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【要旨】 

本研究は学習指導要領が定める義務教育期間中の授業時間、特に中学校における授業時間が教育年数に

与えた効果を実証分析した研究である。指導要領は約 10 年毎に改訂されているため、人々が義務教育期

間に経験する授業時間は生まれた年度によって異なっている。また、日本の教育制度上、公立中学校は

指導要領に従って授業時間を定めているが、私立中学校には指導要領以上に授業時間を定めることがで

きる。そこで、本研究では改訂の影響を厳密に受ける公立中学校をトリートメントグループ、そうでは

ない私立中学校をコントロールグループとした Difference-in-Differences 法によって授業時間の効果の推

定を行った。分析の結果、授業時間の減少は大都市において、教育年数を有意に増やすという結果を得

た。これは、授業時間の減少によって生じた「ゆとり」を活かすことのできた大都市とそうではない他

の都市における教育機会の差異が都市間でゆとり教育の効果を異ならしめたことを示唆する。 
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1. はじめに  

 

日本の義務教育は今、転機を迎えている。2008 年、学習指導要領(以下、指

導要領)の改訂が文部科学省によって告示され、その全面的な施行が中学校では

2012 年(小学校では 2011 年)に迫っている1。この改訂の特徴は義務教育における

数学、国語などの授業時間を増やしたこと、小学校においては新たに外国語の

授業が加わったことにある。この指導要領は 1981 年に「ゆとり教育」と呼ばれ

る指導要領が導入されて以来はじめて義務教育期間中の授業時間を増加させる

ものとなる。  

義務教育の中心である指導要領は時代とともに変化してきた。桐田(2010)に

よれば、1958 年改訂の指導要領の教育内容は「基礎学力と科学技術教育を進展

させようとするもの」であり、72 年の改訂では教育内容が「最も多量化し、高

度化」した2。また、詰め込み教育 II 期が定める中学校での授業時間は 2945 時

間であった(表 1)。一方、1981 年改訂の指導要領は詰め込み教育 II 期における「教

育内容の高度化と過多」によって生じた「ついていけない子」に対応するため、

教育内容・授業時間を削減したものとなった(藤原(2002))3。具体的には、ゆとり

教育 I 期移行時に中学校の授業時間が 320 時間減少し(表 1)、教育内容は 2 割削

減された(藤原(2002))。その後、ゆとり教育 III 期移行時には中学校の授業時間が

175 時間減少し、藤原(2002)によれば教育内容も 3 割削減された。  

約 10 年ごとの指導要領の改訂は、人々が義務教育期間に受けた授業時間に

も変化をもたらす。図 1 は生まれ年度ごとの義務教育、中学校期間における授

業時間を示したグラフである。1959 年度から 65 年度生まれは教育内容が増大し

た詰め込み教育 II 期に中学生となり、そこで約 3000 時間の授業を受けた。一方、

1968 年度から 86 年度生まれはゆとり教育が導入された世代であり、中学校では

約 2600 時間の授業を受けた。さらに、1987 年度から 98 年度生まれの人々は 2002

年改訂のゆとり教育 III 期の影響を受けている。彼らの中学校での授業時間は約

2400 時間であるが、これはどの世代よりも少ない授業時間である。  
                                                        
1 本稿では、指導要領の改訂年は特に断らない限り、中学校でそれが施行された年度を示す。指

導要領は改訂の告示から施行までの間に約 3 年の移行期間が設けられている。  
2 本稿では 1958 年、72 年改訂の指導要領を「詰め込み教育」と称し、それぞれ「詰め込み教育

I 期、 II 期」とする。  
3 本稿では 1981 年、93 年、2002 年改訂の指導要領を「ゆとり教育」と称し、これらの指導要領

をそれぞれ「ゆとり教育 I 期、II 期、III 期」とする。また、本稿では「ゆとり教育」とは 81 年、

93 年、02 年の指導要領が定める授業時間が詰め込み教育 II 期に比べて減少したことを意味する

ことにする。  
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このように指導要領は人々が受ける教育の量と質を決定しており、指導要領

と学力の関係は以前から注目されていた。例えば、寺脇・苅谷(1999)の対談にお

いて、寺脇はゆとり教育においても大学卒業時の最終的な学力は下がらないと

述べている。一方、西村(2003)は大学生が小学校算数の問題を解けないことなど

を挙げて、ゆとり教育が学力低下をもたらしていると主張している。さらに、

苅谷・志水・清水・諸田(2002)は指導要領変更前後で同一問題の学力テストを実

施し、指導要領が学力に与えた影響を明らかにしようとした。しかし、これら

の主張や研究は教育達成度に与えた因果的効果を実証的に分析したものではな

い。  

そこで、本研究では教育達成度の尺度の一つである、教育年数に着目し、指

導要領が教育年数に与えた因果的効果を分析する。教育を長く受けることには

それ自体、効用を高める効果がある。さらに、教育年数は就業や賃金にもプラ

スの影響を持つ変数である。指導要領の効果を教育年数で測ることは、指導要

領の経済的効果について示唆を得るという意義がある。また、本稿では特に中

学校の指導要領に定められた授業時間が教育成果に与えた因果的効果に注目す

る。これは義務教育期間における授業時間変化のうち、約 90%が中学校の授業

時間変化で説明されるためである。  

しかし、指導要領の変更は全国一律で行われるため、授業時間が教育達成度

に与えた因果的効果を計測するには 2 つの困難が生じる。ひとつは、指導要領

改訂前後の授業時間変化にだけ着目すると、生まれ年度に固有の観察されない

要因やトレンドなどが制御できない点である。また、ひとつは指導要領変更の

影響を受けない、適切なコントロールグループの発見が困難になる点である。

これらの点を考慮しない分析では、授業時間の効果を識別することはできない。 

よって、本研究では日本の公立・私立中学校の制度上の差異を利用した識別

戦略を立て、授業時間が教育年数に与えた因果的効果の推定を行った。指導要

領の法的性格は詰め込み教育 I 期から認識されるようになった。藤原(2002)によ

れば、公立学校には指導要領の範囲内で教育し、それを遵守することが求めら

れた。一方、私立学校は法律(私立学校法第１条)によって学校運営の自主性が認

められている。さらに、教育学の研究は、私立中学校が独自の教育課程や授業

時間を定めていることを示している。この戦略において、公立中学校進学者は

トリートメントグループ、私立中学校進学者はコントロールグループと定義さ

れ、指導要領の変遷と合わせて Difference-in-Differences 法(以下、DD 法)による
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授業時間の効果の識別を行った。  

