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Abstract
We examined regional gaps in the determinants of educational aspirations of high
school students among four regions of Iwate prefecture. Then we got following six
findings; first, students who aspire to higher education were most frequent in Morioka
region for both boys and girls: second, for determinants of gaps in educational
aspiration, both fathers’ and mothers’ educational levels were higher in Morioka
region than other regions: third, parental educational expectations also higher in
Morioka region for both boys and girls: fourth, for all regions, parental educational
levels had positive effects on educational expectation, especially in Morioka and
Miyako regions for boys: fifth, warming-up rates were high especially for girls of
Morioka regions: finally regional-orientation restricted educational aspirations of
students of Miyako and southern region most .
Key Words: Educational Aspiration, Regional Gap, Iwate Prefecture.
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１． はじめに

たが、この階層要因は地域によっても偏在して

教育機会の均等は、階層と教育の関係につい

いる。実際、地域によって職業・産業構造も異

て考える際に最も重要な問題の1つである。産

なれば、高等教育機関の収容力も違う。したが

業化あるいは経済発展によって学校教育機会が

って、出身階層の影響は、出身地域というもう

拡大し、配分される機会が増加するにしたがっ

1つの属性要因と組み合わさって発現すること

て、教育機会の格差は縮小していくと考えられ

が多い。そして、進学機会の地域間格差を解明

ていた。原・盛山（1999）によれば、たしかに

することは、本人が選択できない属性的要因に

中等教育である高校への進学率においては、高

よる教育機会の不平等の検討において階層に劣

度成長期に出身階層による格差は解消に向か

らぬ重要な意味をもつ。

い、1995年にはどの階層でも全入に近い状態と

実際、尾嶋(1988)や林(1998)は、SSM調査デ

なった。しかし、高等教育（大学・短大）への

ータにおける個人属性と、出身地域の属性（平

進学率に関しては、階層間格差を維持したまま

均教育年数で偏差化した地域類型や高校・大学

進学率の上昇が進行している。

収容力）を用いた多水準分析（海野,1986）を

ここには、豊かさの拡大と階層間格差との関

コーホート別に行い、出身階層といった個人属

係についての１つの重要なポイントが存在して

性を統制した上でも、地域変数が個人の教育達

いる。それは、豊かさの進展とともに「基礎財

成に及ぼす効果は残ること、またその効果は高

（中等教育機会）
」の分布の平等化は進むものの、

学歴化と高等教育機関の地域的偏在によって若

「上級財（高等教育機会）
」の分布は不平等のま

いコーホート（とくに女性）において増大して

まにとどまるということである（原・盛山

いることを明らかにした１）。また、出身地域が

1999）。実際、他の研究からも高等教育機会の

教育達成に及ぼす影響は、出身階層によって異

全体的拡大にもかかわらず、職業および所得階

なる。というのも、高等教育機会（大学収容率）

層間の学歴格差は中長期的にほとんど是正され

に恵まれない地域の者が高等教育を受けようと

ていないことが指摘されている（盛山,1999 荒

すれば、まず出身地域から他地域（主として都

牧,2000）
。

市圏）に移動しなければならないが、この地域

さらに、高等教育機会は、階層のみならず地
域でも不平等な状態にある。どんな地域に生ま

１）

