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概要 

KHPS では世帯の所得や教育費の情報だけではなく、政府統計では把握することの出来ない親
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よる格差が生じていることを明らかにした。 
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要旨 

近年、所得格差や消費格差の拡大が指摘されるが、親の所得による子供の教育費の格差

も拡大している。KHPS では世帯の所得や教育費の情報だけではなく、政府統計では把握
することの出来ない親の教育水準や別居している子供の就業・就学状況について把握する

ことができる。本章ではこの情報を用いることにより、子供の教育費や高等教育への進学

において、親の所得や教育水準による格差が生じているかについての実証分析を行った。

分析結果としては、小中高のどの教育段階の子供がいる世帯においても、親の所得が高く

なると通塾費用が高くなり、また、子供が高校生となる世帯においては、親の所得が高く

なると学校教育費それ自体が高くなる。高等教育への進学以前に親の所得により子供の教

育費に格差が生じていることがわかる。そして、高等教育への進学状況については、親の

所得が高くなるにつれ子供の大学・短大進学確率が高まる。また、両親が大学・短大卒の

場合は世帯所得により進学率が直線的に上昇するが、両親が高卒の場合は一定以上の所得

を過ぎると進学率の上昇が頭打ちとなる。親の所得と教育水準により、子供の教育機会に

格差が生じており、特に所得の低い世帯の子供の高等教育進学に対する政策的対応が必要

となるであろう。 
 
 
1節 はじめに 
 

1980年代まで世帯の消費支出の総額が減少しても教育費が減少することはなかった。だ
が、1990年代になると消費支出額の減少以上に教育支出が削減され、子供の教育費という
「『聖域』が喪失したのではないか(田中 1999)」と言われている。所得や消費の格差拡大が
指摘される現在においては、教育費の減少だけではなく、教育費の格差が拡大しているの

だろうか。日本では、大学を含め教育費のほとんどは親によって負担されている一方、そ

れにともなって生じる収益は子供が受け取り、学校教育を通じて親の所得が子供に移転さ

れる可能性がある（樋口 1992）。それゆえ子供の教育費や高等教育進学と親の所得の関係
についての分析は、経済格差を論じる上で重要となる。 
表 9-1は、「慶應義塾家計パネル調査（KHPS）」から年間の授業料や教材費などの学校教

育費と学習塾にかかる通塾費を子供の教育段階別に示したものである。子供の教育段階が

上がるにつれ、学校教育費と通塾費を合わせた教育費の負担が拡大し、教育費が所得に占

める割合は高まる。特に、子供が大学生になると、学校教育費は平均で所得の 16％、消費
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支出の 25％を占めるようになる。 
 

（表 9-1挿入） 
 
図 9-１は、『全国消費実態調査』における所得 10 分位ごとの教育費の支出と総消費支出
に教育費が占める割合を示している。世帯人員が 2 人以上の勤労者世帯のうち、子供が大
学や高校に行くようになる年齢層である 40－49歳の世帯を取り上げる。世帯所得が高くな
るにつれ教育費も高くなる傾向があり、所得上位の第 9分位と第 10分位の世帯の教育費は、
所得下位の第 1分位と第 2分位の世帯の教育費の 2倍から 3倍の額となっている。また、
1999 年から 2004 年にかけて、高所得層では教育費が伸びており、消費支出に占める教育
費の割合が増大している一方、低所得層においては逆に低下している。このように、親の

所得水準により教育費に格差があり、その格差は拡大傾向にある。 
 

（図 9-１挿入） 
  
大学卒労働者と高校卒労働者の賃金格差は大きく1、そして、入試難易度の高い大学を出

た労働者ほど賃金は高くなっている（安部 1994）。高所得世帯において多額の学校外教育
を多く負担したり、授業料の高い私立の小中学校や高校に進学させたりすることにより、

低所得の世帯の子供との間に進学の機会に格差が生じるとすると、子供への教育費を通じ

て親の所得格差が子供世代の所得に影響する可能性がある。樋口(1992 1994)は、公表され
ている集計データから入試難易度の高い大学では親の平均年収が高くなっていることと、