ただし、DD 法による推定は 2 つの仮定に依存している。第 1 に、私立中学

校が「ゆとり教育 I 期」に全く対応せず、授業時間が変化していないという仮定

である。公立中学校が指導要領の変化によって授業時間を減らしたとき、私立

中学校もそれに追随していれば、第 1 の仮定にもとづく授業時間の推定値は絶

対値で過小に推定されることになる。第 2 に、指導要領の変更によって私立中

学校進学者の属性が変わっていないという仮定である。授業時間の減少が明ら

かになったとき、教育により熱心な親の子どもほど私立中学校に進学すれば、

第 2 の仮定にもとづく授業時間の効果を過大に推定する可能性がある。しかし、

第 1 の仮定は行政資料や教育学の研究成果によって、第 2 の仮定は使用データ

の分析によって、それぞれ満たされていることが 3 節で明らかになる。  

使用したデータは家計経済研究所の「消費生活に関するパネル調査」(以下、

JPSC(The Japanese Panel Survey of Consumers))である。本研究では通学した中学

校が公立であったか私立であったか、が分かることが重要である。この調査は

対象者に詳細な就学歴を尋ねており、通学した中学校の公立・私立の別が識別

出来る点が分析に適している4。さらに、調査の対象者は 1959 年生まれから 1979

年生まれであり、「詰め込み教育 II 期」から「ゆとり教育 I 期」への移行を中学

生時に経験した世代が含まれていることが都合がよい。  

分析の結果、ゆとり教育が教育年数に与える効果が都市の規模により異なっ

ていることが明らかになった。具体的には、中学校の授業時間の減少が大都市

に居住していた者の教育年数を統計的に有意に増加させていた。そして、その

効果の大きさは授業時間 100 時間の減少が約 0.02 年分教育年数を増やすという

ものであった。この結果は普通科高校への進学機会や通塾機会が、大都市とそ

れ以外とで異なっていたことを反映している可能性があり、授業時間減少によ

る「ゆとり」をどのように過ごすかの重要性を示唆している。  

本稿は以下のように構成されている。2 節では指導要領の効果を分析した日

本の先行研究と教育改革の効果を分析した海外の研究を概観し、本研究との相

違点を述べる5。続く 3 節では使用したデータや指導要領の特徴を示すための変

                                                        
4 ただし、JPSC における公立中学校進学者には国立中学校進学者も含まれている。  
5 本研究とは独立して同時期に行われた指導要領の効果を分析した研究として、菊地 (2010)があ

る。本研究と菊地 (2010)には使用したデータ、識別戦略に共通点がある。しかし、本研究は教育

年数に与える授業時間の効果が大都市においては負であることを発見し、授業時間と使用指導要

領の効果を明示的に区別した分析をしているなどの特徴がある。一方、菊地 (2010)はゆとり教育

I 期の効果が教育年数に対して負であることを発見している。  
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数の作成方法について説明する。4 節では授業時間が教育年数に与えた効果を識

別するための戦略とその戦略に関する仮定の検証を行う。5 節において推定結果

を報告し、6 節ではその結果の意味を議論する。最後に、7 節でゆとり教育が及

ぼした影響についてまとめ、指導要領を用いた研究の課題を明らかにする。  

 

2. 先行研究  

 

本節では、指導要領が学力に与える効果に関する日本の研究と教育制度変更

の効果を分析した海外の研究を概観し、本研究との相違点を明らかにする。日

本での指導要領の効果に関する議論は抽象的な予想が多く、検証可能な分析を

行った研究は多くない。さらに、統計的分析を行った数少ない研究も指導要領

以外の教育成果に影響を与える変数を十分に制御したものではない。一方、海

外では、教育制度の変更のタイミングが各州で異なることを利用した研究があ

り、その中には義務教育期間の延長が教育成果に与えた影響の分析が行われて

おり、本研究と類似した点がある。  

指導要領が教育成果に与えた影響を統計的に分析した研究は多くない。その

中で、指導要領の変化が学力に与えた影響を検証した研究として、苅谷・志水・

清水・諸田(2002)の研究がある。苅谷他(2002)は 1989 年に大阪で実施された学力

テストと同じテストを 2001 年に同地域で実施することで指導要領が学力に与え

た影響を明らかにした。彼らの研究は指導要領の変化によって学力テストの平

均点が小学校の算数で 12.3 点、中学校の数学で 5.7 点低下したことを示してい

る。ただし、子どもの学力に影響を与えると考えられる、親の所得や学歴など

の指導要領以外の変数は考慮されていない。  

海外では教育制度の変更を利用した教育の収益率の測定が行われている。ま

ず、Harmon and Walker(1995)はイギリスの義務教育年数の延長を操作変数として

教育の収益率の計算を行った。分析の結果、イギリスにおける教育の収益率は

約 15%であることを明らかにした。その分析の中で、彼らは義務教育年数延長

政策が教育年数に与えた影響は有意にプラスであることも示している。

Grenet(2011)はフランスとイギリスで行われた義務教育年数延長改革の影響を分

析し、フランスでは教育の収益率がゼロであること、イギリスでは男性の収益

率が 7%であることを示した。加えて、2 つの国の改革は教育年数を約 3 から 4

カ月延ばしていることを示した。  
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ドイツにおける教育制度変更を利用した研究には Pischke(2007)、Pischke and 

von Wachter(2005)がある。Pischke(2007)は西ドイツで行われた学年始期の春から

秋への統一政策を利用して授業時間の変化が教育成果に与えた影響の分析を行

った。この学年始期の統一方法は州によって異なっており、義務教育期間を通

じて 26 週間分の授業時間減少を経験した州があった。Pischke(2007)はこの改革

による授業時間の減少は生徒の留年確率を上昇させたが、教育年数には影響を

与えなかったことを示した。Pischke and von Wachter(2005)はドイツにおける義務

教育年数の 8 年から 9 年への延長が教育成果に与えた影響を分析した。分析結

果は義務教育年数延長が教育年数にはプラスの有意な影響を与えたが、賃金に

は影響を与えなかったことを示した。  

ノルウェーの義務教育期間延長と高等教育における改革を利用した研究に

Aakvic, Salvanes and Vaage(2003)の研究がある。この論文の中で Aakvic et al. 

(2003)は義務教育期間を 2 年間延長させる改革の実施方法が州ごとに異なってい

たことを利用して、この改革が進学先選択に与えた影響を分析した。その結果、

延長の影響を受けた学生は義務教育レベルで最終学歴を終える確率が減少し、

修士レベルまで進む確率が 3%増加したことを示した。  

アメリカでは義務教育参加法と子どもの就労に関する法律の二つが各州で

異なることを利用した研究が行われている6。例えば、Acemoglu and Angrist(2000)、

Oreopoulos(2003)、León(2006)の研究は制度の違いが教育達成度に与えた影響を

分析しており、法律が定める就学期間が長くなるほど教育年数が長くなること

を示した。特に Oreopoulos(2003)はアメリカに加えてカナダ、イギリスにおいて

も中退年齢の引き上げが教育年数に正の影響を与えていることを示した。また、

León(2006)は教育年数が出生率に負の影響を与えていることを明らかにした。  

海外では教育制度の変更を利用した分析が行われてきたが、それらの研究と

比較した場合の本研究の主な特徴は次の点にある。本研究は指導要領変更によ

って全国一律に生じた授業時間の変化が教育成果に与えた影響の識別を行った

研究である。このような全国一律に起きる変化は、その効果を測るためのコン

トロールグループを見つけづらくする。しかし、本研究は日本の教育制度上の

差異を利用してコントロールグループを見つけ出し、授業時間の効果の識別を

                                                        
6 Acemoglu and Angrist(2000)によれば義務教育参加法 (compulsory attendance law)は退学までの最

低教育年数を、子どもの就労に関する法律 (child labor law)は就労までの最低教育年数を定めてい

る。  
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試みている。  

また、本研究のその他の特徴には次の 2 点を挙げることができる。1 点目は、

本研究は義務教育年数が変化していない中で授業時間の変化が教育成果に与え

た影響を分析した研究である。海外の研究には、義務教育期間延長と同時に授

業時間、教育内容がどのように変化したかを考慮した分析は少ない。2 点目は、

指導要領の効果を分析した従来の日本の研究と違い、マイクロデータを使用し、

個人の属性をコントロールした分析を行った点である。本研究では指導要領が

定める授業時間の他に、生まれ順や親の学歴などの個人属性や大学・短大への

入学のしやすさの指標などの教育達成度に影響を与える他の要因も一定に保っ

た分析を行っている。  

 