菅(2009)は2005年SSM調査データの分析から、女性

れるかは、出身階層やジェンダーと同様にライ

の教育達成に向けた地域移動にみられる経済的・階

フ・チャンスの多寡に関わる社会的属性の１つ

層的制約条件を検討している。そして、３つの出生

であり、各地域の教育機会は、その地域に生活

コーホート（戦後第1コーホート、戦後第2コーホー
ト、戦後第3コーホート）別に、女性の教育達成にお

する少年時代のライフ・チャンスの分布とその

ける地域移動の規定因を2つの地域移動パターン

偏りを表示する。その意味で、学齢期の個人に

（
「都市部移動者」と「県内周流者」
）に分けて検討し

とって、地域の教育機会は自己責任が及ばない

た。その結果、高等教育達成における地域移動の規

生得的・属性的境遇であると言える（佐々

定因について、まだジェンダー差が存在しており、
特に「バブル崩壊期」を含む90年代以降の女性の教

木,2006）。これまで、教育機会の格差は、出身

育達成における地域移動は、経済的要因に強く左右

階層という属性的要因が主として注目されてき

されていることを指摘している。
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いう。

る。経済的資源に恵まれた階層の子弟にとって

そこで、本稿では上記の点に注目しつつ、岩

は、地域移動による進学行動は容易だが、そう

手県の４地点の比較から教育アスピレーション

した資源に恵まれない出身階層の子弟は地域移

の規定因における地域差を、出身階層や移動志

動を伴う進学は容易ではない。つまり、出身階

向（定住志向）との関連もふまえて検討する。

層は地域移動の可能性に影響することを通じ

なお、分析に用いるデータは2004年に岩手県立

て、出身地域が教育達成に与える影響を媒介し

大学社会意識研究会（代表：阿部晃士・同大学

ているのである。

総合政策学部・准教授）が実施した「高校生活

実際、林(1998)によれば、出身地域（義務教

と進路選択に関する意識調査」（岩手高校生調

育終了地）から移動しなかった者においては地

査と略称）である。この調査は、岩手県北・二

域効果が有意であるのに対して、移動者の多く

戸地区（３校４学科）、県央・盛岡地区（６校

が高等学歴を獲得しており、また地域変数の効

６学科）、県南（３校３学科）、沿岸部・宮古

果はいずれの指標でも有意でなかったという。

（３校３学科）の４地域、計15校16学科の高校

また、粒来・林（2000）は、コーホート別に出

３年性1,888名とその保護者を対象とした調査

身階層・地域と移動および教育達成（高等教育

である。有効回収票数（回収率）は高校生

進学）との関連を検討した結果、A高等教育進

1,727名（91.6％）
、父親1,334名、母親1,565名で

学率の低位安定期（1946-60年）には、高等教

ある２）。

育進学率の地域間格差は明確で、まだ地方出身
者が大都市出身者より移動した形跡はないもの

２．教育機会の地域間格差

の、最も移動者が多かったのは専門・管理職層

まず、教育機会の地域間格差の趨勢からみて

出身者であり、地方出身者では階層によって移

おこう。佐々木(2006)は、全国を９ブロックに

動機会が制限されていた、B高学歴化の進展期

分けた上で、地域間における教育機会の格差の

（1961-75年）では、依然として階層間格差はあ

変動を検討した結果、A1975年から90年までは、

るものの、どの階層でも地域移動が増大するこ

高等教育分散政策がとられ、大都市圏の大学定

とによって、出身地域による教育達成の格差は

員が抑制されたために、大学収容力・進学率と

縮小した、C高等教育進学率の停滞期（1976-

も地域間の格差が縮小したが、非大都市圏の教

90年）には、大学分散化政策によって大都市圏

育機会はそれほど拡大しなかった、B1990年代

の大学収容力が低下して教育機会の地域間格差
が縮小したにもかかわらず、かえって教育達成

２）

この調査は2004年６月18日〜7月28日にかけて付録

の地域間格差が拡大しているが、その背景には

2にある高校を対象に実施された（回収は2004年７月

地方出身者において移動機会をめぐる階層間格

30日までに終了した）
。高校生とその保護者を対象と

差が拡大し、専門・管理層では依然として大都
市圏への進学移動が可能であったが、事務・販

しているため、保護者の中には実父あるいは実母で
ない人も含まれていることに注意されたい（親が離
死別などにより不在の場合には、親代わりの人に回

売・ブルーカラー層では地域移動による教育機

答していただいている）。調査票ならびに第1次報告

会を享受するというルートが閉ざされ始めたと

書は、付録1、2を参照のこと。
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以降は大都市圏の機会拡大によって、教育達成

