的解釈をすべきではない。単に、時間という説明変

数の下で、技術進歩率、大学就学率の二つの変数の数値が上昇している見かけだけの相関

関係なのかもしれない。なぜなら、第 1章 2節 5項で指摘したように、大学教育の質の改

善がはっきりとは見られないからである。しかし、経済発展とともに大学就学率が上昇、

あるいは大学就学率の上昇とともに経済が発展していることは事実であり、経済の発展に

は必ず大学就学率の上昇も伴われることが観察できる。したがって、経済が持続的に発展

していくためには、政府は大学就学率の上昇を適切に滑らかに伴わせなければならない。

ここでも教育に対する政府の役割を再確認できた。 

 

図表 17                                    図表 18 

 
出所:前節の方法で筆者作成 

 
 

A  909054.0−=  enrollment025786.0+  
 (－2.284) 

[0.03473] 

(2.973) 

[0.00815] 
と推定できる　 20,3294.02 == nR  

()は t値、[]内は P値。 
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第2項 新古典派要因分解－産業別 

 

本章 1節 2項で述べた事項について分析し、その分析結果を＜図表 19＞に示す。 

今回、1970 年から 2010 年を分析対象期間としたが、この分析においては各年の産業別

シェア・産業別増加率の計 6 データのうちひとつでも不足すると数値を算出することがで

きないため、分析対象期間のすべてのデータを利用することはできなかった。 

図表 19 

 
 

 
 

 
観測誤差により、実際のデータと理論値が異なる場合があることを併記しておく。 

出所:前節の方法で筆者作成 

 

ここで、分析対象の 13 か国における各産業別寄与度をグラフ化したものを＜図表 20＞
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に示す。70・80 年代は理論値を算出してはいるものの、データが不足している部分がある

ことや、90 年代以降に比べ変動が激しく、傾向が見えにくいため、＜図表 20＞では 90 年

以降を対象とする。また、同じくデータの欠落が原因となり、グラフの最終年にもばらつ

きが出ている。 

図表 20 

 
出所:＜図表 19＞をもとに筆者作成 

 

この図表から観察できることは、サービス業寄与度がどの国においても大きな役割を

担っているということだ。つまり、予想通り、今後、経済発展を持続させるためにはサー

ビス業を発展させることが肝要だということになる。その際、必要になってくるのが教育

の投資だということも併記しておく。 

続いて、第 1 章 1 節 3 項の記述と関連して、2006 年度における一人当たり GDP の順位

（母集団は 244の国・地域）と比較すると、＜図表 21＞のようになる。 
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図表 21 

 
出所:筆者作成 

 

ほとんどの国がランキング上位に位置することが確認できる。このことからも、やはり、

サービス業と経済水準には大きな相関関係があるといえるだろう。 

 
 
第3項 親の所得と偏差値 
 
主な家計支持者の年収と子どもの偏差値を回帰した式を下に示す。 

 

この式から、家計支持者の年収が 1万円上昇するにつれてその子供が通う大学の偏差値が

0.05877 高くなっていることが分かる。＜図表 22＞は、子供の通う大学の偏差値とその家

計支持者の平均年収の相関関係を示したグラフであり、直線から大きく外れた標本もなく、

両者に相関関係があることが視覚的に見て取れる。また、決定数は 0.7344と非常に高い

値を示しており、非常に当てはまりの良い式であることが分かる。この式より、保護者の

所得が子の学歴に多大な影響を与えているといえるだろう。第 1章の定性分析でも確認で

きたことだが、保護者の年収が高ければ、その分、子どもの教育投資に振り分ける金額が

大きくなり、低所得者とは格差が生まれていることがうかがわれる 

図表 22 

 
 
 
 
 
 

出所:筆者作成 

hen  69172.14=  nen05877.0+  

 
(1.771) 

[0.114524] 

(5.087) 

[0.000944] 

と推定できる。　 10,7344.02 == nR  
()は t値、[]内は P値。 
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第4項 教育の収益率 

 

本章 1節 4項で述べた推計方法をもとに、推定年収、四年間の直接費用、収益率、偏差

値を推計すると＜図表 23＞10のようになった。 

図表 23 

大学名 推定年収 直接費用 収益率 偏差値 

学習院大学 472.7815 485.3533 0.094081 59.91604 

関西大学 458.1274 401.8 0.077355 56.15026 

関西学院大学 461.7873 500.6 0.078463 58.71303 

成蹊大学 462.5275 454.4 0.090604 55 

駒澤大学 442.4899 376.2 0.084204 48.33232 

慶應義塾大学 473.1274 495.6 0.093684 67.16238 

青山学院大学 469.9507 470.42 0.093496 58.66218 

駿河台大学 443.2687 413.5 0.082583 35.78196 

甲南大学 470.488 449.3333 0.094964 48.45036 

東京都市大学工学部機械工学 471.3371 563 0.089205 47.5 

東京都市大学工学部機械システム工学 471.4856 563 0.089277 47.5 

東京都市大学工学部生体医工学 468.8893 563 0.08801 45 

東京都市大学工学部電気電子工学 468.8699 563 0.088001 47.5 

東京都市大学工学部環境エネルギー工学 464.3663 563 0.085784 47.5 

東京都市大学工学部建築学 455.6443 563 0.08142 50 

東京都市大学工学部都市工学 469.3288 563 0.088225 42.5 

東京都市大学知識工学部情報科学 465.9786 563 0.08658 45 

東京都市大学知識工学部情報ネットワーク 460.6619 563 0.083942 47.5 

東京都市大学知識工学部応用情報工学 470.1849 563 0.088643 47.5 

東京都市大学環境情報学部環境情報学 467.3501 515 0.089755 45 

東京都市大学環境情報学部情報メディア 463.9579 515 0.088054 45 

同志社大学文系男子 472.7218 397 0.099173 60 

同志社大学理系 473.0956 582 0.089102 58.72112 

東洋大学経済学部 450.6318 383 0.088318 52.5 

東洋大学経営学部 444.7079 383 0.085058 52.5 

東洋大学法学部 437.7475 383 0.081159 47.5 

東洋大学社会学部 427.5275 383 0.075285 52.5 

東洋大学工学部 441.3284 519 0.076127 45 

東洋大学国際地域学部 440.5559 388 0.082466 55 

東洋大学生命科学部 436.8679 548 0.072362 45 

                                                      
10学部ごとに学費が異なる大学が標本のときは、学費は算術平均で計算する。また、この収益率計算は単

に就職機会を賃金に変換したものなので、実際の賃金自体を計算したわけではない。そのため、大学に
よっては大きなバイアスがかかっている。 
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東洋大学ライフデザイン学部 416.7383 431 0.066513 47.5 

