
社会システムと
意志決定

第12回
教育と社会的不平等

小山友介



授業の前に・・・

小テスト（採点済み）をお返しします

前まで取りに来てください



お知らせ：最終レポート（再）

中公新書ラクレ：
『論争・中流崩壊』，『論争・学力崩壊』
から1冊選び，2本以上の論文の主張をまとめ，
自分の意見を述べてください

去年出た『論争・学力崩壊2003』もOKとします
締め切り：
手渡し：最終講義まで

メール：8月1日まで

ギリギリ，8月8日までは許容します
まだ出してないものも，それまでは受け付けます

減点：しないか、しても１０～２０％の予定
（１０点満点→８点満点）



単位の基準（再）

単位条件：出席半数以上＋提出物

提出物：主要5項目のうち4つ以上を満たせば60点
月次レポート：3回（4月，5月，6月）
学期末レポート（7月末）
出席（初回講義の感想と小テスト）：半分（6回）以上

追加点：団体体操方式（？）
5項目それぞれを10点満点で評価
60点に評価の高い4項目を加点



日曜日に仮採点しました

出席クリアー：６０人のうち・・・
現段階で単位が取れている者：３8人
レポートあと１つ：12人
レポートあと2つ：10人

一覧表を作ってきてますので、気になる人はあとで
見に来てください

落としたくて授業してるわけではないので、レポート
は出来るだけ出してくださいね



現段階での合格者の得点分布
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残りの23人の得点分布
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この点に、レポート1つ
（２つ）の得点が追加