の20年間に高等教育進学率を20％台から30％以

における地域間格差が拡大した、Cこうした教

上に伸ばしている。しかし、県ごとにみると、

育機会の地域間格差は、近年では男子のみなら

山形県の伸び率が最も高く、1995年と2005年は

ず女子でも顕著になってきた、D地域の社会経

東北６県では最も進学率が高い（また2000年も

済的条件（高等教育修了者比率・ホワイトカラ

１位の秋田と0.1ポイントの差で２位である）。

ー比率・１人あたり県民所得・人口集中地区人

これに対して、今回分析する岩手県は、2000年

口比率）や学校教育条件（地域の大学収容力）

から2005年の間の伸び率が低くかったために、

の格差規定力が年々高まっていることを指摘し

2005年には他の５県との差が拡大している。

ている。
また菊地（2007）は、1985年から2005年の間
の47都道府県別の高等教育進学率について男女
別に標準偏差を計算し、まず男子では、1990年
から2000年にかけて地域間格差が拡大したこと
を指摘した。そして、高等教育計画による定員
の変化と進学率の動向を考えると、全国的に総

図1 東北地方における県別高等教育進学率の推移

定員の拡大期に格差が拡大していたとする。女
子においても、臨時定員増が導入されていた

そこで、図2では、同じデータから東北６県

1990年から1995年にかけて地域間格差が拡大し

について進学率の標準偏差をとった。これによ

ていた。特に臨時定員増の最盛期であった1995

ると、1985年から90年にかけて格差は大幅に縮

年には、最も大きな地域間格差を示している。

小していたが、2000年から2005年にかけては、

このことから、女子の進学率においても、高等

格差がまた1985年の水準に戻りつつある。同じ

教育政策の影響力の大きさがうかがえた。そし

東北地方でも、2000年以降は県ごとの進学率の

て、1985年から2005年の間に高等教育進学行動

差が拡大しているのである。

の地域間格差が、需要側（進学者、所得水準）
と供給側（高等教育地方分散化政策と臨時定員
増）の双方の要因の影響によって変動している
ことが明らかにした。同時に、菊地（2007）は、
重回帰分析の結果、近年になって、高等教育進
学率の地域間格差をもたらす社会経済的条件に
ついては、経済的要因（1人あたり県民所得）

図2 東北地方における高等教育進学率の標準偏差の推移

より文化的要因（県別高等教育進学率）の影響
力の方が大きくなったことも指摘した。
実際、図1は、菊地(2007)のデータをもとに、
1985年から2005年にかけての東北６県の高等教
育進学率の推移を示している。どの県でも、こ
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のアスピレーション形成に少なからぬ影響をも