東京外国語大学 468.1622 243 0.106905 63.35427 

長崎大学経済学部 467.1538 243 0.106346 47.5 

長崎大学工学部 464.4238 243 0.104826 55 

長崎大学環境科学部 444.4599 243 0.093405 47.5 

長崎大学水産学部 465.5379 243 0.105447 50 

一橋大学 481.4908 242.52 0.114181 66.76811 

福岡大学人文 436.1844 343.704 0.08245 48.80431 

福岡大学法 445.9177 343.704 0.087987 45.8746 

福岡大学経済 448.5997 343.704 0.089487 46.70916 

福岡大学商 446.2312 343.704 0.088163 46.62716 

福岡大学理 437.8572 513.004 0.074551 47.56438 

福岡大学工 448.6337 513.004 0.080287 44.62397 

福岡大学看護 480.5265 559.604 0.093812 50 

福岡大学スポーツ 431.7896 438.004 0.074899 44.33836 

武蔵大学男子 453.2452 445.56 0.086235 54.90474 

名城大学 445.6839 478 0.080499 48.84125 

桃山学院大学 443.3774 434.6 0.081513 37.95113 

和歌山大学経済 461.68 244.22 0.078431 47.5 

出所:筆者作成 

 

学歴と将来所得の相関関係を確かめるために、被説明変数の収益率を syu、説明変数の偏

差値を henとして線形回帰を行う。 

式 7 

syu  0539277.0=  hen0006674.0+  

 (5.689) 

[7.92e-07] 

(3.558) 

[0.000866] 
49,2122.02 == nR 　 と推定できる 

()は t値、[]内は P値。 

この線形回帰式では、偏差値が 1だけ上がれば収益率が 0.0006674上がるということを示

している。つまり、大学個別の偏差値の上昇が収益率の上昇をもたらすことが理解でき、

第 1章 2節 3項での現状分析が正しいことが確認できる。しかし、決定係数が 0.2122と

あてはまりが良くないので、さらに説明変数を追加して説明力を向上させようと考えた。

そこで＜図表 24＞を観察してみると、国公立大学と私立大学に構造変化があるように確認

できるので、国公立大学と私立大学の構造変化をあらわすために、国公立大学を 1、私立

大学を 0とするダミー変数を設定し、定数項ダミー（tdum）と傾きダミー（kdum）を加え

て重回帰分析を行った。 
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式 8 

syu  0668150.0=  hen0003684.0+  kdum0005727.0+  tdum0162196.0−  
 (7.585) 

[1.40e-09] 

(2.085) 

[0.0428] 

(1.457) 

[0.1521] 

(-0.0770) 

[0.4451] 

01
0
1

,
0
1

、私立は　国公立は　　
　

　　









=








= tdumkdum  

49,4631.0,4967.0 22 === nRR 　　 と推定できる 

()は t値、[]内は P値。 

＜式 7＞では決定係数が 0.2122だったが、今回の＜式 8＞では決定係数が 0.4967、自由度

修正済み決定係数が 0.4631と格段に向上していることが確認できる。つまり、ダミー変

数の追加は有効であったと考えられる。ただ、個別に変数の p値推定結果を観察してみる

と、有意水準 5%で定数項、偏差値は有意であるが、傾きダミー、定数項ダミーともに有意

でなく、改善の余地が見込める。そこで、赤池情報量基準を用い変数選択を行い、選択さ

れた変数のみで再び重回帰分析を行った。それが＜式 9＞である。 

式 9 

syu  0639760.0=  hen0004249.0+  kdum0002728.0+  
 (8.031) 

[2.66e-10] 

(2.655) 

[0.0109] 

(5.006) 

[8.60e-06] 

01
0
1

、私立は　　国公立は　
　

　　









=kdum  

 

49,4679.0,4901.0 22 === nRR 　　 と推定できる 

()は t値、[]内は P値。 

それぞれの p 値を確認すると、定数項は 2.66e-10、偏差値は 0.0109、傾きダミーは

8.60e-06 となり、すべての変数に関して有意水準５％で有意になっている。また、決定係

数、自由度修正済み決定係数ともに 0.4 より高く、非常に説明力が高い。ゆえに、先ほど

の＜式 7,8＞と比べても現状を非常にうまく説明できた回帰式になったと考えられる。定

量分析の最後として、＜式 7＞と＜式 9＞とは構造変化があったのかを数字上で確認する

ために、以下のような F検定を行う。 

 
帰無仮説 0:0 =kdumH , 

対立仮説を )(0: 01 でないでないは HkdumH とする 

 

検定統計量は 064.25=F 、 06605.8 −= ep値 である。 

故に有意水準 5%で棄却域に入り、対立仮説H1を採択する。 

 