これからレポートを出すひとに

点数基準：小テストとレポートのうち、上位4つ
既に3つ出している人は、いい加減なレポートを出しても、
点数増えません

レポート1つあたりの加点
これまでの実績では，最低で3点、最高で8点ぐらい加点
されます

予想される成績：そんなに悪くないはず
一番低い人で75～77
一番高い人で95～96



今回の内容の一枚まとめ

社会的機会の不平等
出身階層によって，就いた職業分布に差

教育：「期待の星」だった

教育の拡大が社会的不平等を無くすと考えられた

しかし，事態は何も変わらない

なぜ変わらないか？

社会階層と学歴の相関が強いから

文化再生産論

議論の方向：機会の平等から結果の平等へ



今回の内容

教育と社会階層

教育の経済的説明

おまけ：現在の教育と就業状況・・・統計データから

今回の講義のまとめ

「社会システムと意志決定」全体のまとめ



教育と社会階層



進学率（文科省ページより）

高校 大学 短大 大学院 大学院

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

67 75.3 73.7 20.5 4.9 1.6 8.5 5.5 2.4

72 86.2 88.2 33.5 9.3 2.2 14.4 4.6 1.7

77 92.2 94.0 39.6 12.6 2.3 20.7 5.0 1.6

82 93.2 95.5 37.9 12.2 1.9 20.5 5.3 2.1

87 92.8 95.0 35.3 13.6 1.8 21.5 7.1 2.9

92 93.9 96.2 35.2 17.3 1.8 23.5 8.8 3.7

97 94.8 97.0 43.4 26.0 2.3 22.9 10.6 5.3

2002 95.2 96.5 47.0 33.8 1.8 14.7 13.5 6.9

区分



今回のテキストの理論的背景

社会的地位・・・属性主義と業績主義

属性主義：身分の高い人（貴族）がなれる

業績主義：能力の高い人がなれる

教育：民主化，平等化の期待を背負っていた

貧困からの解放

今は死語ですが・・・
「末は博士か大臣か」と言う言葉もありました
博士号とっても，実際はこんなものです（笑）

実は，博士号所得者は現在就職難です（取る人が多すぎる）



しかし・・・

教育が普及しても，社会の平等化は進まなかった

父親の職業地位が高いほど・・・

父親の学歴が高いことが多く

子供の学歴も高いことが多く

子供の職業地位も高くなる

社会的不平等，社会階層は「再生産」される



社会階層の教育水準への影響

教育成果の階層差：大きい

トップレベル（東大・京大）の入学者の親の社会階層構成
は，ずっと変化していない

学校の成績：親の経歴の影響が強い
下の3つの属性は統計的に優位
父親の職業

父親，母親の学歴（統計的には母親の影響の方が強い）

結果：親の階層→学歴→子の階層の影響ルート

業績主義の実際的な効果：不十分

ただし，ある程度の開放性はあります



文化再生産論の大雑把な説明

高学歴家庭：文化水準・知的水準が高いことが多い

家（実家）の本棚にはどんな本がある？

流行曲以外の音楽（クラシックとか，オペラとか）を聴く？

美術館・博物館に行く？

この種の文化（正当文化）：教育現場で有利

学校の勉強：論理的，正当文化的→適応度が高い

「やっぱり毛並みのいい人は頭もいい」ってやつです

サブカルチャー大流行後：説得力がやや落ちる

でも，家庭環境，何らかの文化力，学校の成績は相関

その理由は，大学の文化祭をみるとわかります



加えて・・・

社会の労働需要

社会の教育水準と対応しているとは限らない

高収入職への就業：「いす取りゲーム」

下方代替雇用

定義
労働市場での競争激化の結果，これまで低学歴者の仕
事だった雇用先に高学歴者が参入すること
中学卒の仕事→高校卒

高校卒の仕事→大学卒

最近，公務員や自衛隊の求人によく見られるそうです



権利の平等と結果の平等

権利の平等

誰にでもチャンスが公平にあること（機会均等）

キーワード：自由競争，自助努力，自己責任

政治的立場：保守（共和党）

結果の平等

不平等が解決されない現実に対して，不平等の解決の一
歩として社会的弱者を優遇すること

キーワード：マイノリティ保護，アファーマティブ・アクション

政治的立場：リベラル（民主党）



（参考）アファーマティブ・アクション

慣習的・歴史的に差別され，不平等な状態に置か
れている特定の被差別集団に対して，格差是正の
ためにとられる暫定的な差別撤廃措置のこと。民族
差別や性差別を無くすために，政府機関や一般企
業において一定割合の黒人や女性や雇用するよう
に義務づけるクォータ制やゴール・アンド・タイム
テーブルといった具体的施策がある。より積極的な
措置を含む場合は，ポジティブ・アクションともいわ
れる。（『経済辞典』）



教育の経済効果



教育の経済学的効果

個人レベル：
収入増加：高学歴→高収入職業へのパスポート

贅沢な消費財

社会レベル：プラスの外部効果が大きい
労働力の質の上昇：競争力，経済成長の鍵

文化水準の上昇による，需要拡大効果
本，パソコン，．．．

政府による教育への財政補助：正当化される
初等教育（ほぼ全員）：経済のために重要

高等教育（一部だけ）：医師，技術者，学者の養成
→社会・経済的に重要



教育コストについて

教育を受ける＝コストがかかる

コストのうちわけ（概算）
教育費：学費＋教科書代・・・約100万円／年
機会費用(Opportunity Cost):
進学せずに就職していれば手に入った収入
・・・約300万円／年
両方を加味すると，大学4年間の教育コストは
100×4+300×4=約1600万円

加えて，勉強の苦労，苦痛



人的資本論とシグナリング

詳細は配付資料参照
（『社会を＜モデル＞でみる』小山担当原稿）

人的資本(human capital)
教育＝能力形成

高等教育で身につけた能力→高学歴者の高い給料

シグナリング(signaling)
教育＝なんの能力も身につけない

学歴＝能力のシグナル→就職活動で有利

※シグナル：他の人と自分を差別化するために，コスト
を投じて手に入れた証明



就職を取り巻く社会環境の変化

昔（と言っても10年ぐらい前まで）
理系：人的資本
研究開発が主なので，最低限の能力は要求される

そのため，大学院（修士）までの進学が普通

文系：シグナリング
「大学の勉強と仕事は別」と言う考えが強かった

ＯＪＴ（On the Job Training）信仰が強かった
変に勉強してると，「理屈ばかりで上の言うことを聞かなくなる」と
思われていた

例外：弁護士，会計士，（公務員）

近年：全員に能力を要求



まとめ

収拾がつかなくなってますが（－－；

以下のことが理解できればOKです
教育と社会階層：相関が強い

教育を通じた社会不平等の解消：失敗

経済学による教育の効果の説明
人的資本論，シグナリング

もっと関心のある人は，僕のＨＰ内の解説を参照

メルマガの過去ログ内にたっぷり（数万字分）あります



参考文献

竹内洋，『日本のメリトクラシー』，東京大学出版会，
1999
苅谷剛彦，『大衆教育社会のゆくえ』，中公新書，
1995
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ch
ousa/shougai/008/toushin/030301/07.htm