低いほど子どもは就職・家業継承を志望するこ

つと考えられる。林（1998）は、「機会がアス

とが明らかになった。しかし、気仙沼市と同様、

ピレーションを刺激して個人の教育達成に影響

宮古市においては、高校生の進路選択には親の

する」という想定から1995年SSM調査データの

階層が盛岡市ほど関わっていないことが明らか

分析を行い、教育機会の地域間格差は、進学時

になった。その背景には、盛岡市は岩手県の中

において機会を提供することだけでなく、進学

心地域で大学・企業が集積しているために進

前に個人のアスピレーションを刺激することを

学・就職先があるのに対して、宮古市は岩手県

通じて、教育達成に影響を与えることを指摘し

の周辺地域で進学・就職先がほとんどないとい

ている。すなわち、「教育機会の地域格差は、

う地域構造の特性が関わっているとした。そこ

進学前に個人の達成動機を刺激することと、進

で、本稿では同様のことが岩手県県北・県南地

学時において機会を提供するということの両側

方でも言えるのか検討を行う。

面を通して個人の学歴達成に影響を及ぼしてい
る」
（林,1998）のである。

そして、最後に地元定着意識が教育アスピレ
ーションを妨げるようになるか分析を行う。と

これに対して、片瀬・阿部（1997）は、仙台

いうのも、島根県西部（奥出雲）における「学

市と気仙沼市の比較を通じて、A気仙沼地域で

歴社会のローカル・トラック」に関する研究

は仙台地域に比べて親の学歴水準が低い上に、

（吉川,2001）によれば、地元志向の強さが進学

B同じ学歴・職業階層の父母でも、仙台と気仙

志向を初めとする進路形成に影響を与えている

沼では教育期待のレベルに差異がみられ、気仙

とされるからである。

沼地域では、親の教育期待が子どもの教育アス
ピレーションを高める効果が相対的に小さいこ

４．高校生の教育アスピレーションの地域差

とを明らかにした。そして、高度経済成長期に

まず、同じ岩手県でも高校生の教育アスピレ

一度は定着の動きを見せた学歴取得への志向

ーションに地域差が見られるか検討してみよ

が、低成長期に入るとむしろ反転したことの背

う。そこで、今回の調査対象となった４地点

景には、気仙沼地域における就業構造の変化、

（盛岡、二戸、宮古、県南地域）の高校生につ

とりわけ高卒若年労働者には魅力的な地元の第

いて、進路志望を男女別に集計した。その結果

三次産業において雇用機会が増えたことに加え

は図3および図4に示した。まず男子（図3）で

て、この地域特有の文化的伝統があったと推論

は、最も大学･短大志望者が多いのは盛岡市で、

できるとした。そして、宮城県の沿岸地域では、

県南地域がこれに次いでいる。これに対して、

高い教育達成が地域への回帰・定着を妨げるた

二戸地区は大学･短大志望者は最も少ないもの

めに忌避されることを指摘した（片瀬・阿

の、専門学校志望者が多く、いわば専門学校進

部,1997）
。

学というルートが大学･短大進学を補っている

また、畠山（2005）は、盛岡市と宮古市の高

形になっている。ところが、宮古市は大学・短

校生の進路志望の規定因を分析した。そして、

大志望者は、二戸を上回っているものの、専門

盛岡市で親の階層が高いほど子ども(生徒)は、

学校志望者が少なく、畠山（2005）も指摘する

高い教育アスピレーションをもち、親の階層が

ように、沿岸部における地理的孤立性や専門学
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校も含めた教育機会の不利をうかがわせてい

になっているとする。これは、ミクロレベルで

る。

みれば、親が高学歴であることは、まず子ども
への教育期待を高めると同時に、子どもの進路
選択のモデルとなるためであると考えられる。
実際、親をアスピレーションの形成における
「重要な他者」として位置づけたウィスコンシ
ン・モデルにおいては、「重要な他者」の役割
に関して、Aディファイナ（役割期待をする存
図3 岩手県の地域別進路志望（男子）

在あるいは役割取得の対象）、Bモデル（役割
モデルを例示する存在あるいは模倣の対象）の

他方、女子（図4）では、大学・短大志望者
は、盛岡の次に宮古で多く、二戸・県南で少な
くなっている。また、二戸地区では、男子と同

２つのタイプが想定されている（Haller, 1982）
。
そこで図5aは父親、また図5bには母親につい
て、地点別に学歴の分布を示した。

様、専門学校志望者が多く、このことが大学･

まず父学歴からみると、最も高等学歴（大

短大進学の不利を補っている形になっている。

学・大学院卒業）が多いのは盛岡地区であり、

また、県南地域では、男子では高等教育への志

県南・宮古地区がこれに次いでいる。そして、

望者が盛岡に次いで多かったが、女子の高等教

二戸地区では最も高等学歴が少ない。初等学歴

育進学志望では宮古・二戸を下回っている。こ

（中学卒業）は逆に二戸で際だって多く、宮古

のことから、教育アスピレーションの性差が最

がこれに次いでいる。

も大きいのは、県南地域であることがわかる。

図4 岩手県の地域別進路志望（女子）

図5a 地域別にみた父親学歴

次に、母親の学歴をみると、父学歴に比べ、
4.1.