以上から、数字上でも有意水準 5%で構造変化があることを確認でき、＜式 7＞ではなく、

より説明力の高い＜式 9＞を選択できる。 

 ＜式 9＞のみを解釈すれば、主に三つのことが確認できる。一つ目は、偏差値表上では

どんなに下位の大学であっても、収益率は 0.0639760を確保できるということである。し

たがって、高額な学費を払ってでも親が子供に大学に通わせるという行為自体は、経済合

理上、あながち間違ってはいないのである。二つ目は、＜式 7＞でも指摘したように偏差

値の上昇は収益率の上昇と関連するということである。この事実が示すことは、より偏差



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 
 

30 
 

値の高い大学に入学すれば、将来にかけて、より多くの収益を得る機会を獲得できるとい

うことである。この原因は二つ考えられる。一つは、第 1章 1節 2項で先述した企業側の

シグナリング効果が考えられる。二つ目は、偏差値の高い大学ほど質の高い教育を提供す

るため、給与の高い大企業に就職する機会が大きくなるということである。これは第 1章

1節 1項とも関連している。さて、最後に＜式 9＞から指摘できることは、国立大学のほ

うが私立大学よりも収益率が高くなるという事実である。＜図表 24＞をみればイメージし

やすい。国公立大学と私立大学の差は、数字上では、傾きダミー（kdum）の係数で確認で

き、国公立大学のほうが私立大学よりも 0.0002728だけ収益率が高い。つまり、偏差値が

1高くなれば、私立大学は 0.0004249だけ収益率が高くなるが、国公立大学の収益率は

0.0004249+0.0002728=0.0006977と私立大学の 1.5倍以上まで高くなるのである。この理

由として考えられるのは、国公立大学の学費が私立大学に比べて安いので、収益率が高く

なるようバイアスがかかったという推計上の原因が一つ。もう一つは、企業側が採用の

際、同じ難易度ならば信用度の高い国公立大学出身の学生を選択する事実があると考えら

れる。 

 以上の考察により、第 1章で述べた問題点を数字上でも確認できた。つまり、子供の学

歴が子供の将来の所得と関係があるということである。極端な言い方をすれば、偏差値が

異なる二つの大学にそれぞれ一人ずつ子供がいた場合、同期間同量だけ教育投資を行った

ところで、収益率がすでに異なるので、将来格差につながるのだ。 

図表 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所:筆者作成 
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第3章  政策提言に向けて 

第1節 日本の教育とバウチャー政策 
我々は、第 1 章で説明、第 2 章で証明してきた日本の教育問題を解決する手段として、

「バウチャー政策」の導入可能性を本章で検討した。 

 
 
第1項 日本の教育の仕組み 
 
 本項では、ガイドブック教育法（2009）を参考とし記述した。次項との関わりで、一般

的な学校である、小中高大の教員の人事、学校運営方法、所得格差への対処について、概

観しておく。11  
日本では、教育は政治的中立公正を要請され且つ専門的技術的な知識・技能が求められ

る分野とされ、地方教育行政法により、首長の管理下とは独立して各自治体に教育委員会

を設け、大学を除く公立学校に関しては教育委員会が関連業務を担当している。教員の身

分・服務は市町村に属し、教員の給与は、国が 3 分の 1、都道府県が 3 分の 2 ずつ負担し

且つ任免権は都道府県に属しており、このねじれた複雑な仕組みがその運用を巡って都道

府県と市町村の間に多くの確執や問題を生んでおり、最近は、市町村への人事権委譲が検

討されている。予算に関しては、地方教育行政法の前身である教育委員会法とは異なり、

教育委員会は教育予算案の議会提出権等の権限は付与されていない。 
次に、私立学校に関して述べていく。私立学校法では、私学の存在理由として、学習者

の学校選択の自由・独自の学風に基づく私学の自由な教育及び国家の教育独占支配に歯止

めをかけ社会の多元性を尊重するということを挙げている。人事権は、学校法人の理事長

が使用者、教職員が労働者となり、当事者間で結ばれた労働契約に基づく。加えて、私学

の設置者は公共団体ではないので、運営資金に関して、義務教育でも授業料を徴収できる

ことになっている12。また、学校経営に使用する目的で収益事業を行うことが認められて

いる13。なぜならば、設置者負担主義で、私学の経費は学校法人が負担するのが原則だと

されているからである14。しかし、学校教育における私学の役割は大きい一方、人件費・

学校設備費等莫大な財政負担を伴うため、国・地方公共団体からの助成が求められ、実

際、私学助成は認められている15。ただ、一般補助や特別補助など、日本私学振興・共済

事業団からの間接的支援とは異なり、私立大学教育研究高度化推進特別補助は国による直

                                                      
11引用部分の執筆者がそれぞれ異なり引用執筆者をすべて記述すると煩雑になるので論文の最終項に引用

部分をまとめて記述する。 
12教育基本法 5 条 4 項、学校教育法 6 条。 
13私立学校法 26 条。 
14学校教育法 5 条。 
15 私学法 59 条。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 
 