入試難易度が高い大学ほど、また親の平均年収が高い大学ほど大学別の期待生涯所得が高

くなっていることを明らかにしている。親の所得が高くなるほど、子供の大学進学率が高

く、また入試難易度の高い大学に入学することにより子供の期待所得が高くなる。すなわ

ち教育を通じた親の所得格差が子供の世代の所得格差として引き継がれる可能性がある。 
だが、子供の教育費や高等教育への進学と親の所得の関係については、統計で把握しづ

らく、経済学の実証研究も多くない。『家計調査』、『全国消費実態調査』、『就業構造基本調

査』『学生生活調査』といった政府による大規模統計では、親の教育水準や子供の高等教育

への進学状況などが把握できないためであると考えられる。これらのデータでは、別居し

ている子供の就業・就学状態の情報がなく、また単身若年層については親の所得などの情

報がない。政府の発表している親の所得と子供の高等教育進学の関係についての統計とし

て日本学生支援機構による『学生生活調査』があり、大学・短大に通う学生の親の所得の

情報を得ることができる。しかし、『学生生活調査』では、大学・短大に進学しない同年齢

の者のデータが把握出来ないため、親の所得による子供の大学・短大進学率を直接調べる

                                                  
1『賃金センサス(平成 16年)』によると、大卒労働者の賃金は高校卒労働者の賃金より男女
共に平均で 1.3倍以上高く、男性労働者では月当たりで約 10万円の開きがある。 
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ことが出来ない。そこで、『学生生活調査』では、学生の親の所得分布と『家計調査』の世

帯所得の分布とを比較することで、親の所得と子供の進学率について検討している。表 9
－2は、平成 16年度の『学生生活調査』による親の所得階層別の大学・短大在学者割合で
ある。『家計調査』における世帯主年齢が 45歳から 54歳となる世帯を、大学・短大進学者
の年齢層の親の年齢層と考え、その世帯主年齢層の所得 5分位階級に、『学生生活調査』で
調査された親の所得により学生を割り当てている。この数値は、所得階層において子供数

が変わらないという強い仮定が認められるとすると、所得階層による大学・短大在学率の

差として比較可能である。この方法を使って算出された『学生生活調査』の大学・短大在

学者割合を見ると、最も所得階層が高い第 5 分位の所得階層において、大学・短大在学者
割合が最も低くなり、一番所得階層の低い第 1 分位は、第 4 分位についで 2 番目に大学・
短大在学者割合が高くなっている。『学生生活調査』では、学生が親の所得を回答すること

により、親の所得の測定誤差が発生しているのではないかと考えられる。 
 

（表 9-2挿入） 
 
そのような統計資料の制約の中、中村(1993)は、82年と 87年の「就業構造基本調査」の
うち首都圏と京阪神在住の世帯の個票データを用いて子供の大学・短大進学についての分

析を行った。その結果、男女共に父親の所得が影響し、親の学歴などは女性についてのみ

影響が観察されるとしている。中村(1993)が首都圏と京阪神の世帯に標本を限定した理由は、
これらの地域では域内進学率が高く、自宅通学者が多いと想定されるからである。だが、

この地域においける自宅通学者の大学生・短大生の子供を補足できたとしても、高校卒業

後に就職して離家する子供の補足はできない2。これらの地域において、高校卒業後に就職

した者のほとんどが実家に留まっているとは考えにくい。中村(1993)は就職と進学の選択に
ついてのロジット分析を行っているが3、親の所得などの属性と就職した子供の離家の選択

に何らかの関係があるとすると、就職した子供のうち親元に残るサンプルのみを扱うこと

は、セレクション・バイアスを引き起こす可能性がある。また、中村(1993)の分析では、デ
ータの制約として専門・専修学校に進んだ子供は分析対象から外されている。だが、平成

14年度以降、高校卒業後就職する者より専門・専修学校へ進む者が多くなっており4、専門・

                                                  
2 中村(1993)の分析で用いられた標本では、1987年の男子の大学・短大在学者が 226人、
就職者が 120人となっており、進学者が就職者の 2倍近くとなっている。だが、1987年の
『学校基本調査』における高校卒業者の大学・短大への進学率（過年度高校卒者等を含む）