親の学歴における地域差

大学以上の学歴が少なくなり、短大・高専・専

次に、こうした教育アスピレーションの差異

門学校が増えるが、地域別にみるとやはり父親

の背後にある要因として、親学歴と教育期待に

同様、盛岡と県南地区で大学・大学院卒業が多

ついてみてみよう。菊地(2007)は、マクロレベ

くなる。他方、初等学歴が多いのは、これも父

ルでみても、高等教育進学比率は近年になって

親同様、二戸と宮古である。

県別の高等教育進学率に最も影響を与える要因
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地区を高学歴地域、二戸・宮古を低学歴地域と

ピレーションでみたように、この地域では専門

みなすことができる。そして、この親の学歴構

学校への進学が高等教育進学を代替している構

成の地域差は、前節でみた高校生の教育アスピ

図と同じである。その意味で、高校生は「重要

レーションの地域間格差とおおむね対応してい

な他者」としての親の教育期待を役割取得する

ることから、親の学歴をモデルに子どもの教育

形でアスピレーションを形成している可能性が

アスピレーションが形成されている可能性は示

ある。他方、女子で逆に高等教育進学期待が宮

唆できる。

古より二戸で高いが、これも短大進学期待の多
さによる。二戸の女子では、大学進学期待が短
大進学期待によって埋め合わされていると考え
られる。また、女子では県南地区の教育期待が、
男子とは異なり、二戸や宮古と同じ水準にある。
あるいは、女子への高等教育進学期待について
は、盛岡地区が突出している、と言うこともで
きる。
図5b 地域別にみた母親学歴

4.2.

親の教育期待における地域差

では次に、子どもに対する親の教育期待にお
いても地域差がみられるか検討しよう。先にも
触れたように、子どもの「重要な他者」である
親は子どもの進路選択のモデルとなると同時

図6a 地域別にみた男子に対する父親の教育期待

に、子どもに役割期待をする「ディファイナ」
（Haller, 1982）でもあるからである。
4.2.1.

父親の教育期待における地域差

そこで、まず父親の教育期待において地域差
がみられるか検討してみよう。図6aは男子高校
生について、また図6bは女子高校生について、
それぞれ父親の教育期待を地域別に示した。
男女とも高等教育（大学・短大）進学期待は、
盛岡で最も多く、県南地域がこれに次いでいる。

図6b 地域別にみた女子に対する父親の教育期待

また、男子では二戸より宮古で高等教育進学期
待が高いが、その分、二戸では専門学校への進
学期待が高い。これは、先の高校生の教育アス
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て検討してみよう。図7aは男子高校生について、