32 
 

接的補助であり、財政誘導を通じた国家の学問の自由16の侵害が危ぶまれている17。前述

したとおり、公立学校は教育委員会に監督され、私立学校は、首長部局に監督される二元

行政をとっている。 
 最後に、所得格差による教育機会の不均等を是正するために定められている制度につい

てみていこう。生活困窮家庭の児童生徒に対する教育支援には、教育扶助と就学援助の二

つがある。教育扶助は、生活保護法に基づき、厚生労働省の所管で、生活困窮世帯の義務

教育就学児童生徒のいる世帯に支給される。就学援助は、生活保護世帯よりは困窮度が緩

やかな世帯18を対象とした教育支援で、文部科学省の所管の下、支給される。これら二つ

の教育補助方法には、次のような問題があるとされている。教育扶助の最大の問題は、支

給対象が義務教育に限られていることで、高校進学・就学保障を目的とする内容に改善す

る必要がある。他方、就学援助に関しての問題は、2005 年に国による就学援助事業への補

助金から準要保護世帯が除外され、就学援助費が全額市区町村自治体の負担になったこと

である。そのため、市区町村によって財政力や就学援助事業の位置づけが異なり、地方に

よって大きな援助格差が生まれてしまった。一例として、全児童生徒数比の受給率は大阪

府 27.9%から静岡県 4%前後と地方によって大きな開きがある。義務教育の機会均等を保

障しなければならないはずの就学援助が、こうした市区町村で異なる格差をはらんでいる

現状は、国の責任で整備、充実させていくことが求められる。 
 大学教育に関して、所得格差から生じる教育機会の格差を軽減する策には、奨学金制度

がある。日本には、大学生を対象とした奨学金制度は、日本学生支援機構19の奨学金があ

るが、貸与のみという先進諸外国には例を見ない制度をとっている。こうした政策の理由

を、日本政府は国民負担率が先進国中最低レベルであることを考えれば当然であるといっ

た立場をとっている。しかし、アメリカなどとは異なり、学費の高い私立大学に大幅に依

存する形で高等教育を大衆化させた日本では、高等教育に占める私費＝家計負担が著し

く、この傾向が少子化を推し進め、大学進学率上昇を鈍化させ、大学段階の階層間格差の

固定化を生み出す等、社会的な影響を考慮すべきである。 
以上が日本の教育の基本的な仕組みである。仕組みを記す際に問題点をいくつか挙げた

が、それらはどれも、非弾力的な仕組みや所得階層の固定化に関するものであった。どう

すれば、それらの解決の糸口は開けるのだろうか、次項で解決策の導入紹介をおこなう。 
 
 
第2項 バウチャー政策の一般的な内容 
  
本稿が政策ターゲットとする具体的な問題は、第 1 章 2 節で述べたとおりだが、それら

の問題が、前項で述べた現在の教育政策だけでは十分に対処し切れていないことが理解で

きる。そこで、我々は何か対処法はないだろうかと世界各国の様々な教育政策に関して研

究を進めた。その結果として、「バウチャー政策」という教育政策を今回の政策提言の土

台とすることを決めた。なぜなら、前項の諸問題を抜本的に解決する手段ともなりうると

考えたからである。この政策を提言するにあたって多くの批判もあるだろうが、提言に

至った詳しい理由は次項以降に記すとして、本項では、その「バウチャー政策」とはどの

ようなものなのか、一般的な内容から説明しておこう。 

                                                      
16憲法 23 条 
17私学振興助成法 1 条の「私学の教育条件の維持。向上」「在学生の経済的負担の軽減」、「私学経営の

健全化」の三つの目的により正当化。4 条により国が大学高専の経常費 1/2 以内を補助。 
18準要保護世帯 
19 この奨学金には第一種と第二種の二種類があり、前者が無利子貸与、後者が有利子貸与である。ただ、

この奨学金だけでは入学金等を準備することが難しいために、経済的困窮家庭の大学入学等準備を支援
する制度として、生活福祉賃金貸与制度や母子寡婦福祉賃金貸与制度がある。 
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 「教育バウチャーに関する研究会」の「教育バウチャーに関する検討状況について（平

成 18 年 5 月 18 日報告書）」によれば、教育バウチャー政策とは次の三つに分類される。

それは、「狭義のバウチャー」、「広義のバウチャー」、「経済的負担軽減等のための特

定の目的のために実施されるバウチャー」である。一つ目の「狭義のバウチャー」は、ス

ウェーデンで実践されており、三つの分類の中で最も競争原理が強く働く政策である。大

きな特徴としては、当局が生徒一人当たりのバウチャー額を決定し、生徒の在籍数のみに

従って機械的に学校予算を配分していくことである。この政策の下では、予算の使い道は

全て学校にゆだねられるので、学校運営側はコストを削減し利益を増やそうとするインセ

ンティヴをもつ。また、入学希望者数を増やそうと、運営方針・教育内容・立地などに関

して様々な独自性が生まれる傾向がある。しかし、市場競争の常ではあるが、市場から学

校が退場する可能性があり、教育の公的意味合いから批判されることが多い。次に、二つ

目の「広義のバウチャー」とは、「狭義のバウチャー」よりも競争原理を弱め、学校の公

的意味合いを強めたものである。この政策は、オランダで実践されており、予算配分は当

局が生徒数・教員数・維持費などに基づいて決定している。「狭義のバウチャー」とは異

なり、教員給与は定額に保障され、また、維持費など当局が負担する部分もあるために、

コスト削減や教育の質を高めるインセンティヴは低くなる傾向がある。最後の「経済的負

担軽減のための特定の目的のために実施されるバウチャー」とは、アメリカの一部地域で

実践されており、先ほどの二つのバウチャー政策とは全く性質が異なる。先ほどの二つの

バウチャー政策は、効果の強弱はあれ、予算を生徒数などに依存させて学校間の競争原理

を働かせ、学校のコスト削減及び教育の質を高めることを狙った政策である。一方で、こ

の政策は奨学金のようなもので、低所得者層の学生が私立学校に転校する際に当局が教育

補助をおこない、経済的負担を軽減することを狙った政策である。そのため、所得格差是

正という色合いが強い政策である。 
 以上がバウチャー政策の基本的な内容である。これらの具体例と政策評価について詳し

くは次項以降で記すが、教育の質が高まり学校経営の効率化が進むという長所と、学校間

格差を促進するという短所が、バウチャー政策の基本的な特徴として強調されることが多

い。 

図表 25 

狭義のバウチャー 
・生徒数だけに基づいて、学校予算決定 
・予算以外はほぼ全て学校の裁量次第 
・競争原理が強く働き、質の改善がみこめる 
・教育が多様化し、親の経済力によらず、自己の能力・適正・将来設計に応

じて、多様な教育サービスを選択可能に 
・学校間格差が拡大するか 
広義のバウチャー 
・生徒数・教員数・維持費などに基づいて、学校予算決定 
・教員の基本給与は変わらず、倒産の危険性は小さい 
・競争原理は生徒数確保には働くが、質の改善に関しては弱いか 
経済的負担軽減等のための特定の目的のために実施されるバウチャー 
・上記二種類とは目的が異なり、バウチャーの枠組みにはないという意見も 
・低所得者、特別な児童を救済する 
・競争原理は基本的には働かない 

出所：筆者作成 
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第3項 バウチャー政策の具体例 
 

本項では、実際にバウチャー政策が導入された各国の例を挙げ、それぞれの政策例と結

果を述べ、政策提言への足かけとする。 

まずはイギリスの例について述べる。イギリスでは、1988 年に教育改革法を制定しバ

ウチャー政策に踏み切った。この教育改革法では、学校現場への権限の委譲、教育バウ

チャー制度、学習者による学校評価及び教員評価、全国共通テストの実施などが定められ

た。学校現場への権限の委譲とはすなわち、学校理事会制度の拡充である。イギリスには

LEA(地方教育当局:Local Education Authority)という、日本における市町村教育委員会

に相当する機関が存在し、初中等教育の担い手という役割を受け持っていた。もともと学

校運営に関する権限は LEA が持っていたのだが、教育改革法の導入によりその権限が学校

理事会に委譲されたのである。イギリスのバウチャー制度では、人気のある学校にはより

多くの予算がつくようになっている。そのため、学校長を中心とした学校理事会はより多

くの生徒を集めようと、大きな権限のもとに、学校の魅力づくりに熱心になり、公立学校

においても競争が促進されることになる。つまり、学校理事会は企業における取締役会の

ようなものであると考えればよいだろう。また、教育改革法の施行に伴い実施された全国

共通テストは、単なる実施で終わることなく、結果を学校単位で公表した。そうすること

で、学校側に生徒の成績を上げるインセンティヴが生まれ、より競争が促進されるという

メリットが増長されるといえる。イギリスにおける教育予算の配分状況は＜図表 26＞のよ

うに複雑なものであり、その算定の根拠ははっきりとしていないのが現状である。 

 

図表 26 

・イギリスの予算の説明 
「国から地方への配分」(配分方式、算定要素等） 

○ 教育技能省が、地方教育当局を通じて「公立」及び「公営私立」へ間接的な補助金を支出（地方交付金）。2006

年から学校教育費は交付金から特定補助金に 

○ 公的補助の算定は、児童生徒数と年齢を基本とし、これに児童生徒の社会経済的背景・追加的教育支援ニーズ、

過疎地調整（初等教育のみ）等の補正要素が加味される。 

※ ただし、児童生徒基本単価が一律に決まっているわけではない。例えば、地域特性等の補助金が決定された後

に算出される点が問題とされている。  

※ CIPFA, An Introductory Guide to Education Finance in England 2005. 