3. データ  

 

本研究で使用したデータは家計経済研究所の『消費生活に関するパネル調査』

(以下、JPSC)である。JPSC は「若年女性の生活実態を収入・支出・貯蓄、就業

行動、家族関係などの諸側面から明らかにすること」を目的として 1993 年に最

初の調査が実施された。本研究では、JPSC よりクロスセクションデータを作成

することで、約 3000 のサンプルを得て分析を行った7。  

本研究の授業時間の教育成果への効果を識別するという目的達成において、

JPSC が他のデータよりも優れている点は次の 2 点である。1 点目はこの調査が

個人の教育経験を詳細に聞いており、義務教育時に通学した中学校の公私の別

がわかる点である。これは、私立中学校が公立中学校よりも指導要領に囚われ

ることなくカリキュラムを組むことができる点に着目した識別戦略を立てるこ

とを可能にする。2 点目は、調査対象者が 1958 年度から 1979 年度生まれであり、

授業時間が最も大きく変化した時期に義務教育を受けている点が分析に都合が

よい。  

ただし、JPSC は誕生月を尋ねていないため、調査対象者が中学校で経験し

た授業時間の特定には工夫が必要となる。そこで、本研究では生まれ年度の期

待値(以下、期待生まれ年度)を最初に計算し、その期待生まれ年度をもとに授業

                                                        
7 この調査では 1993 年の調査開始時に満 24 から 34 歳であった 1500 サンプルが集められ、1997
年に 500 サンプル (1997 年に満 24 から 27 歳 )、2003 年に 856 サンプル (2003 年に満 24 から 29 歳 )
が追加された。  
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時間を特定した。ここで、期待生まれ年度の計算方法を示すため、JPSC により

分かる生まれ年が 1960 年である個人を考える。JPSC が 10 月 1 日時点の満年齢

を尋ねている点を考慮すると、1960 年生まれと判断される個人は 1959 年 10 月

2 日から 1960 年 10 月 1 日に生まれた可能性がある。学校教育法によれば、1959

年 10 月 2 日から 1960 年 4 月 1 日に生まれた人は 1959 年度生まれであり、1960

年 4 月 2 日から 1960 年 10 月 1 日に生まれた人は 1960 年度生まれである。よっ

て、この個人の期待生まれ年度は、1/2*1960+1/2*1959=1959.5 年度となる。  

表 2 は中学校での授業時間を期待生まれ年度毎に示している。期待生まれ年

度にもとづく授業時間(以下、期待授業時間)は、期待生まれ年度が c 年度の場合

は 1/2*( c 年度生まれの実際の授業時間)+1/2*((c－1)年度生まれの実際の授業時

間)から計算される。列(a)期待授業時間と列(b)実際の生まれ年度による授業時間

の差は多くの年で存在しない8。一方、時間数の差が生じている期間は、指導要

領の変更を中学在学中に経験し、かつ前の指導要領が定める授業時間に変更が

あった期間である9。本研究の分析では、期待授業時間を 100 で除し、単位を 100

時間にしたものを個人が経験した授業時間の変数として使用する。  

さらに、教育内容を定めた指導要領を生まれ年度ごとに見てみる。表 2 列(c)

が示すように、調査対象者が使用した指導要領は 8 種類に分けることができる。

サンプルの多くは「詰め込み教育 II 期」または「ゆとり教育 I 期」の指導要領

を 3 年間使用して勉強した。その他のサンプルは、例えば 1965.5 年度生まれは

中学 1 年から 2 年までは「詰め込み教育」、3 年から「ゆとり教育」というよう

に、指導要領変更時の学年によって、使用した指導要領の組み合わせが異なっ

ている。本研究では、指導要領の影響を測るために授業時間だけでなく、教育

内容を示す使用指導要領もダミー変数として分析に加える。  

本研究では授業時間や教育内容などの指導要領に関する変数だけでなく、多

くの変数を作成した。まず、被説明変数である教育年数は最終学歴より計算し

た10。また、説明変数のうち個人属性に関する変数は公立中学校に進学していれ

ば 1、そうでなければ 0 の公立中学校進学ダミー、兄弟数、本人が長女ならば 1、

そうでなければ 0 の長女ダミー、母親が大卒ならば 1、そうでなければ 0 の母親

                                                        
8 表 2 列 (b)の実際の授業時間は期待生まれ年度が 19XX.5 年度の場合、(19XX+1)年度生まれの授

業時間を示している。  
9 本稿では授業時間の差が無い期間における分析も実施し、結果の頑健性を確かめた。  
10 最終学歴は本人の教育履歴より特定した。最終学歴が大学院であったものは 18 年、大学であ

ったものは 16 年、短大・高専であったものは 14 年、高等学校であったものは 12 年、最後に、

中学校であったものは 9 年を教育年数として割り当てた。  
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大卒ダミー、父親が大卒ならば 1、そうでなければ 0 の父親大卒ダミー、父親が

管理的職業についていれば 1、そうでなければ 0 の父親管理的職業ダミーを作成

した11。また、小学校における授業時間、小中学校時代に過ごした都道府県にお

ける大学収容力、マクロ的トレンドを示す変数としての 15 歳時点での実質 GDP

も説明変数として加えた12。これら変数の記述統計は表 3 に示しており、授業時

間、大学収容力、15 歳時点での実質 GDP はそれぞれ期待値に変換した数値であ

る。  

 

4. 識別戦略  

 

本節では指導要領によって定まる中学校の授業時間が教育年数に与える因

果的効果を識別するための戦略について説明する。中学校において使用される

指導要領は全国一律で変更され、同年度の公立中学校で異なる指導要領が使わ

れることはない。そのため指導要領変更の影響を受けないコントロールグルー

プを見つけることは、本来ならば困難となる。しかしながら、本研究では日本

の教育制度の特徴から私立中学校進学者をコントロールグループとして設定す

ることが適切だと考え、Difference-in-Differences 法(以下、DD 法)によって授業

時間の効果の識別を試みた。そこで、本節では私立中学校進学者がコントロー

ルグループとして適切かどうか、また DD 法実施のための他の条件が満たされて

いるかどうかを確認する。  

まず、公立中学校は指導要領変更の影響を受けてきたことを説明する。最初

の指導要領は 1947 年に試案として作成され、教師にその完成のための協力を求

めていた。しかし、1958 年の改訂(詰め込み教育 I 期)時には、「指導要領に法規

制・法的拘束力があるとする文部省・行政解釈」が生まれた(小川(1990))。さら

に、上野(2001)が指摘したように、教科書検定によって指導要領の範囲を超えた

内容は削除され、指導要領が事実上の上限となっていた。この法的拘束力と指

                                                        
11 これらのダミー変数のレファレンスグループには無回答者も含まれている。ただし、無回答

者を欠損として扱った場合も係数の有意性が減少するものの符号と係数の大きさには大きな変

化はなかった (表 A1 Panel A を参照のこと )。  
12 大学収容力とはある年度の各都道府県の大学入学者数と短期大学入学者数を、その年度に現

役で入学する可能性のあった各都道府県の中学校 3 年生の人数で除した数値を学校基本調査よ

り求めたものである。この数値は佐々木 (2006)が教育機会の地域差を測るために使用しているが、

彼は分母には 3 年前の中学校卒業者数を用いている。また 15 歳時点の実質 GDP は 1998 年度国

民経済計算 (<http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kakuhou/kako/h12_nenpou/12annual_report_j.html>,(参
照 2011-09-19))による。  
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導要領が教育内容の上限であるという認識によって、公立学校では指導要領に