は 37.1%で就職率が 34.6%とあり、進学者と就職者の比率は 1.07となっており、中村（1993)
の就職者と進学者の比率と大きく異なっている。中村(1993)の分析におけるデータは、就職
した者の補足が十分でないと考えられる。 
 
3 また、同時に中村(1993)は、大学進学、短大進学、就職という 3つの選択肢の多項ロジッ
ト分析も行っている。 
4 文部科学省『学校基本調査』（各年） 
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専修学校への進学を考慮に入れた分析が必要になると考えられる。 
また、子供の教育費についての先行研究としては、総務省『家計調査』の個票データを

用いた分析がある。Hashimoto and Health（1995）は、教育費の所得弾力性を所得階層別
のクロス・セクション・データから求め、中位の所得階級の世帯において所得弾力性が高

くなることを明らかにしている。また、松浦・滋野(1996)は首都圏の小中学生の私立学校の
選択と通塾費用の分析を行い、世帯収入や資産が大きいほど私立学校に通う確率が高くな

ることや通塾費用が大きくなることを明らかにした。しかしこれらの研究では、データの

制約上、親の教育水準という重要な変数が抜けている。 
以上、子供の教育費や進学状況について、小中学生の教育費の分析では親の教育水準が

わからないことや、大学進学についての分析では離家した子供の情報がないことなど、今

までの公表統計や先行研究では、不十分な点が多い。だが、KHPS では世帯の学校教育費
や通塾費用の情報と同時に親の所得や教育水準について調べており、また別居している子

供の就業・就学状況についても調査している。そこで本章では、KHPS の個票データを用
いて子供の教育段階別に、子供の教育費や高等教育進学と親の所得の間にどのような関係

が存在するかについて分析を行うことにする。 
 
2節 使用データの説明 
 
本章では、各年の「慶應義塾家計パネル調査（KHPS）」を用いて子供の教育段階別に小
中学生の通塾費の分析、高校生の学校教育費と通塾費の分析、大学・短大への進学の分析

の 3 つの分析を行う。前述の表 1 で見たように、それぞれの教育段階で教育費が異なって
いるため子供の教育段階別に分析を行うことにする。小中学生の通塾費の分析では、小学

校もしくは中学校に通う子供が一人以上存在し、かつ高校以上の学校に通う子供がいない

世帯を分析対象とした。高校生の学校教育費と通塾費の分析では、高校生の子供のみがい

る世帯を分析対象とした。小中学校は義務教育段階であり、公立学校での教育費は選択の

対象ではないが、高校生の段階では通う高校により授業料が異なっていると考えられる。

表 1 から分かるように、高校生の子供については授業料などの学校教育費が大きくなって
おり、通塾費用は中学生の子供より低くなっている。教育費の格差は、通塾などの補習授

業等にかかる費用の多寡が問題とされるが、高校生の子供の教育費については、私立高校

にかかる費用など学校教育費についての分析が必要となると考えられる。 
以上の教育費用の分析では、同一世帯に小中学生と高校生がいる場合、この二つの分析

の対象から落ちてしまう。これは、KHPS の教育費データが世帯単位の教育費用であり、
子供ごとの情報が欠如しているためである。また、学校教育費と通塾費は年間の金額を用

いるが、教育費用の設問は KHPSでは 2005年の第 2回調査と 2006年の第 3回調査のみの
質問項目の情報となるため、小中学生と高校生を対象とした分析は、2005 年調査と 2006
年調査をプールしたデータを用いている。 
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そして、大学・短大への進学についての分析では、世帯単位ではなく子供単位の分析が

行われる。各調査時点において、高校卒業後 4 年以内の子供が、大学・短大に在学してい
るか、専修・専門学校に在学しているか、それとも就業しているかが分析される。ここで

は、KHPSの 2004年調査から 2006年調査までの調査をプールしたデータが用いられる。 
表 3は、3つの分析それぞれの被説明変数と説明変数の基本統計量を示す。年間の通塾費
用と学校教育費が用いられる。等価世帯所得とは、世帯の総所得を世帯人員の平方根で除