若年層の就労状態

おまけ資料



若年層の離職率と失業率

1年あたり
離職率

失業率

男性 女性 男性 女性

19歳以下 34.6 33.1

20歳～24歳 21.9 29.0

25歳～29歳 14.9 28.7

30歳～34歳 10.7 23.6
5.1 6.5

11.2 8.6

失業率：高い

離職率も高い
（下がっていない）

→雇用対策だけ
では不十分

離職率：『雇用動向調査』2002年度

失業率：『労働力調査』2004年5月



学歴別離職者（2001年卒）
1年目 2年目 3年目 累計

中学卒 48.9 13.9 8.3 71.1

高校卒 25.0 12.7 7.9 45.6

短大等卒 19.7 11.7 8.3 39.7

大学卒 13.7 9.6 7.3 30.5

中学卒 50.3 15.7 12.0 77.9

高校卒 27.8 17.1 10.7 55.6

短大等卒 19.2 13.3 11.6 44.2

大学卒 19.2 15.1 12.4 46.6

女性

男性



なぜ離職率が高いのか

正社員になった人の労働時間は非常に長い
（玄田2001）→激務に耐えられない
仕事の発展性が感じられない

企業内に中高年が多く，リストラが不十分

新規求人は少ない：いわゆる「下っ端」期間が長くなる

昇進・昇格がない，同じ業務が続く

仕事が”Work”でなく，”Job”になっている

そもそも，望ましい就業機会が少ない

「正社員」の求人が少ない

そのため，せっかく正社員になっても「不本意な就労」
になっていることが多い



非常用雇用の増加
フリーターの3つのタイプ（小杉2003）
モラトリアム型／夢追い型／やむを得ず型

「自分のやりたいこと」に拘泥する学生が多い
サラリーマン的ライフスタイルに嫌悪感を持つものが多い
→フリーターを自主的に選ぶ

ポール・ウィリス『ハマータウンの野郎ども』

劣等生：学校文化への嫌悪→未熟練労働を自主的に
選ぶ →類似の構造

年齢↑・・・常用雇用に移れる可能性↓
フリーターで得るスキルは不十分：経験≠キャリア形成

正社員への労働市場が未整備



日経連（１９９５）
「新時代の“日本的経営”」

人材を3タイプに分け，有効活用をはかる
長期蓄積能力活用型グループ

高度専門能力活用型グループ

雇用柔軟型グループ

※当然，所得には大きな差

徐々に経済システムがこの方向に進んでい
ることは否定できない

ＩＴ革命以降，この傾向はさらに進んだ？



（参考）ＮＥＥＴ（ニート）
Not in Education, Employment, or Training
以下の何もしていない若年層の総称
学校（浪人して予備校）に行っている

就職している，もしくはアルバイトをしている

失業中で就職活動（もしくは職業訓練）をしている

「フリーターにもなっていない」と言う意味で深刻
仕事する意志はあるが，就職していない

就職活動をする意志がない，引きこもりともすこし違う

2003年で40万人とも
うまく社会と関係がもてない：
コミュニケーション・スキルが低い



参考文献

小杉礼子，『フリーターという生き方』，頸草書房，
2003
玄田有史，『仕事の中の曖昧な不安---揺れる若者
の現在』，中央公論新社，2001
玄田有史，曲沼美恵，『ニート---フリーターでもなく
失業者でもなく』，幻冬舎，2004



講義の全体まとめ



まず最初に・・・

全ての回の講義内容を理解する必要はないです

全ての回の講義内容に興味を持て、とも言いません

教員としての希望

社会問題に関心を持つきっかけになれば、それでＯＫ
レポートもそれに関連させてました

これからは、ニュースにもっと関心を持ってくれるとうれしいです

社会問題を「切る」ツールとしていくつか使えればＯＫ
普段の生活で「あ、これはこういうことだ」と感じれればＯＫです

実生活でもきっと役に立ちます



小山側の反省（と言うか方針解説）

説明で意識したこと：どれだけ出来たか・・・

グループ発表と重複しない（難解な箇所はもう一度説明）

重要な箇所とそうでない場所を区別して伝える

テキストで不十分なことが多い，背景説明を豊富に

テキスト以外の身近な例を示す（理解の深化に重要）

可能な限り原典に当たる（ただし翻訳＾＾；）

小テスト：最初は難しすぎ→徐々に簡単（つもり）

概念の理解中心：自分の言葉で書かせる

自分で例を作らせる



小山側の反省（２）

レポート：ちょっと多かったですね（－－；

題材：出来るだけ身近な対象となるようにしました

出来るようになってもらいたいこと
相手の言い分を理解する

複数の意見を比較する

それらを前提として，自分の意見を作り，はっきりと述べる

章の選定：かなり失敗しました

数学的に難解なところは避けた：どうしてもいくつか残った

もう少し第4部を増やすべきだった：データを読む訓練
来年度もあれば，工夫します



講義全体の印象（１）

全体の印象：みなさんマジメですね
こっちは7割残ればいいや，と思ってました
出席率92％！←小テストのせい？
レポートも提出率高いです

講義中は結構寝てましたが・・・まぁ，いいです（笑）

発表：基本的に上手です
小山が「？」と思ったグループ発表は1～2つぐらいだけ
徐々に上手に：他のグループが参考になった？



講義全体の印象（２）

小テスト：ちょっと2極分化した？
自分の言葉で例を作って書く：撃沈もままありましたが・・・

教科書や僕の解説を丸写し：ちょっと残念

レポート：徐々に質が上がってました

文章を書くトレーニングが不足している
ＧＷのレポートは結構ひどかった

6月のレポート（周囲の出来事分析）：よくできていました
pptは書けても，文章はまだまだかな？
社会に出ても絶対必要なスキルですから，徐々に身につ
けてください



最後に・・・

4ヶ月間，お疲れ様でした
理屈っぽい授業でしたが，出席してくれてありがとう
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