縛られた教育が行われてきた。  

一方、コントロールグループである私立中学校進学者は指導要領変更の影響

を十分には受けていないことが予想される。まず、法律では私立中学校の「自

主性を重んじ」ることが明記されている(私立学校法第 1 条)。また、総務庁(1992)

は 1991 年に私立中学校の中に指導要領などの「国の基準に沿った教育をおこな

っていない」学校があることを問題視し、その改善のための指導を行うように

文部省(当時)に対して勧告を出した。この調査によれば、調査対象となった私立

中学校のうち、すべての学校で指導要領が定めた標準授業時数を超えて授業を

行っていた13。特に、調査対象私立中学校で詰め込み教育 II 期の週当たり単位時

間数と同じ 34 単位時間以上の授業を行っていた割合は約 7 割であった。  

さらに、教育学の分野での研究も私立中学校が指導要領にとらわれることな

く独自に授業時間を定めていることを示している。樋田 (1993)は私立中学校が

「どのようなカリキュラムを編成するかは比較的自由である」と述べている。

さらに、彼は英語、数学の授業時間は公立中学校のそれよりもはるかに多く取

っているのが普通であるとも述べている。また、藤原(2002)も私立学校が指導要

領の適用範囲外にあり、例えば、「英語の授業時間数を学習指導要領に拘束され

ず、自由に設定できる」と述べている。秦(1993)は公立学校にはない、中高一貫

教育が私立中学の戦前から続く特徴であり、その形態によって「独自の教育課

程をある程度はたすことができる」と指摘している。これらは私立中学校がコ

ントロールグループとして適していることを示している。  

次に DD 法実行のための他の 2 つの条件が満たされていることを確認する。

第 1 に指導要領変更によって比較グループ間で個人属性の違いが生じているか

どうか確認する。例えば、ゆとり教育 I 期導入によって、教育熱心な大卒の親ほ

ど私立中学校に子どもを進学させ、その結果、私立中学校進学者の親の大卒比

率が公立中学校進学者の親のそれに比べて高まるかもしれない。次に、指導要

領が定める授業時間が直接、中学校選択行動に影響するかどうかを確認する。

授業時間の減少が私立中学校への進学行動に影響する場合、DD 法による推定値

にはバイアスが生じることになる。  

                                                        
13 さらに、総務庁 (1992)は私立中学校の教育課程を監督すべき都道府県において、その教育課程

の確認作業を行っていた自治体は調査対象都道府県 14 県のうち 4 県であったことを報告してい

る。このことは、私立中学校には独自に教育課程を定める余地があったことを示唆している。  



 

10 
 

まず、指導要領変更によって比較グループ間で属性の違いが生じているかど

うかを確認する。表 4 は公立・私立中学校進学者の個人属性の平均値の差が、

詰め込み教育 II 期、ゆとり教育 I 期において、存在するかどうかを検定した結

果である。検定の結果、ゆとり教育 I 期の公立・私立中学校進学者間の兄弟数、

父親大卒比率についてのみ有意な差が確認された。例えば、私立中学校進学者

の父親大卒比率は 10%有意水準ながら公立中学校進学者に比べて高くなってい

る。しかし、その他の多くの変数についての有意な差は公立・私立中学校間で

存在しないことも確認された。親の教育熱心さ等の観察されない属性について

制御するためにもこれらの変数は常に分析に含めた。  

第 2 に、授業時間が直接、中学校の公立・私立の選択に影響を与えているか

どうか確認する。表 5 はプロビットモデルによって、公立中学校に進学したか

どうかを示す 2 値変数を、授業時間、使用指導要領ダミー、個人属性などの説

明変数で推定した結果である。その結果、授業時間が中学校の選択に与える影

響は統計的に有意ではないことが明らかになった。また、ゆとり教育 I 期ダミー

変数はどの推定方法でも統計的に有意な効果を持たなかった。以上の結果より、

少なくとも指導要領がゆとり教育 I 期へ変化するときに、指導要領自身がトリー

トメント・コントロールグループへの割り当てに直接影響を与えていなことが

統計的に明らかになった。  

ここで、中学校での授業時間が教育年数に与える効果を DD 法によって推定

するための推定式を定義する。この識別戦略を用いた場合の推定式は、  

yckpi=+SchoolHourc+JuniorHighp+SchoolHourc·JuniorHighp+Xcki+ckpi  (1) 

となる。このとき、yckpi は c 年度生まれで小中学校時代を k 県で過ごし、中学校

の公私の別が p であった個人 i の教育年数である。SchoolHourc は c 年度生まれの

中学校の期待授業時間であり、JuniorHighp は公立中学校に進学した場合に 1、そ

うでない場合に 0 をとる、公立中学校進学ダミーである。Xckiは教育達成度に影

響を与える指導要領以外の変数である。ここで、添え字は c が生まれ年度、k が

小中学校時代に過ごした都道府県、p は p=1 ならば公立中学校、p=0 ならば私立

中学校を表し、i が個人を表している。中学校における授業時間が教育年数に与

えた因果的効果は SchoolHourc·JuniorHighp の係数によって識別する。  

また、SchoolHourc·JuniorHighp と大都市ダミーとの交差項を作成することで、
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大都市における授業時間の影響を識別する14。大都市とそれ以外の都市では教育

機会について大きな差がある。例えば、大学収容力の平均を比較すると大都市

におけるそれは約 55%であり、その他の都市では約 20%である。このことは大

都市における中学校 3 年生の約半分に居住地の大学・短大への進学の潜在的な

機会があることを示している。また、学校外の教育機会、例えば通塾率につい

ても大都市では約 62%とその他の都市が 49%であるのに比べて高い値を示して

いる。このような教育機会の差がゆとり教育の効果にどのような違いをもたら

すかを上記の交差項を導入することで検証することにする。  

最後にckpi は誤差項である。誤差項はckpi=c+p+k+pc+ckpi と分解できそれ

ぞれc は生まれ年度、p は通学した中学校種、k は小中学校時の居住都道府県

の固定効果を示す。特に、p は学校の質や学校に集まる生徒の能力、親の教育

熱心さ等を表しているが、これが時間を通じて変化する可能性を考慮した分析

も行う。また、pc は同じ年の同一の中学校種に共通の固定効果を示しており、

本研究では同一生まれ年度と同一中学校種の間で相関する可能性を考慮した標

準誤差を使用する。  

 

5. 推定結果  

 

本節では式 (1)に従って推定した結果を述べる。指導要領が定める授業時間

の効果は授業時間と公立中学校進学ダミーの交差項の係数によって、大都市に

おける授業時間の効果は授業時間と公立中学校進学ダミーと大都市ダミーとの

交差項によって捉える。これらの係数は表 6 の各 Panel の第 1、2 行に示されて

いる。また、全ての分析において、3 節で説明した個人属性の変数や地域の教育

環境を制御する変数を含めている。(  )内の数値は中学校の公私の別と生まれ年

度が同一のグループ内での相関を許した clustering robust な標準誤差であり、[  ]

内の数値は分散不均一に対して頑健な標準誤差である。  

表 6 より、中学校における授業時間が教育年数に与える効果は大都市におい

て負で統計的に有意であることが明らかになった。表 6 の Panel A 列(2)、(3)に

よれば、大都市での授業時間の効果は統計的に有意であり、授業時間の 100 時

                                                        
14 ここで言う大都市とは 2005 年度国勢調査の地域区分において大都市圏の中心市を含む都道府

県のことであり、北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都

府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の 13 都道府県のことである。  
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間の減少が教育年数を 0.0216 から 0.0219 年増加させている。この結果は対象者