した所得であり、世帯人員の多寡を考慮した世帯所得と考えることが出来る。親の教育に

ついては、父親と母親それぞれ大学・短大卒以上と高校卒以下に分けダミー変数で処理し

た。③の大学・短大への在学についての分析では、等価世帯所得の 2乗項も説明変数とし、
また、父親と母親それぞれの教育ダミーと等価世帯所得と等価世帯所得の 2 乗それぞれの
クロス項をとった。また、③の分析は個人単位の分析であり、世帯属性だけでなく子供本

人の属性についての分析が可能となるので、子供本人が女性であるかどうかのダミー変数

もモデルに入れる。なお、基本統計量には表記していないが、各調査時点において対象と

なっている子供が高校卒業からの経過年数のカテゴリー変数と、その変数と女性ダミーの

クロス項もコントロール変数として用いることにした。 
 

（表 9-3を挿入） 
 
3節 教育費用の分析 
 
まず、小中学校に通う子供が存在する世帯の通塾費用の分析を行う。子供が塾に通って

いない場合は、通塾費用はゼロとなり負の値をとりえない被説明変数となるため、トービ

ットモデルによる推計を行なう。子供が塾に通っていない世帯の通塾費用ゼロとした通塾

費を被説明変数として、通常の最小 2 乗法により所得などの説明変数の係数を推計した場
合、偏った係数が推計されることになる。 
観察される通塾費用(Y)の潜在変数をYi* とし、次の関係が成り立つとする。撹乱項εは、

平均ゼロの正規分布に従うとする。このモデルを最尤法で推定する5。 
 

yi* = β’x i

                                                 

 +εi ,  i =1, …, n 
ε～ N (0,σ２) 

       yi* >0 なら yi = yi* 

         yi* ≤0 なら yi =0 
 
表 4 は、トービットモデルによる推計結果である。中学校の子供数もしくは小学校高学
年の子供数が増加すると、通塾費用が大きくなることがわかる。特に、中学校の子供数の

 
5 詳しくは、Greene(1999)を参照。 
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影響が大きく、この年齢になると多くの子供が塾に通っていると考えられる。そして、等

価世帯所得も有意(0.1%)に通塾費用を上昇させている。所得が高い世帯ほど、学校外の教育
費を多く支出していることが分かる。また、親の教育水準については、父親が大学・短大

卒であることは、有意に通塾費用を増やすが、母親の教育の影響は観察されなかった。そ

して、父親の年齢が高くなるほど通塾費用を多く負担し、また父親と母親の年齢差が大き

くなるほど通塾費用は低くなっていることが分かる。 
 

（表 9-4を挿入） 
 
次に、高校生の子供がいる世帯の教育支出について分析を行う。この教育段階の子供が

いる世帯にとっては、通塾費用より授業料などの学校教育費の負担が大きい。また、通塾

費用と異なり、高校生が存在する世帯で学校教育費がゼロとなる世帯はわずかであるので、

学校教育費と世帯所得や親の教育水準の関係について最小自乗法により推計した。その分

析結果は表 9-5である。ここでは、世帯所得は有意に学校教育費を増加させているが、親の
教育水準については両親共に有意な影響が観察されなかった。入試難易度の高い私立高校

ほど授業料や入学金が高くなる傾向が指摘されているが(浦田 1998)、相対的に学校教育費
が安い公立高校との選択になるため、親の所得が高い世帯において、より入試難易度の高

い高校に子供が入学しているかどうかはわからない。親の所得は高校の学校教育費に影響

を与えていることだけは間違いない。 
 

（表 9-5） 
 
最後に、トービットモデルによる高校生の子供に対する通塾費用の分析結果が表 9-6であ
る。ここでも世帯所得が大きい世帯ほど、通塾費用が大きくなっている。また、通塾費に

対する世帯所得の係数は、表 9-5の学校教育費に対する係数とほぼ同じ水準にある。学校教
育費と通塾費用の関係が代替関係か補完関係にあるのかは不明であるが、世帯所得が高く