○ 2005年度の LEA毎の児童生徒単価は 2,936ポンドから 5,181ポンドまで様々。 

○ 基本となる金額に、LEA 毎に異なる複雑な係数を次々と掛け合わせ、最終的には前年度ベースに一定率を上乗せ

から「子ども一人当たり単価」は、実際の LEA や学校における積算と関係が無く、その合理性・客観性が常に議論

の対象になっている。 

○ 2006 年度の「全額国庫負担」の導入に際しては、全国的な児童生徒単価を使用せず、前年度実績をベースに配

分。 

 

☆2005年度の教育費の積算（LEAごとに以下の流れで算出） 

ア．就学前 

｛(「児童単価」(2,892 ポンド)×児童数)+(「追加教育経費」(単価 1,450 ポンド)×係数×児童数)｝×「教員確保

困難係数」(1～1.5)×総額調整 

イ．小学校 

｛(「児童単価」(2,266 ポンド)×児童数)+(「追加教育経費」(単価 1,450 ポンド)×係数×児童数)+(「密度補正経

費」(187ポンド)×係数×児童数)｝×「教員確保困難係数」(1～1.5)×総額調整 

ウ．中学校 

｛(「生徒単価」(2,968 ポンド)×生徒数)+(「追加教育経費」(単価 1,450 ポンド)×係数×生徒数)｝×「教員確保

困難係数」(1～1.5)×総額調整 

エ．高コスト児童生徒 

(「単価」(8,168ポンド)×対象児童生徒数)×「教員確保困難係数」(1～1.5)×総額調整  

※ 「追加教育経費」の係数は、「生活保護・失業手当を受ける家族の児童生徒」「扶養家族税額控除を受ける家族

の児童生徒」「英語を母国語としない児童」「特定人種の生徒」等で算出 

※ 「密度補正」の係数は、小学校のみ 1991年の国政調査に基づいた指数を使用 
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4つの段階を合計して総額を算出し、それを児童生徒数で除した額を算出 

（1） 1人あたり対前年度比が 5.5～8.75%の範囲に収まる場合、その合計額を使用  

（2） 1人あたり対前年度比が 5.5～8.75%の範囲に収まるように総額を調整 

（最終的な LEAごとの児童生徒単価は、全国平均 3,327に対して、2,936ポンド～5,181ポンドまで様々）  

  

☆2006年度の「義務教育特定負担金」の地方への配分【概要】  

教育技能省が、以下の手順で、149の地方教育当局（LEA）ごとに配分額を算出。 

i. 前年度の各 LEAの子ども一人単価を算出 【全国平均 3,411ポンド】 

「2005 年度の予算額」（総額 251 億ポンド）÷「2005 年度の子ども数」(総数 736 万人)=(A）「2005 年度の子ども

一人単価」 

ii 子ども当たり上乗せにより基本配分額を算出 【総額 262億ポンド】 

((A)+「最小上乗せ(ロンドン 5.1%、その他 5.0%)」)×「2006 年度の子ども数」(総数 732 万人)=(B)「2006 年度の

基本配分額」 

iii. 政策増を加えた配分額を算出 【総額 266億ポンド】 

(B)+「政策増(LEAにより異なる)」(総額 4億ポンド)=(C)「2006年度の配分額(政策増後)」 

iv. 前年度予算が国の積算を下回る LEAに上乗せをした配分額を算出 【総額 267億ポンド】 

a.) 2005年度の予算額が国の積算額を下回った LEA 【44の LEA】 

(C)+1/4(「2005年度の国の積算額」－「2005年度の予算額」)=(D)「2006年度の配分額(下限調整前)」 

b.) それ以外の LEA 【105の LEA】 

(C)=(D)「2006年度の配分額(下限調整前)」 

v. 最終配分額を決定 【総額 267億ポンド】 

a.） 「2006年度の配分額」(D)が「2005年度の予算額」より 4%以上多い LEA 【全 149の LEA】 

(D)=(F）「2006年度の最終配分額」 

b.） それ以外の LEA 【該当なし】 

「2005年度の予算額」+「4%の上乗せ」=(F)「2006年度の最終配分額」  

 

「地方から学校への配分」(配分方式、算定要素等） 

○ 国の算定を参考に、学校の特性により所管の学校の予算を決定。 

○ 教育技能大臣が学校予算の最低水準を定めていたが(「前年度比で～%増」といった形）、必ずしもそのとおり配

分されなかったため、2006年から学校教育費は交付金から特定補助金に移行。 

○ 多くの特定補助金は学校を単位に交付し、教員確保のための補助金は、教員を単位に交付する等、イギリスにお

いても、「学校単位」「教員単位」の積算は数多く存在。 

 

出所：「教育バウチャーに関する検討状況について」より引用 

 