の 15 歳時点における実質 GDP というマクロ経済トレンドとその 2 乗を考慮し

た結果であり、追加的に小中学校時の居住地を考慮した場合でもこの結果は不

変であった。一方、Panel A 列(1)はもっとも単純な DD 法の結果を示しており、

授業時間は教育年数に対して統計的に有意な効果を持っていないことが明らか

になった。列(2)、(3)においても、この結果は変わらなかった。  

使用指導要領を示すゆとり教育 I 期ダミーの効果は Panel A の全てのモデル

において正であり、クラスタリングをした標準誤差で評価した場合に有意な効

果を持っている。使用指導要領ダミーは教育内容の効果を測定するために、詰

め込み教育 II 期を基準として作成した変数である。つまり、ゆとり教育 I 期ダ

ミーは詰め込み教育時に比べて、教育内容が減少した指導要領で学んだことに

よる教育年数への効果を示している。一方で、このダミー変数の効果の解釈に

は時代が進むにつれて高校進学率や大学・短大進学率が上昇したトレンドを反

映している可能性も残されている。  

本稿の推定結果の表において、個人属性の推定値は割愛されているが主な変

数の効果を表 6 の Panel A 列 (3)に沿って報告する 15。兄弟数 1 人の増加が

0.2428(0.0358)年教育年数を減らし、長女であることは 0.2181(0.0765)年教育年数

を押し上げていた。母親大卒ダミー、父親大卒ダミーが教育年数に与える効果

はそれぞれ 0.9977(0.1557)、1.0962(0.1129)であり、父親が管理的職業に就いてい

る場合は、教育年数を 0.6742(0.0979)年増加させている。これらの変数の効果は

1%水準で統計的に有意な効果を持っており、その傾向は Panel A の列(1)、(2)に

おいても不変であった。  

ここで、授業時間がもつ教育年数への効果の頑健性を 2 つの方法で確認する

16。まず、詰め込み教育 II 期またはゆとり教育 I 期のもとで中学校 3 年間勉強し

た者にサンプルを限定した分析を行う。この分析では、生まれ年度を期待値に

よって計算したために生じた期待授業時間の誤差が、結果に影響を及ぼしてい

ないかどうかを確認する。次に、通学した中学校における特有のトレンドを考

慮した分析を行う17。この分析では、表 6 Panel A の分析に公立中学校進学ダミ

                                                        
15 なお (  )内の数値は clustering robust な標準誤差である。  
16 表 4 で示された父親が大卒である比率の違いが結果に影響を与えていないことを確認するた

めに、父親が大卒であるものにサンプルを限定した分析も行った。その結果、大都市における授

業時間の効果の符号、有意性には変化は無いものの係数が絶対値で大きくなることが確認された

(表 A1 Panel B を参照のこと )。  
17 この手法は、Angrist and Pischke(2008)が DD 法の推定値の確認方法として提案している。  
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ーと 15 歳時点での実質 GDP の交差項を追加した。この変数の追加により、例

えば「学校の荒れ」による公立中学校の質の低下などの観察されない属性と授

業時間との相関を考慮することができる。  

表 6 の Panel B はサンプルを限定した推定結果である。サンプルを 1959.5

年度から 64.5 年度、68.5 年度から 76.5 年度生まれに限定した結果、サンプル数

は Panel A の分析に比べて約 2/3 となった。しかし、大都市における授業時間の

効果は 10%有意水準でマイナスであり、その効果は-0.0212 から-0.0214 であった。

この結果は全サンプルを用いた分析、Panel A 列(2)、(3)の結果と整合的である。 

通学した中学校における特有のトレンドを考慮した分析は表 6 の Panel C に

示している。大都市における授業時間の効果はなお有意にマイナスであり、Panel 

A 列(2)、(3)の結果とも整合的である。ゆとり教育 I 期ダミーの効果はプラスで

あり統計的にも有意であった。これらの結果は通学した中学校における特有の

トレンド自体の係数が、どのモデルにおいても 10%有意水準で有意でないこと、

つまり比較グループ間で異なるトレンドが存在していなかったことを示唆する。 

本節で行った、ゆとり教育の効果を授業時間と使用指導要領の効果に分けた

推定の分析結果は次のようにまとめられる。授業時間減少の効果は、ゆとり教

育導入によって授業時間が約 320 時間減少したことを考慮すると、大都市では

約 0.06 年分教育年数を上昇させたことになる。一方、使用指導要領の効果は正

であり統計的に有意ではあったが、この効果は単に教育年数上昇のトレンドを

反映している可能性がある。  

 

6. 指導要領の効果に関する解釈  

 

本節では、ゆとり教育導入による授業時間減少が大都市において教育年数を

増やすという結果について議論し、その意味を考える。ゆとり教育が教育年数

を減らす可能性について小佐野(2003)が理論的に分析している。彼はゆとり教育

によって減少した教育内容を補うために、家計が通塾させることを選択すれば

教育費用が増加することになり、教育投資水準が低下することを理論的に示し

た。また、海外では、義務教育期間の延長が教育年数を増やすことを示した研

究(Harmon and Walker(1995)、Grenet(2011))や上級学校への進学確率を増加させる

ことを示した研究(Aakvic et al.(2003))がある。少なくとも授業時間の減少が教育

年数にプラスの影響を与えることは示されていない(Pischke(2007))。  
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では、本研究が示した大都市においてのみ中学校の授業時間が教育年数に影

響を与えたことについて教育機会の観点から考える。表 7 は普通科高校に進学

したかどうかを被説明変数としたプロビットモデルの結果である。教育年数を

被説明変数とした分析同様に大都市における授業時間の効果は負で有意な結果

であり、授業時間が減少するほど普通科高校への進学率が上昇していることを

示している。普通科高校は職業科高校よりも大学や短大への進学確率が高いの

で、普通科高校へ進学しやすくなれば教育年数も増えることになる。つまり、

大都市における授業時間の負の効果は普通科高校への進学しやすさを通じた効

果である可能性がある。  

また、塾などの学校外教育機会の格差も大都市における授業時間の減少の負

の効果を説明しうる。大都市における通塾率は上述したようにその他の都市に

比べて高くなっており、授業時間減少によって生じた「ゆとり」を利用した通

塾による教育成果の高まりがこの効果を生じさせている可能性がある。表 A1 

Panel C は式(1)に中学校時代の通塾経験ダミーを含めて推定した結果である18。

大都市における授業時間の負の効果は表 6 と同様、有意に負であった。また、

通塾経験ダミーの係数は約 0.23 であり、1%水準で有意であった19。大都市にお

ける授業時間の効果は大都市居住で授業時間の減少を経験した人が、豊富な学

校外教育機会を利用して教育成果を高めた可能性を示唆している。  

 

7. おわりに  

 

本研究は中学校の指導要領が定める授業時間が教育年数に与えた効果を

Difference-in-Differences 法によって明らかにした。指導要領は 10 年ごとに改訂

され、生まれ年度によって個人が受けた授業時間は異なっている。また、日本

の教育制度上、公立学校では指導要領が定めた授業時間に沿って教育が行われ

るが、私立学校では指導要領に縛られない教育が行われている。本研究では、

以上のことを利用して、授業時間の効果の識別を行った。  

DD 法による推定結果は大都市において授業時間の減少が教育年数を有意

                                                        
18 中学校時に通塾していたかどうかは、対象者が回顧して答えるものであり不正確である可能

性がある。また、どれだけの期間通塾していたかどうかは分からないので、例えば 3 年間塾に通

い続けた人と長期休業期間にのみ通塾した人とを同程度に扱うという問題が生じる。  
19 通塾経験ダミーは能力の高い学生ほど通塾する可能性がある内生変数であり、その効果には