なるとより多くの教育支出が行なわれていることがわかる。 
 

（表 9-6） 
 
 
4節 高校卒業後の就職と進学 
 
 ここでは、子供が高校卒業後に大学・短大に進学するか、就職するか、もしくは専門・

専修学校に通うかについての分析を行う。分析対象となるのは、各調査年において高校卒

業後 4 年以内の子供である。まず、親の世帯所得階層別に、それらの子供の就業・就学状
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況をみたのが表 9-7である。前述の『学生生活調査』を使った推計した場合とは異なり、高
所得層で大学・短大在学割合高くなっている。また、男女共に所得階層が高くなるほど大

学・短大在学割合が高まるが、第 4 分位と第 5 分位ではほとんど差がなくなっている。上
位の所得階層において進学する割合が一定化していることから、所得上位層においては大

学進学に対する金銭的制約が存在せずに大学の選択が行なえている一方、中位以下の所得

階層においては、金銭的制約が進学に影響している可能性が強い。その他、女子の特徴と

して、高所得層において専門・専修学校に通う割合が低くなっている。また、男女共に低

所得層において子供が就業する割合が高くなっている。 
 

（表 9－7） 
 
次に、子供が「就業」「大学・短大在学」「専修・専門学校在学」という３つのうちどの

状態にあるのかについての多項ロジット分析を行う。説明変数は、子供の性別についての

女性ダミー変数、等価世帯所得、親の学歴、父親の年齢と父母の年齢差、高校卒業後の経

過年数のカテゴリー変数である。男女のデータをプールして分析するため、予備的分析と

して、女性ダミー変数とそれ以外の説明変数とのクロス項をとりモデルに投入した。そし

て、その女性ダミーと説明変数とのクロス項は高校卒業後の経過年数を除いて有意な影響

を示さなかったので、高校卒業後の経過年数とのクロス項のみモデルに残した。そのクロ

ス項による分析結果からは、高校卒業後 3 年目と 4 年目において、女子の大学・短大在学
確率が低くなっており、女子は男子より短大に進学する確率が高くなっていることが伺え

る。 
表 9－8が、分析結果である。世帯所得が高くなるにつれ、有意に大学・短大在学確率は
上昇し、また専門・専修学校在学確率も上昇するが、2乗項が負になっておりその影響は逓
減していることがわかる。また、母親の教育水準が高くなると大学・短大在学確率が高く

なり、父親の教育水準が高くなると専門・専修学校在学確率が高くなっている。 
 

（表 9－8） 
 

世帯所得と親の教育水準のクロス項についても有意な影響が観察されるが、係数を見た

だけでは解釈が困難であるため、この多項ロジット分析の推定結果から、就業確率、大学・

短大在学確率、専門・専修学校在学確率をそれぞれシミュレーションし検討することにし

た。図 9－2がその結果である。左の図は両親が高校卒の場合の結果であり、右の図は両親
が大学・短大卒の場合の結果である。そして、横軸は世帯人員数で修正した等価世帯所得

であり、縦軸では大学・短大在学確率、専門・専修学校在学確率、就業確率をそれぞれ累

積した割合を示す。各所得水準において 3つの確率を足し上げると１になる。 
まず、親の教育水準により大学・短大在学確率の水準が異なっているだけではなく、親
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の教育水準により大学・短大在学確率と世帯所得との関係も異なっていることがわかる。

両親高校卒の場合においては等価所得が 700－800 万円の上位の水準であっても、両親大
学・短大卒の場合における等価所得が下位の 200 万円と同程度の大学・短大在学確率とな
っている。そして、両親が高校卒の場合は世帯所得が上昇するにつれ大学・短大在学確率