続いて、アメリカの例について述べる。アメリカでの最初の公的な私立学校に対するバ

ウチャー政策は、1990 年にウィスコンシン州のミルウォーキー市で導入された。公立小学

校に通う低所得家庭の子どもが対象とされ、生徒の選抜は抽選で行われた。この初めての

バウチャー政策は、専門家の間でも評価が大きく分かれており20、成績向上に貢献したと

も、していないとも言われている。アメリカ 2 番目となる私立学校バウチャー政策が導入

されたのが、オハイオ州のクリーブランド市である。導入当初は幼稚園生から小学校 3 年

生までが対象とされていたが、近年では高校生までもが対象に含まれるようになった。こ

のクリープランド市の政策は、ミルウォーキー市の政策とは違い所得に関係なくバウ

チャーを受け取ることができ、既に私立学校に入学している生徒も対象とされていること

が特徴である。この政策は宗教系学校のバウチャー受け入れも許容していたため、宗教団

体に対する政府補助とみなされ、政教分離に違反するとして訴訟が行われた21。その後各

地で様々なバウチャー政策が行われたが、そのどれもが「学力が向上した」「学力向上は

みられなかった、あるいは一部学力の低下が見られた」という両方の報告が存在し、一定

の結果が得られていないのが現状である。バウチャー制度に関する親の満足度に関する調

                                                      
20 ピーターソンらの研究グループは、バウチャーにより公立から私立に移籍した子どもは、3,4 年後に数

学・読解能力が向上したと分析しているが、ロウズは数学処理能力についてわずかな向上が認められる
が、読解能力では向上がみられなかったという研究を残している。 

21 しかし結果的には、「公平に配布された補助金が、受け取った側の判断で宗教学校に使われたとしても
憲法違反ではない」という判断が下された(Zelman v. Simmons-Harris case, June 27, 2002)。この判
決を受け、このクリープランド市の政策の成果に関しても専門家の意見は分かれているにもかかわら
ず、各地でバウチャー政策推進の動きが広がっていった。 
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査についても、「親の満足度は上昇した」という報告がある一方、バウチャーの受給がで

きなかった親からは苦情が発生したという報告もあるという。 

次に、オランダについて述べる。オランダの教育は「自由」という理念を基本とした制度が

確立されており、「学校設立の自由」「学校選択の自由」「教育内容及び教授方法の自由」と

いう 3 本柱で構成されている。オランダにおいては、イギリス・スウェーデンと同様に学校

が「公立」「公営私立」「独立私立」に大別されている。公立と公営私立では授業料を徴収せ

ず、学力テスト等による入学選抜も辞しされていないのが大きな特徴である。そしてオランダ

では日本に比べて落第が圧倒的に多いが、落第しても決して周囲から冷ややかな目で見られた

りすることはないようで、オランダにおける高等教育の質の確保のために一役買っている。＜

図表 27＞がオランダの予算配分方法である。 

図表 27 

 
 

出所：「教育バウチャーに関する検討状況について」より引用 

 

次にスウェーデンの例について述べる。スウェーデンでは、1990 年代の改革により、

義務教育課程及び高等学校の予算は全て、国からの交付金と地方税収の中から地方自治体

(コミューン)が負担することになっている。もっとも、国から交付された予算は「学校行

政用」として使途が定められているわけではなく、与えられた予算のうちどの程度を学校

行政に配分するかはそれぞれのコミューンが独自に決定することができる。コミューンか

ら各学校へ配分された予算の使途も、全て学校に委ねられており、各学校はその中で教職

員の給与や設備投資、維持費、地代など全てをやりくりするというのが原則である。どの

専門家も、スウェーデンのバウチャー政策に関しては、成功したという意見でほぼ一致し

ている。 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 
 

37 
 

 
第4項 バウチャー政策の評価 
 
教育バウチャーを導入することで得られるメリットは以下のとおりである。 

・バウチャーを獲得すべく、すなわちより多くの生徒を自分の学校に通わせるべく学校間

で競争が促進され、教育の質を向上させるインセンティヴが生まれる。 

・教育需要者側の選択が多様化する。 

・結果が生徒数や予算で現れる。 

・コスト削減・情報公開・政府側のコスト削減が進む。 

・所得によらない自由な選択肢が広がる 

・教育バウチャー実施地域で、実施後のアンケートにおいて学力は上昇し、親の満足も得

られる。 

続いて、教育バウチャー導入のデメリットとして頻繁にあげられる点を列挙する。 

① 所得者や障害者が不利である 

②距離の遠近や所得の違いで学校選択が限られている 

③学校の序列化が起こり、人気校だけが残る結果にならないか 

④生徒は私立に流れたが、「人数が少ない学校にも生徒は確かにいるのだから…」という

理由で公立学校は廃校になっていない。これは経済的に非効率である 

⑤全国的なバウチャーの導入によって、平均的にも教育成果が向上したという結果は出て

いない 

⑥現在の我が国に、仮に全国的なバウチャー制度を導入し、仮に学校が潰れたとしても、

教員が解雇されるわけではないため、インセンティヴが働き教育の質が向上するとは思え

ない 

これらが教育バウチャーのデメリットであるとしてしばしば挙げられるが、これらは全て

反論可能である。各デメリットに対する反論・解決策を列挙する。 

① ハンディを抱える児童を対象としてバウチャー額を上げれば、学校側にはその生徒を

受け入れるインセンティヴが生まれるため不利にならない。 

② これはバウチャー導入どうこうの問題以前に存在するものである。 

③―１ 淘汰されるべきである。教員に質向上のインセンティヴが与えられる。また、序

列化されれば能力別教育を行いやすく質の改善が見込める。 

③―２ イギリス・オランダ・スウェーデンの事例を見る限り、そうした序列化が生じて

いるという報告はない。児童生徒・保護者は必ずしも成績の良い学校ばかりを選択すると

いう行動をとらず、自宅の近隣を選んだり、クラブ活動が盛んなところや設備が良いとこ

ろを選んだり、選択基準は多様である。 

④ イギリスやスウェーデンの事例を見ると、児童生徒が集まらなくなった学校は現実に

統合ないしは廃校となっている。しかし、実際に廃校となる学校を増やすことを教育バウ

チャー導入の効果として期待しているわけではない。児童生徒数が減少し予算が減ること

で、廃校となるプレッシャーが学校改革の誘引となることを期待している。 

⑤ 米国において導入された教区バウチャーが一定の教育効果をもたらすことは、ホクス

ビー、ピーターソン、ハウエル、グリーンら多数の研究者の研究成果で実証済みである。

目立った成績の向上が見られなかったという研究報告も一部にあるが、教育バウチャーが

教育効果においてプラスの影響をもたらすことに決定的な反証となっていない。 

⑥給与にアンケートによる“評価”を反映させればインセンティヴは生まれると考えられ

る。 
以上により、バウチャー政策は十分、導入可能な政策だと考えられる。 
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第2節 具体的政策提言 
 