バイアスが含まれている可能性がある。  
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に上昇させることを示している。表 6 Panel A 列(3)によると、授業時間 100 時間

の減少は教育年数を 0.0216 年増加させる効果を持っていた。この結果は両親の

学歴や兄弟数などの個人属性、大学収容力、GDP の上昇トレンドなどを考慮し

た結果である。さらに、この結果の頑健性を確認するための複数の分析におい

ても同様の結果を得た。  

本研究の推定結果はゆとり教育による授業時間の減少が、大都市の女性の

教育年数を上昇させることに貢献したという点を明らかにした。しかしながら、

このゆとり教育の効果は授業時間が減少したときにどのような教育機会があっ

たかに依存している可能性がある。例えば、ゆとり教育による義務的な勉強時

間の減少が生徒のやる気を高め、大学や短大への進学機会がある普通科高校へ

の進学希望を高めれば、普通科高校への進学機会が多くあった大都市で教育年

数が上昇する可能性がある。また、授業時間減少によるゆとりを塾などの学校

外教育投資に振り向ける機会に恵まれた大都市では、それを利用することによ

り教育成果が高まる可能性がある。  

ただし、指導要領の効果を分析した本研究には 3 つの課題があり、ゆとり

教育に最終的な評価を下すのは待たなければならない。まず、教育年数以外の

教育達成度でゆとり教育の効果を測った場合には、ゆとり教育に対する評価が

変わる可能性がある。学力で指導要領の効果を見れば、苅谷他(2002)が示したよ

うにゆとり教育は学力を低下させるかもしれない。さらに、太田(2003)が指摘す

るようにゆとり教育による学力低下を所与とすれば、企業にとっての若者の労

働者としての魅力が低下し、彼らの就職に影響を与える可能性もある。また、

賃金を成果指標とすれば、少ない授業時間と教育内容では人的資本が蓄積せず、

賃金には負の直接的影響があるかもしれない。  

本研究に残された 2 つ目の課題として、データの制約によりゆとり教育の

評価が限定的になった点が挙げられる。本研究で使用した JPSC は女性のみのサ

ンプルであったが、男性にとっては指導要領の効果が女性とは異なる可能性が

ある。例えば、ゆとり教育 I 期世代は女性の大学進学率が 13.6%から 26%へと 2

倍になった時期であったが、男性の進学率は 1.2 倍に増加しただけであった。男

性に対する指導要領の効果分析には意義があるが、男性の教育履歴の情報を備

えたデータはほとんどない。  

3 番目の課題として、私立中学校の授業時間が変化していなかったという仮

定の検証について二次的資料に頼らざるを得なった点がある。私立学校におけ
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る過去の授業時間の情報は欠けており、実際の私立中学校の授業時間の変化は

捉える事が出来なかった。よって、もし私立中学校の授業時間も公立中学校に

合わせて減少していた場合には、本研究の授業時間の効果は絶対値で過小に推

定されていることになる。  

最後に、本研究はゆとり教育という授業時間と教育内容の削減がなされた

指導要領にもとづく義務教育を教育年数という教育達成度の指標を用いて評価

したものである。今後は、ゆとり教育の影響が賃金や就職にまで及んでいるの

かどうかを他の識別戦略により確認することが必要となる。  
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図表 

図 1. 生まれ年度ごとの義務教育、中学校における授業時間の推移 

 

 
注)義務教育期間における授業時間は国立教育政策研究所(2005)、文部科学省(2008)より調べた授業時間を使
用している。また、授業時間の算出は小学校、中学校で授業 1 単位の時間が 45 分、50 分と異なることを
考慮し、各指導要領の総単位時間を分単位で集計した上で、時間単位に直した。
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表 1. 学習指導要領が定める標準授業時間 

 

 
注)義務教育期間における授業時間は国立教育政策研究所(2005)、文部科学省(2008)より調べた授業時間を使
用している。また、授業時間の算出は小学校、中学校で授業 1 単位の時間が 45 分、50 分と異なることを
考慮し、各指導要領の総単位時間を分単位で集計した上で、時間単位に直した。

  

中学校

改訂告示年度 改訂施行年度 1年 2年 3年 合計 授業時間変化
1958 1958 933.3 933.3 933.3 2800.0
1969 1972 991.7 991.7 962.5 2945.8 145.8
1977 1981 875.0 875.0 875.0 ゆとり教育I期 2625.0 -320.8
1989 1993 875.0 875.0 875.0 ゆとり教育II期 2625.0 0.0
1998 2002 816.7 816.7 816.7 ゆとり教育III期 2450.0 -175.0
2008 2012 845.8 845.8 845.8 2537.5 87.5

小学校

改訂告示年度 改訂施行年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 授業時間変化
1958 1958 612.0 656.3 708.8 761.3 813.8 813.8 4365.8
1968 1971 612.0 656.3 708.8 761.3 813.8 813.8 4365.8 0.0
1977 1980 637.5 682.5 735.0 761.3 761.3 761.3 4338.8 -27.0
1989 1992 637.5 682.5 735.0 761.3 761.3 761.3 4338.8 0.0
1998 2002 586.5 630.0 682.5 708.8 708.8 708.8 4025.3 -313.5
2008 2011 637.5 682.5 708.8 735.0 735.0 735.0 4233.8 208.5

学習指導要領の呼称

詰め込み教育I期
詰め込み教育II期
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表 2. 期待生まれ年度にもとづく中学校における授業時間と使用した指導要領 
 

 
注)義務教育期間における授業時間は国立教育政策研究所(2005)より調べた授業時間を使用している。また、
授業時間の算出は小学校、中学校で授業 1 単位の時間が 45 分、50 分と異なることを考慮し、各指導要領
の総単位時間を分単位で集計した上で、時間単位に直した。列(b)の実際の授業時間は期待生まれ年度が
19XX.5 年度の場合、(19XX+1)年度生まれの授業時間を示している。列(c)は中学校 3 年間に使用した指導
要領の組み合わせを示している。例えば、「2－3」の「3」は詰め込み教育 II 期の指導要領を 1 から 2 年ま
で使い、3 年からゆとり教育 I 期を使用したことを示す。ただし、期待生まれ年度にもとづいて指標を作
成したため、「2－3」には 3 年間詰め込み教育 II 期を使用したものと、2 年間詰め込み教育を使用したもの
が含まれている。 
  

期待生まれ年度
期待生まれ年度
にもとづく
授業時間(a)

実際の生まれ年度
にもとづく
授業時間(b)

期待生まれ年度
にもとづく
指導要領  (c)

a-b

1958.5 2916.7 2945.8 1-1 -29.2
1959.5 2945.8 2945.8 0.0

1964.5 2945.8 2945.8 0.0
1965.5 2902.1 2858.3 2-3 43.8

1966.5 2800.0 2741.7 2-2 58.3
1967.5 2683.3 2625.0 2-1 58.3

1968.5 2625.0 2625.0 0.0

1976.5 2625.0 2625.0 0.0

1977.5 2625.0 2625.0 3-3 0.0
1978.5 2625.0 2625.0 3-2 0.0

詰め込み教育II期

ゆとり教育I期
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表 3. 記述統計 
 

 
注)義務教育期間における授業時間は国立教育政策研究所(2005)より調べた授業時間を使用している。また、
授業時間の算出は小学校、中学校で授業 1 単位の時間が 45 分、50 分と異なることを考慮し、各指導要領
の総単位時間を分単位で集計した上で、時間単位に直した。大学収容力は学校基本調査より、15 歳時点の
実質 GDP は 1998 年度国民経済計算を使い、生まれ年度の期待値の計算方法同様にそれぞれ期待値に直し
た。 
  