が逓減するが、両親が大学・短大卒の場合は大学・短大在学確率が世帯所得の上昇につい

て逓減せずに線形的に上昇することがわかる。また、専門・専修学校在学については、両

親が高校卒の場合はどの所得階層でも専門・専修学校在学確率がほぼ一定の水準となって

いるが、両親が大学・短大卒の場合、専門・専修学校在学確率は低所得層においてが高く、

世帯所得が上昇するにつれ低下していく。就業については、両親が大学・短大卒の場合に

おいて世帯所得が上昇するにつれ就業確率は加速度的に低下する。一方、両親が高校卒の

場合は、世帯所得が上昇するにつれ就業確率は低くなるが、等価世帯所得が 500 万円を越
えたあたりで就業確率の低下が止まり、700万円を越えるあたりから逆に就業確率が若干上
昇する傾向がある。ただ、両親が高校卒の世帯で等価所得が 700 万円を超える世帯はわず
かであり、この水準の世帯で子供の就職確率が上昇すると結論を下すことは早計であろう。 

 
5節 おわりに 
 
本章では、子供の教育段階別の教育費と高等教育への進学についての分析を行ってきた。

政府統計には、親の教育水準の情報が不足している場合が多く、また親元を離れて別居す

る子供の情報がないため、子供の教育費や高等教育への進学についての公表統計には限界

があり、政府統計を用いた先行研究も分析が不十分になってしまう。『学校基本調査』によ

る推計では所得が高い親の子供ほど大学・短大在学割合が高くなる傾向が見出せず、逆に

最も高所得層の世帯において大学・短大在学割合が低くなるという結果になっている。し

かし、別居の子供の情報を把握出来る KHPSのデータからは、親の所得が高い層ほど大学・
短大在学割合が高くなることがわかった。 
 また、多変量解析による分析から、小中学生や高校生の子供がいる世帯については、子

供の教育段階に関わらず、親の所得が高くなると有意に学校外教育の通塾費用が高まる。

そして、小中学生を持つ世帯においては父親の教育水準が高くなると通塾費用が高くなる

ことや、高校生を持つ世帯では世帯所得が高くなると学校教育費それ自体の支出も大きく

なることもわかった。高等教育に進学する以前に、親の世帯所得と教育水準により子供の

教育費に格差が生まれていると言えよう。 
親の所得と子供の進学と就職についての分析結果においても、親の教育と世帯所得によ

り、子供の大学・短大への進学の機会が異なっていることが明らかにされた。親が大学・

短大卒の場合においては親の所得が高くなるにつれ子供の大学・短大在学確率は直線的に

高まるが、親が高校卒の場合においては親の所得がある一定水準以上の水準になるとそれ

以上子供の大学・短大在学確率は高くならず、頭打ちになる。 
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現在、親の所得や教育水準により子供の教育費や高等教育への進学についての機会の不

平等が生じている。所得格差の拡大という結果の不平等に対する政策対応より、教育とい

う初期時点の不平等に対する政策的対応は、より優先して取り組む課題ではないだろうか。

日本は、OECD 諸国の中で最も公的な教育支出の対 GDP 費が低い国の部類にあり(OECD 
2005)、高等教育についての公的な支援のあり方を見直す必要があろう。 
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mean (s.d) mean (s.d) mean (s.d) mean (s.d)
学校教育費（年間、万円） 19.8 (34.9) 17.7 (22.8) 38.0 (38.4) 121.9 (73.6)
塾費用（年間、万円） 9.1 (16.5) 20.5 (23.5) 7.1 (17.4) - -
塾支出の有無 0.46 - 0.65 - 0.23 - - -
学校教育費/世帯所得※1 0.03 (0.04) 0.03 (0.03) 0.06 (0.07) 0.16 (0.13)
塾費用/世帯所得(年間） 0.02 (0.05) 0.03 (0.04) 0.01 (0.02) - -
学校教育費/消費支出※2 0.06 (0.07) 0.06 (0.06) 0.12 (0.10) 0.25 (0.13)
塾費用/消費支出 0.03 (0.05) 0.06 (0.08) 0.02 (0.04) - -

(N)

KHPS2005、KHPS2006 から作成

高校生の子供
のみ世帯

大学生の子供
のみ世帯

※1…世帯所得、学校教育費それぞれ上位1％でトップコーディングした。また、（学校教育
費/世帯所得）が1を超えるサンプルは除いた。
※2…月あたり(調査時の前月)の消費支出の項目から、「教育費」を除き変わりに年間の「学
校教育費」と「通塾費」と「専門学校の費用」をそれぞれ12で除したものを足し合わせたも
のをここでの消費支出とした。