 
第1項 政策提言内容 
 本項では、これまでの議論を踏まえ以下の政策提言を行う。 
 
政策提言: 
小中学校における二種類のバウチャー政策の導入及び高校・大学における一種類のバウ

チャー政策の導入 
 
 正確に述べると、前節で述べた「狭義のバウチャー」政策を義務教育段階の私立小中学

校及び高校・大学に導入、「広義のバウチャー」政策を義務教育段階の公立小中学校に導

入することである。なぜ、この結論に至ったか初めに述べ、政策の細部について説明して

いこう。 

 図表 28 

 
 
 
 
 

 

出所:筆者作成 

 

 前節 4 項でも記述したように、バウチャー政策に関してよく聞かれる批判は、学校間格

差拡大を促進し、全国平等な教育機会を提供するという目的が失われてしまうのではない

か、ということである。確かに、一般的にバウチャー政策だと考えられている「狭義のバ

ウチャー政策」では、前節で述べたように学校間競争が促進されるので22、へき地のよう

な過疎地では、生徒数が少ないために参入が少なく、学校がなくなるという事態が招かれ

る可能性は否定できない。＜図表 29＞のように、日本には、その地理的特性からへき地教

育を受容している対象も相当数おり、義務教育という公的な意味合いを考えれば、学校が

無い事態に陥ることは許容されるべきではないし、バウチャー政策は推進されるべきでは

ない。こういった懸念も一要因として、日本ではバウチャー政策検討は頓挫したそうだ。

そこで、我々は、小中学校段階では「狭義のバウチャー」だけでなく「広義のバウ

チャー」を併用し、この欠点を補おうと考えた。前節で述べたが、「広義のバウチャー」

は、「狭義のバウチャー」に比べ競争原理は弱まるが、倒産の危険性が小さい政策であ

る。公立学校へは「広義のバウチャー」、私立学校へは「狭義のバウチャー」を導入し、

公私立ともに市場で競争させる役割を与え、また、公立には過疎地含め全国あまねく義務

教育を提供する義務があるということである。官は民ができないことを補うだけでよいの

だ。加えて、「広義のバウチャー」、「狭義のバウチャー」、どちらが、より適した方策

なのか、当該地域の市場に選択させることも期待できる。 

                                                      
222004/11/8 日本経済新聞「経済教室」では、福井秀夫が、「（へき地のような地域には、地域に）応じ

たバウチャーの増額を行えばよい」と述べているが、へき地のような地域では供給者が一つになるの
で、バウチャーの競争原理は望めず、怠慢経営になるだろう。そのため、本稿の提言どおり、「広義の
バウチャー」併用策をとるべきだと考えた。そうすれば、「狭義のバウチャー」に比べ競争原理は弱い
ものの、教員給与の固定により経営怠慢に起因する支出拡大はなくなるだろう。 
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図表 29 「日本のへき地中学校の実態」 

へき地等指定学校数（公立） 
平成 21年 1,316 

平成 22年 1,183 

へき地等指定学校の生徒数（公立） 
平成 21年 78,097 

平成 22年 68,184 

へき地等指定学校の教員数（公立の本務者） 
平成 21年 13,833 

平成 22年 12,563 

へき地等指定学校の負担法による事務職員数（公立） 
平成 21年 962 

平成 22年 866 

出所：「平成 22年度学校基本調査」をもとに筆者作成 

 
義務教育後の中等教育、高等教育に関しては、「狭義のバウチャー」政策の一本化を提言

したい。一本化をすすめれば、本来のバウチャー政策の性格が大きく発揮されると考えら

れるからである。すなわち、市場競争の原理のことである。効率の悪い学校は市場から淘

汰され、一方で、効率性を高めた学校はより多くの利潤を獲得できるのである。こう書く

と、先ほどの提言との関わりで、高校・大学教育のへき地教育は無視してよいのかと批判

を浴びそうだが、バウチャー政策がしっかりと機能していれば、へき地であっても義務教

育段階で育った優秀な学生を、純粋に学力だけで選抜できるので、新たに奨学金で支援し

入学させれば良いはずだ。つまり、義務教育段階の二種類のバウチャー政策で、義務教育

後の教育も所得格差に影響されることなくうまく機能させることができるのだ。 

 
 では、バウチャー政策の実施要項に関して、「新しい学校の会（旧称：学校設置会社連

盟）」の「教育バウチャー制度の提言書」を参考に述べていきたい。 

まず、義務教育段階におけるバウチャー提言だが、中央集権的教育を是とせず、地方公

共団体による柔軟性のある運用を考えたいので、地方の最小単位としての市町村単位で導

入するという前提で示したい。義務教育段階の教育バウチャー導入後の概念図として＜図

表 30＞を示す。 

図表 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：「教育バウチャー制度の提言書」を参考に筆者作成 
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公私立学校ごとに異なる複雑な補助金などを、簡素に一本化できた。ただ、公私立ごとに

取り入れる制度が異なるので、細部に関しては＜図表 31＞のようになる。 

図表 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出所：「教育バウチャー制度の提言書」を参考に筆者作成 

 
＜図表 32＞は、提言内容をまとめたものである。理由とともに紹介していきたい。まず、

我々の政策提言では、選抜方法は基本的に自由である。なぜなら、バウチャー導入によっ

て学校参入に多様性が生まれるはずなので、「学費が高く入学する学生層の質も高い学

校」も残存するだろうが、「学費は低いが学生を一から育てる学校」といった学校も生ま

れ、塾に通った子どもが次の受験に圧倒的に有利という状況が変化していくからである。

次のバウチャー額の超過分回収に関しても同様のことが言える。バウチャー額を超える学

校もあれば、バウチャー額以内で賄う学校も生まれるのだ。教員の身分に関しては、公立

は従来通りだが、私立に関しては、運営に独自性をもたせるため基本的に採用・解雇は自

由にしたい。つづいて、情報公開に関してだが、都合の悪い情報は隠ぺいしようとする学

校が多く存在する現状を鑑みて、諸外国のように義務化したい。公開内容については＜図

表 32＞の記載通りである。最後に、転入時の学校選択に関してだが、基本的に自由にした

い。なぜ、わざわざこの提言に言及したかというと、いまだに強制的に子どもの転入先を

割り当てる自治体が数多く存在し23、消費者権益を損なっていると考えたからである。 
 

図表 32 

公立学校（広義のバウチャー政策） 私立学校（狭義のバウチャー政策） 
予算配分 

生徒数・教師数・維持費に基づいて決定 生徒数のみに基づいて決定 
入学者選抜法 
基本的に自由 

バウチャー額を超えた分の学費は徴収できるか 
不可（義務教育の無償性のため） 可 

教員 
従来通り、市区町村に属する 

給与は固定 
教員免許は必要だが、採用法は自由 

給与は予算内なら自由。 

                                                      
23 平成 20 年内閣府調査「教育委員会アンケート集計結果」によれば、学校選択制に関して、小学校で

「導入している」という回答が全体の 14.2%、中学校で「導入している」という回答が 16.6%だとい
う。転校先さえ自由に選べない実態が窺われる。 
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情報公開 
経営状態はもちろん、全在学者アンケート、前年度入学希望者数、全国学力テストの学校