平均 標準偏差 最小値 最大値 サンプル数

被説明変数

　教育年数(単位:年) 13.29 1.74 9.00 18.00 2829

　　公立中学校進学者の教育年数(単位:年) 13.31 1.70 9.00 18.00 2571

　　私立中学校進学者の教育年数(単位:年) 13.12 2.15 9.00 18.00 258

説明変数

　中学校における授業時間 (単位:100時間) 27.52 1.47 26.25 29.46 2829

　小学校における授業時間 (単位:100時間) 43.39 0.31 42.61 43.66 2829

　公立中学校進学ダミー 0.91 0.29 0.00 1.00 2829

　兄弟数 2.50 0.95 1.00 12.00 2829

　長女ダミー 0.70 0.46 0.00 1.00 2829

　母親大卒ダミー 0.04 0.19 0.00 1.00 2829

　父親大卒ダミー 0.17 0.38 0.00 1.00 2829

　父親管理的職業ダミー 0.14 0.34 0.00 1.00 2829

　大学収容力(単位:%) 41.06 29.48 7.24 138.83 2829

　15歳時点の実質GDP(単位:1000億円) 3344.94 768.48 2266.11 4543.32 2829
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表 4. 公立・私立中学校進学者間の個人属性についての差の検定 
 

 
***,**,*はそれぞれ 1%, 5%, 10%有意水準で有意であることを示す。(  )内の数値は標準誤差である。 
注)差の検定は、比較集団間の分散が等しくないことを仮定した平均値の差の検定である。比率の差の検定
もあわせて行ったが、「ゆとり教育 I 期」における父親大卒比率の差が 5%水準で有意な差となったこと以
外に有意性に変化は無かった。「詰め込み教育 II 期」、「ゆとり教育 I 期」とは、これらの指導要領で 3 年間
学んだ生徒を検定に用いていることを示している。

  

詰め込み教育II期
公立中学校進学者(a) 私立中学校進学者(b) a-b

兄弟数 2.5572 2.5500 0.0072
(0.0428) (0.1422) (0.1485)

長女比率 0.7062 0.6875 0.0187
(0.0173) (0.0521) (0.0550)

母親大卒比率 0.0232 0.0250 -0.0018
(0.0057) (0.0176) (0.0185)

父親大卒比率 0.1143 0.1625 -0.0482
(0.0121) (0.0415) (0.0432)

父親管理的職業比率 0.1071 0.1625 -0.0554
(0.0118) (0.0415) (0.0431)

サンプル数 691 80

ゆとり教育I期
公立中学校進学者(a) 私立中学校進学者(b) a-b

兄弟数 2.4626 2.2883 0.1743
(0.0245) (0.0872) (0.0905)*

長女比率 0.6835 0.6577 0.0258
(0.0140) (0.0452) (0.0473)

母親大卒比率 0.0469 0.0721 -0.0252
(0.0064) (0.0247) (0.0255)

父親大卒比率 0.1912 0.2703 -0.0791
(0.0118) (0.0423) (0.0440)*

父親管理的職業比率 0.1470 0.1532 -0.0062
(0.0106) (0.0343) (0.0359)

サンプル数 1109 111
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表 5. 指導要領が公立中学校進学へ与えた影響の推定結果 
 

 
***,**,*はそれぞれ 1%, 5%, 10%有意水準で有意であることを示す。(  )内の数値は中学校の公私の別と生
まれ年度が同じであるグループ内での相関を許した clustering robust な標準誤差であり、[  ]内の数値は分
散不均一に対して頑健な標準誤差である。 
注) 分析モデルはプロビットモデルであり、被説明変数は公立中学校に進学したかどうかを示す 2 値変数
である。分析には表中の変数の他に、兄弟数、長女ダミー、母親大卒ダミー、父親大卒ダミー、父親管理
的職業ダミー、小学校における授業時間、ゆとり教育 I 期以外の使用指導要領ダミー、大学収容力、15 歳
時点での実質 GDP とその二乗、定数項が含まれている。また、小中学校時の居住都道府県ダミーは小中学
校時の居住都道府県を労働力調査にもとづき 10 のブロックに分けたものである。

  

Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間 -0.2164 (0.7315) -0.2179 (0.7317) -0.2143 (0.7304)
[0.1527] [0.1529] [0.1525]

-0.2237 (0.8914) -0.2277 (0.8898) -0.2291 (0.8885)
[0.2200] [0.2196] [0.2194]

偽決定係数

サンプル数

大都市ダミー

小中学校時の居住都道府県ダミー

(1) (2) (3)

yes yes
yes

ゆとり教育I期ダミー

0.0148 0.0181 0.0206
2829 2829 2829
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表 6. 指導要領が教育年数に与えた影響の推定結果 
 

 
***,**,*はそれぞれ 1%, 5%, 10%有意水準で有意であることを示す。(  )内の数値は中学校の公私の別と生
まれ年度が同じであるグループ内での相関を許した clustering robust な標準誤差であり、[  ]内の数値は分
散不均一に対して頑健な標準誤差である。 
注) 分析モデルは DD 法であり、被説明変数は教育年数である。分析には表中の変数の他に、兄弟数、長
女ダミー、母親大卒ダミー、父親大卒ダミー、父親管理的職業ダミー、小学校における授業時間、ゆとり
教育 I 期以外の使用指導要領ダミー、大学収容力、15 歳時点での実質 GDP とその二乗、定数項が含まれて
いる。ただし、Panel B からは使用指導要領ダミーは除いた。一方、Panel C には公立中学校進学ダミーと
15 歳時点での実質 GDP の交差項を加えた。また、小中学校時の居住都道府県ダミーは小中学校時の居住
都道府県を労働力調査にもとづき 10 のブロックに分けたものである。

  

Panel A
Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー 0.0359 (0.0824) 0.0379 (0.0780) 0.0458 (0.0776)
[0.0792] [0.0788] [0.0790]

-0.0219 (0.0095)** -0.0216 (0.0096)**
[0.0087]** [0.0087]**

ゆとり教育I期ダミー 0.2080 (0.1222)* 0.2050 (0.1189)* 0.2247 (0.1160)*
[0.1758] [0.1759] [0.1764]

中学校における授業時間 -0.0301 (0.1625) -0.0215 (0.1566) -0.0139 (0.1531)
[0.1547] [0.1545] [0.1544]

公立中学校進学ダミー -0.6630 (2.2655) -0.3080 (2.1630) -0.5312 (2.1531)
[2.1950] [2.1771] [2.1797]

自由度修正済み決定係数

サンプル数

Panel B

詰め込み教育II期とゆとり教育I期にサンプルを限定 Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー 0.0219 (0.0816) 0.0254 (0.0764) 0.0379 (0.0761)
[0.0858] [0.0855] [0.0858]

-0.0214 (0.0108)* -0.0212 (0.0108)*
[0.0097]** [0.0097]**

ゆとり教育I期ダミー - - - - - -
- - - - - -

中学校における授業時間 -0.0758 (0.1473) -0.0681 (0.1411) -0.0662 (0.1399)
[0.1374] [0.1369] [0.1373]