表9-1　子供の教育別世帯の学校教育費・塾費用（年間、万円）

(151) (107) (169) (214)

小学校高学年
の子供のみ世

帯

中学生の子供
のみ世帯
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図 1 教育費支出（棒グラフ）と教育費支出が消費支出に占める割合（折れ線グラフ）の推移：世帯

主年齢 40 歳－49 歳の世帯 
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出所：総務省『全国消費実態調査』（各年）から筆者作成 
 
 

 11



 

収入５分位 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 計

（千円） ～5044 5044～6934 6934～8588 8588～10929 10929～

学生割合(%) 23.8 15.8 20.4 25.2 14.8 100

出所：『平成16年度学生生活調査結果』（日本学生支援機構）
注：『家計調査』の45～54歳の世帯主（学生の家庭の世帯主年齢と想定）の五
分位階層区分別に『学生生活調査』の学生数の割合を当てはめている。

表9-2　所得5分位階級別学生数（大学生、短大生、大学院生）の割合
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分析対象

分析単位
被説明変数： 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 割合

通塾費(10,000) 11.97 (20.02) 7.36 (17.55) -
教育費(10,000) - - 40.95 (41.24) -
大学・短大在学 - - - - 0.53
専門学校在籍 - - - - 0.12

就業 - - - - 0.34
説明変数 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
高校在学子供数 - - 1.19 (0.39) - -
中学校子供数 0.35 (0.56) - - - -
小学校高学年子供数 0.59 (0.61) - - - -
小学校低学年子供数 0.68 (0.59) - - - -
等価世帯所得(1,000,000) 3.45 (1.75) 4.05 (1.94) 4.27 (2.12)
父親大学・短大卒ダミー 0.48 (0.50) 0.29 (0.45) 0.38 (0.48)
母親大学・短大卒ダミー 0.43 (0.50) 0.24 (0.43) 0.32 (0.47)
父親年齢 41.24 (5.98) 50.57 (4.67) 51.90 (4.52)
父親と母親の年齢差 2.46 (3.74) 3.14 (4.09) 3.01 (3.45)
女子ダミー - - - - 0.50 (0.50)
サンプルサイズ

表9-3　分析対象と基本統計量

注：調査対象となった個人との続柄が「子供」である。また、この分析においては、
これらの変数の他に、学卒後の経過年数のカテゴリー変数と、等価世帯所得と父母そ
れぞれのクロス項が導入される。

① ② ③

就学児童が小中校
生のみの世帯

就学児童が高校生
のみの世帯

高卒後４年以内の
子供(注)

世帯 世帯 個人

1160140839
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Coef. t値
中学校子供数 23.57 *** (8.46)
小学校高学年子供数 15.35 *** (6.47)
小学校低学年子供数 2.88 (1.05)
等価世帯所得 2.81 *** (3.63)
父親大学・短大卒ダミー 5.97 * (2.11)
母親大学・短大卒ダミー 0.16 (0.06)
父親年齢 0.88 ** (2.73)
父親と母親の年齢差 -1.27 ** (-2.99)
定数項 -70.87 *** (-5.35)
LR chi2(8)
Prob > chi2 
Log likelihood 
left-censored observations
uncensored observations
（KHPS2005・KHPS2006のプールデータから作成）
*** …有意水準0.001, ** …有意水準0.01, * …有意水準0.05

 表9-4　学習塾費用に関するトービット推計：小・中学校生
子供がいるが高校生以上の子供はいない世帯

366

-2055.7413
473

学習塾費

0.000
187.31
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Coef. t値
高校在学子供数 22.6 ** (2.72)
等価世帯所得 7.33 ** (2.82)
父親大学・短大卒ダミー -7.47 (-0.75)
母親大学・短大卒ダミー 19.6 (1.63)
父親年齢 0.33 (0.51)
父親と母親の年齢差 0.65 (0.67)
定数項 -37.1 (-1.00)
サンプルサイズ
R2
（KHPS2005・KHPS2006のプールデータから作成）