も大学・短大への進学期待が最も少ない二戸地

また図7bは女子高校生について、それぞれ母親

域では、専門学校への進学期待が最も多く、高

の教育期待を地域別に示した。まず、父親の場

校生の教育アスピレーションとの対応関係を見

合と同様、男子では盛岡で高等教育進学期待が

せている３）。

高く、県南がこれに次いでいる。また二戸では、
大学進学期待は宮古より少ないが、それを埋め
合わせる形で短大・専門学校進学期待が多い。

図7b 地域別にみた女子に対する母親の教育期待

4.3.
図7a 地域別にみた男子に対する母親の教育期待

教育期待と教育アスピレーション

このように、地域別に子どもの教育アスピレ
ーションと親の教育期待を比較すると、一定の

他方、女子については、やはり父親の場合と

対応関係がみられるが、実際に個人レベルでみ

同様、盛岡において高等教育進学期待が突出し

て両者はどのような関係にあるのだろうか。ま

て高く、男子で高等教育進学期待が盛岡とそれ

た、仙台市と気仙沼市の比較から、同じ学歴・

ほど差のなかった県南地域は、宮古よりも期待

職業階層の父母でも、仙台と気仙沼では教育期

が少なくなる。つまり、高等教育進学期待にお

待のレベルに差異がみられ、気仙沼地域では、

ける性差が最も大きいのは県南地域ということ

親の教育期待が子どもの教育アスピレーション

になる。先に高校生の教育アスピレーションの

を高める効果が相対的に小さいことが明らかに

性差が最も大きいのは、県南地域であることを

なっている（片瀬・阿部,1997）。このような現

指摘したが、これもまた親の教育期待の役割取

象は、岩手県でもみられるのだろうか。

得の影響と考えることもできる。また、ここで

３）

たとえば、二戸地区で女子が在学生の65％（414名

看護学校、岩手看護専門学校のほかに、近接する青

中268名）を占める一戸高校（ただし、今回の調査対

森県の八戸看護専門学校などが含まれている。また

象校ではない）の平成15年度（2003年度）の進路実

福岡高校（女子は705名中374名）でも、
「各種専修学

績をみると、進学者が45％（65名）いるが、そのう

校」への進学者が47名おり、この年度は県立一戸高

ち大学は13名、短大は5名であるのに対して、「各種

等看護学校に8名、岩手リハビリテーション学院に3

専修学校」が47名となっている（同校HP, http://www2.

名送り出している（同校HP, http://www2.iwate-ed.jp/

iwate-ed.jp/inh-h/参照）
。また専修学校は県立一戸高等

fuk-h/）
。
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綜した様相がみられる。どの地域でも父親が大

まず、図8aは男子に対する父親の教育期待に

学・大学院卒業である場合に最も高等教育進学

おいて、また図8bは女子に対する父親の教育期

期待が高いが、盛岡では中卒の父親において高

待において、高等教育（大学・短大）進学を期

卒より高くなっており、逆にそれ以外の地域で

待する率を父親の学歴別に集計し、４地域間で

は、短大・高専・専門学校卒で高等教育進学期

比較したものである。まず男子の場合は、父親

待が高卒より低くなっている。

学歴が高くなるほど、どの地域でも一貫して高
等教育進学期待率が上昇している。しかし、微
妙な地域差もみられる。まず、宮古では父親が
初等学歴（中学卒業）である場合、４地点のな
かで最も高等教育進学期待率が低いが、高等学
歴（大学・大学院卒業）になると盛岡と同じ水
準まで期待率が高くなる。つまり、親学歴が高
くなるほど子どもへの教育期待が高まる傾向が

図8a 父学歴別にみた女子への高等教育進学期待率の地域比較

弱い。これに対して、県南地域では、逆に父親
が初等学歴である場合、４地点のなかで最も高

そこで、父学歴と教育期待との関連の強さを

等教育進学期待率が高いが、高等学歴になると

地域間で比較するために、両者とも教育年数に

最も期待率が低くなる。この意味では、父学歴

変換した上で、子どもの性別ごとに父学歴と教

が子どもへの教育期待に最も影響していないの

育期待の相関をとり地域間比較をした（表1）
。

は、県南地域と言える。他方、盛岡地域は、短

表1 父学歴と教育期待の相関の地域比較

大・高専・専門学校以上の学歴で、最も高等教
育進学期待率が高い。盛岡地域はこうした高学
歴の父親が多いことから、先に見たように子ど
もへの教育期待が最も高くなっていると言える。
この表から見るかぎり、男子の場合、父学歴
と教育期待の関連が最も強いのは、盛岡と宮古
であり、県南と二戸では相関係数は有意ではあ
るもののそれほど高くない。他方、女子では宮
古を除いて父教育年数と教育期待はある程度の
強さの関連を示している。この点で、宮古は子
図8a 父学歴別にみた男子への高等教育進学期待率の地域比較

どもの性別によって教育期待を傾斜的に配分し
ていることが伺える。

これに対して、図8bに示した女子に対する学
歴別の父親教育期待の地域比較では、かなり錯
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4.3.2.