単位の成績開示（ただし、個人情報保護上、個別開示は本人のみ可）などの義務付け 
転入時の学校選択 

受け入れ側が許可するならば、可 
出所：筆者作成 

 
また、財源等に関しては＜図表 33＞を想定した。対象となる公費は、現行制度で教育行政

に使われている公金を考えており、すでに述べたとおり、学費超過分は個人が支払う。 

図表 33 

対象となる公費 私学助成金、教員給与負担、維持費等 
対象となる学校種 国公私立の義務教育課程、中等教育学校の前期課程 

出所：「教育バウチャー制度の提言書」を参考に筆者作成 
 
文部科学省「平成 23 年度版 教育指標の国際比較」によれば24、学生・生徒一人当たり学

校教育費は、小学校が 869,813.1 円、中学校が 1,001,719 円なので、バウチャー額もその

値に決定すればよいことになる。 
 
次に、義務教育後の中等教育、高等教育の政策提言について説明したい。制度内容は、

義務教育課程とほぼ同様である。まず、高校のバウチャー導入後の概念図を＜図表 34＞
に、大学を含む高等教育は＜図表 35＞に示す。提言内容に関しては、どちらも＜図表 32
＞の「狭義のバウチャー」とほぼ同様である。ただし、大学など高等教育機関に関して

は、研究機関でもあるという性質上、所属する学生が少ないからと言って研究資金を減ら

すべきではない。そのため、高等教育に関しては、完全なバウチャー政策ではなく、研究

費補助は潤沢に行われるべきである。 

図表 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：「教育バウチャー制度の提言書」を参考に筆者作成 

                                                      
24 データ抽出時の PPP レートを掛け合わせて、円表示にした。 
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図表 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：「教育バウチャー制度の提言書」を参考に筆者作成 
 
同様に、対象となる公費は＜図表 36＞で想定した。 

図表 36 

・高校 
対象となる公費 私学助成金、運営費交付金等 
対象となる学校種 国公私立高校 
・大学など高等教育機関 
対象となる公費 私学助成金、教員給与負担、維持費等 
対象となる学校種 国公私立大学、短大、高等専門学校 

出所：「教育バウチャー制度の提言書」を参考に筆者作成 
 
先ほどと同様に、生徒・学生一人当たり学校教育費をみると、高校は 1,099,299 円、大学

など高等教育は 1,704,459 円であり、バウチャー額を決定できる。ただし、高等教育には

大学院や短大など多様な対象が含まれる。 
 
 
第2項 政策効果 
 
 では、前項の政策提言の効果はどのようなものか。前章の収益率の議論からシミュレー

ションを行ってみよう。 
まず、高等教育に関しては、バウチャー導入後の学費を以下の式と仮定する。 

（在籍人数）（在籍人数）｝｛（消費支出） ÷×− 459,704,1  
ただし、学校法人単位や附属病院を含んで決算報告を行っている学校が多く、2 章で実証

分析の対象とした大学では＜図表 37＞の学校しか計算できなかった25。 
 
 
 
 

                                                      
25 各大学の平成 22 年度の決算報告の消費支出を在籍生徒数で割った。 
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図表 37 

 
大学名 導入後学費 

関西大学 -221089 

駒澤大学 -418680 

駿河台大学 -423134 

甲南大学 -233450 

東京都市大学 -169391 

同志社大学 117877.3 

東洋大学 -682372 

東京外国語大学 -63504.5 

一橋大学 -89575.3 

名城大学 -344740 

桃山学院大学 -303171 

和歌山大学 -155663 

出所：筆者作成 
 
学生の就職実績を載せる大学だけあって、ほとんどの大学がバウチャーを導入すれば利潤

がでることを＜図表 37＞から観察でき、入学時、学費超過分を支払う大学は同志社大学の

みである。つまり、経営努力をしっかりとしている大学は、バウチャー導入後は利潤を獲

得できる。一方、この表にはない、公費注入の多い大学は淘汰、あるいは更なる経営努力

を求められることになる。ここに、バウチャー独自の競争原理というものを強く意識でき

る。また、バウチャー導入によって、各大学間で競争が起き、経費節減に努めるとも考え

られるので、一人当たりバウチャー額を減らし新たな教育政策にも投入できるようにな

る。たとえば、一人当たり 170 万円から 160 万円にバウチャー額を変更した場合、一人当

たり 10 万円だけ余剰がでるので、高等教育受容者の 3180760 人26×10 万円のバウチャー

発行が可能になり、低所得者の更なる就学支援も行えるのだ。つまり、第 1 章 2 節 4 項で

述べた問題点は、バウチャー政策によって、是正できる可能性が十分にあるのだ。 
 
 
第3項 政策の課題 
 
 最後に、政策提言内容の課題を簡潔に述べておく。第一に挙げられる課題は、塾産業に

関する教育の機会格差を是正しきれないことだ。現在の教育機会の格差を考えられると、

第 1 章 2 節 2 項で述べた「親の所得と子の学歴」の関係が見逃せない。すなわち、金持ち

の子どもは放課後教育を潤沢に受ける一方、貧しい家庭の子どもは過少な教育投資を受け

ているということだ。しかし、本稿で述べた政策提言の内容は学校における教育機会格差

是正のみにとどまっている。そのため、完全な教育機会格差是正のためには、放課後教育

に関しても視点を広げなければならない。対策として考えられるのは、「放課後教育への

バウチャー」や「学校単位の放課後教育導入」などがあげられるが、いずれも今回の政策

提言が実現してこその政策だとも考えられる。そのため、今回の政策提言を実験的に行

い、その効果の計量分析を行い、効果が実証された上で、放課後教育にも対象を広げてい

くべきだろう。 
                                                      
26 文部科学省「平成 16 年度版 学校基本調査」より 
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