公立中学校進学ダミー -0.1267 (2.2242) 0.1709 (2.0947) -0.1796 (2.0860)
[2.3771] [2.3412] [2.3502]

自由度修正済み決定係数

サンプル数

Panel C

公立中学校特有のトレンドを考慮 Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー -0.0708 (0.1423) -0.0319 (0.1272) -0.0300 (0.1275)
[0.1587] [0.1587] [0.1582]

-0.0213 (0.0093)** -0.0209 (0.0094)**
[0.0089]** [0.0089]**

ゆとり教育I期ダミー 0.2032 (0.1180)* 0.2019 (0.1167)* 0.2213 (0.1134)*
[0.1755] [0.1756] [0.1762]

中学校における授業時間 0.0657 (0.1884) 0.0409 (0.1766) 0.0539 (0.1739)
[0.2004] [0.1998] [0.1994]

公立中学校進学ダミー 3.0979 (4.6372) 2.1421 (4.1861) 2.1285 (4.1751)
[5.3004] [5.2668] [5.2497]

自由度修正済み決定係数

サンプル数

大都市ダミー

小中学校時の居住都道府県ダミー

0.1852 0.1866 0.1891

2829

1991 1991 1991

0.1775 0.1790 0.1820

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

yes

(7) (8) (9)

2829 2829 2829

2829
0.1775 0.1792 0.1821

yes yes

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

2829
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表 7. 指導要領が普通科高校進学に与えた影響の推定結果 
 

 
***,**,*はそれぞれ 1%, 5%, 10%有意水準で有意であることを示す。(  )内の数値は中学校の公私の別と生
まれ年度が同じであるグループ内での相関を許した clustering robust な標準誤差であり、[  ]内の数値は分
散不均一に対して頑健な標準誤差である。 
注) 分析モデルはプロビットモデルであり、被説明変数は普通科高校に進学したかどうかを示す 2 値変数
である。分析には表中の変数の他に、兄弟数、長女ダミー、母親大卒ダミー、父親大卒ダミー、父親管理
的職業ダミー、小学校における授業時間、ゆとり教育 I 期以外の使用指導要領ダミー、大学収容力、15 歳
時点での実質 GDP とその二乗、定数項が含まれている。ただし、また、小中学校時の居住都道府県ダミー
は小中学校時の居住都道府県を労働力調査にもとづき 10 のブロックに分けたものである。 

  

Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー -0.0020 (0.0631) -0.0071 (0.0624) -0.0077 (0.0603)
[0.0586] [0.0608] [0.0615]

-0.0161 (0.0062)*** -0.0148 (0.0062)**
[0.0067]** [0.0067]**

ゆとり教育I期ダミー -0.1833 (0.1091)* -0.1819 (0.1154) -0.1820 (0.1193)
[0.1648] [0.1659] [0.1671]

中学校における授業時間 -0.0685 (0.1374) -0.0531 (0.1350) -0.0689 (0.1363)
[0.1338] [0.1354] [0.1368]

公立中学校進学ダミー 0.2041 (1.7401) 0.6506 (1.7075) 0.6426 (1.6448)
[1.6212] [1.6807] [1.6999]

偽決定係数

サンプル数

大都市ダミー

小中学校時の居住都道府県ダミー yes
yes yes

2829 2829 2829

(1) (2) (3)

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

0.0626 0.0690 0.0827
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表 A1. 指導要領が教育年数に与えた影響の推定結果(追加的な分析) 

 

 
***,**,*はそれぞれ 1%, 5%, 10%有意水準で有意であることを示す。(  )内の数値は中学校の公私の別と生
まれ年度が同じであるグループ内での相関を許した clustering robust な標準誤差であり、[  ]内の数値は分
散不均一に対して頑健な標準誤差である。 
注) 分析モデルは DD 法であり、被説明変数は教育年数である。分析には表中の変数の他に、兄弟数、長
女ダミー、母親大卒ダミー、父親大卒ダミー、父親管理的職業ダミー、小学校における授業時間、ゆとり
教育 I 期以外の使用指導要領ダミー、大学収容力、15 歳時点での実質 GDP とその二乗、定数項が含まれて
いる。Panel A からは説明変数のうち無回答を含むサンプルを全て除いた。Panel B では父親が大卒である
サンプルに限定した。Panel C では中学生のときの通塾経験ダミーを分析に加えた。また、小中学校時の居
住都道府県ダミーは小中学校時の居住都道府県を労働力調査にもとづき 10 のブロックに分けたものであ
る。 

 

Panel A

無回答の質問項目を含むサンプルを除く Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー 0.0472 (0.0792) 0.0489 (0.0764) 0.0567 (0.0759)
[0.0816] [0.0815] [0.0818]

-0.0171 (0.0102)* -0.0169 (0.0102)
[0.0091]* [0.0091]*

ゆとり教育I期ダミー 0.1619 (0.1372) 0.1581 (0.1353) 0.1784 (0.1312)
[0.1807] [0.1808] [0.1812]

中学校における授業時間 -0.0066 (0.1744) 0.0000 (0.1705) 0.0074 (0.1648)
[0.1587] [0.1586] [0.1586]

公立中学校進学ダミー -0.9784 (2.1852) -0.6974 (2.1206) -0.9150 (2.1076)
[2.2655] [2.2513] [2.2583]

自由度修正済み決定係数

サンプル数 2712 2712 2712

(1) (2) (3)

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

0.1732 0.1740 0.1769

Panel B

父親が大卒であるサンプルに限定 Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー 0.0086 (0.1360) 0.1172 (0.1354) 0.1314 (0.1364)
[0.1398] [0.1400] [0.1403]

-0.0571 (0.0204)*** -0.0600 (0.0209)***
[0.0166]*** [0.0168]***

ゆとり教育I期ダミー 0.5029 (0.1594)*** 0.4993 (0.1521)*** 0.5154 (0.1607)***
[0.3349] [0.3245] [0.3245]

中学校における授業時間 0.3530 (0.2771) 0.2973 (0.2750) 0.3273 (0.2872)
[0.3118] [0.3104] [0.3165]

公立中学校進学ダミー -0.2210 (3.7129) -1.9029 (3.6033) -2.2201 (3.6550)
[3.8351] [3.7395] [3.7559]

偽決定係数

サンプル数

(1) (2) (3)

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

0.1103 0.1287 0.1237
483 483 483

Panel C

中学校時代の通塾経験を考慮 Coef. S.E. Coef. S.E. Coef. S.E.

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー 0.0383 (0.0822) 0.0407 (0.0774) 0.0480 (0.0771)
[0.0796] [0.0792] [0.0793]

-0.0232 (0.0096)** -0.0228 (0.0097)**
[0.0087]*** [0.0087]***

ゆとり教育I期ダミー 0.2005 (0.1186)* 0.1971 (0.1147)* 0.2166 (0.1127)*
[0.1754] [0.1755] [0.1760]

中学校における授業時間 -0.0445 (0.1619) -0.0361 (0.1556) -0.0284 (0.1526)
[0.1544] [0.1541] [0.1541]

公立中学校進学ダミー -0.7671 (2.2555) -0.4014 (2.1483) -0.6096 (2.1399)
[2.2069] [2.1876] [2.1890]

自由度修正済み決定係数

サンプル数

大都市ダミー

小中学校時の居住都道府県ダミー yes

2829 2829 2829
yes yes

(1) (2) (3)

中学校における授業時間×公立中学校進学ダミー
×大都市ダミー

0.1814 0.1834 0.1857