0.2142

** …有意水準0.01,
　ロバスト・スタンダードエラーを推計

学校教育費

140

表9-5　学校教育費用に関する最小自乗推定量：子
供が高校生のみの世帯
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学習塾費
Coef. t値

高校在学子供数 16.0 (1.24)
等価世帯所得 7.65 ** (2.81)
父親大学・短大卒ダミー 22.40 + (-0.76)
母親大学・短大卒ダミー 11.5 (0.90)
父親年齢 -1.35 (-1.04)
父親と母親の年齢差 2.29 (1.54)
定数項 -32.3 (-0.48)
Log likelihood -215.045
LR chi2(6) 22.82

Prob > chi2 0.001

検閲された標本数 106
検閲されていない標本数 34

** …有意水準0.01, +…有意水準0.05
（KHPS2005・KHPS2006のプールデータから作成）

表9-6　学習塾費用に関するトービット推計：子供
が高校生のみの世帯
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収入５分位

（千円）

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

大学・短大 40% 32% 46% 41% 57% 52% 62% 60% 60% 65% 53% 50%

専門・専修学校 15% 12% 13% 22% 10% 13% 15% 9% 10% 7% 12% 12%

働いている 45% 57% 41% 37% 34% 34% 23% 31% 30% 27% 34% 38%

計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

サンプル数 (110) (138) (124) (119) (134) (122) (131) (133) (126) (113) (625) (625)

　KHPS2004,KHPS2005,KHPS2006から作成

表9-7　世帯収入階層別子供の就学・就業状態：男女、高校卒業後4年以内

Ⅴ 計Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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Coef. z値 Coef. z値
女性ダミー 0.42 (1.33) 0.14 (0.37)
等価世帯所得 0.66 ** (3.25) 0.53 * (2.03)
等価世帯所得２乗 -0.05 ** (-2.68) -0.05 * (-1.97)
父親大学・短大卒ダミー 0.43 (0.44) 3.92 *** (3.61)
母親大学・短大卒ダミー 2.22 * (2.27) -1.16 (-0.87)
等価世帯所得×父親大学・短大卒 0.19 (0.48) -1.57 ** (-3.24)
等価世帯所得２乗×父親大学・短大卒 -0.03 (-0.71) 0.14 ** (2.99)
等価世帯所得×母親大学・短大卒 -0.89 * (-2.26) 0.72 (1.31)
等価世帯所得２乗×母親大学・短大卒 0.10 ** (2.73) -0.06 (-1.16)
父親年齢 0.03 (1.05) 0.03 (0.83)
父親と母親の年齢差 -0.04 (-1.24) -0.07 + (-1.17)
高校卒業後１年目†
高校卒業後２年目 -0.19 (-0.76) -0.37 (-1.24)
高校卒業後３年目 -0.38 (-1.49) -2.19 *** (-4.75)
高校卒業後４年目 -0.70 * (-2.25) -2.71 *** (-5.14)
高校卒業後２年目×女性 -0.27 (-0.82) -0.52 (-1.19)
高校卒業後３年目×女性 -1.04 ** (-2.75) 0.22 (0.36)
高校卒業後４年目×女性 -0.67 + (-1.69) 0.32 (0.45)
定数項 -2.49 + (-1.87) -2.43 (-1.50)
サンプルサイズ
Log pseudo-likelihood

表9-8　子供の就学・就業状態に関する多項ロジット分析：男女計、各調査時点において高校
卒業後4年以内の子供が対象（KHPS2004・KHPS2005・KHPS2006をプール）

大学・短大 専門・専修学校
ｖｓ ｖｓ

　ロバスト・スタンダードエラーを推計, 　†…基準カテゴリー
*** …有意水準0.001, ** …有意水準0.01, * …有意水準0.05, + …有意水準0.1

就業 就業

1160
-991.36016

 
 

 18



図 2 親の所得と教育水準別、男子の就業・就学状態のシミュレーション 
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ションの仮定として、その他の変数は、父親の

当てはめており、高校卒業後の変数は 2年目と
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年齢、父親と母親の年齢差はそ

した。 

 