母学歴と高等教育進学期待率

次に、母学歴と高等教育進学期待率の関連を
地域別にみてみよう。図9aは男子について、ま
た図9bは女子について、母親の学歴別に子ども
への高等教育進学期待率を地域別に比較したも
のである。
まず男子からみると、いずれの地域でもおお

図9b 母学歴別にみた女子への高等教育進学期待率の地域比較

むね母親の学歴が高くなるほど高等教育への進
学期待率は高まるが、ここでも父親と同様、県

そこで、次に父親と同様、母学歴と教育期待

南地域が特異な変化を示している。すなわち、

との相関をみると（表2）
、まず男子については

初等学歴（中学卒）の母親の高等教育進学期待

県南地域で若干、相関が低いものの、おおむね

率が他地域に比べて著しく高いが、高等学歴の

母学歴が高いほど男子への教育期待は高まる傾

場合、期待率は４地域で最も低くなっている。

向が強い。他方、女子に関しては県南地域で母

つまり、父親と同様、学歴が男子への教育期待

学歴と教育期待との相関が際立って高いのに対

に及ぼす影響が最も少ないのは県南地域である。

して、二戸地域では両者の相関は有意な水準に
も達してない。県南では母親の学歴が男子以上
に女子に対する教育期待を高めるのに対して、
二戸では逆に男子への教育期待を高めるもの
の、女子への教育期待にはあまり影響しないと
いう形で、教育期待が性別によって傾斜的に配
分されていると言える。

図9a 母学歴別にみた男子への高等教育進学期待率の地域比較

表2 母学歴と教育期待の相関の地域比較

他方、女子については、盛岡の高校卒から短
大・高専・専門学校卒の母親において、高等教
育進学期待が他地域に比べてかなり高くなって
いるが、母学歴が教育期待に及ぼす影響が最も
大きいのは、宮古地域である。女子への高等教
育進学期待率は、初等学歴では盛岡と並んで最

4.3.3 教育アスピレーションの加熱：教育期
待と教育アスピレーション
そこで次に、教育期待と教育アスピレーショ

も低いが、高等学歴では盛岡を凌駕している。

ンの関係に注目し、教育アスピレーションの加

これに対して、二戸地域は、高等学歴（短大卒

４）
を地域別・男女別に
熱率（片瀬・阿部,1997）

以上）の母親の進学期待が他地域に比べて低く

計算した。その結果は図10に示した。この図に

なっており、母学歴が教育期待に及ぼす影響が

よれば、父母とも加熱率は盛岡の女子において

小さくなっている。

きわだって高い。これに対して他の地域では親
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および子どもの性別によって加熱率はかなり錯

による「学歴社会のローカル・トラック」の研

綜した様相を呈している。まず二戸では父親の

究によっても示唆されてきた。ここでいうロー

教育期待は男女とも平均的な水準にあるが、女

カル・トラックとは、それぞれの地方の出身者

子についてはかなり低く、特に母親の教育期待

が、アカデミックな進路選択とは別次元のもの

は女子の教育アスピレーションを下回り、 ア

として、自らの地域移動について選択していく

スピレーションの冷却現象がみられる。次に宮

進路の流れである。そして大都市には大都市の

古地区では男子に対する父親の加熱現象が著し

ローカル・トラックがあり、地方にはぞれぞれ

いのに対して、女子に対しては父母とも教育期

の固有のローカル・トラックがあることになる

待が本人のアスピレーションを下回っている。

５）
。
（吉川,2001）

最後に県南地区は男子に対しては父親以上に母
親がアスピレーションを加熱する一方で、女子

5.1．高校生の地元志向

については冷却する傾向がみられる。このこと

そこでまず、図11は進学時の地元志向を地域

から、子どもの性別によって教育期待を傾斜的

別・男女別に集計したものである。現在住んで

に配分する傾向は県南地域の母親においてもっ

いる地域で進学したいという者は男女とも盛岡

とも明瞭にみてとることができる。

地域でもっとも多いが、これはこの地域に進学
先の選択肢（大学・短大・専門学校等）が多く
存在することの反映とみることができる。これ
に対して、自分の居住地域以外への進学を考え

レーションを加熱し、マイナスならば冷却しているこ
とになる。これについては阿部（1996）を参照のこと。
５）

図10 加熱率：教育アスピレーションと教育期待

たとえば、新谷（2001,2007）は、首都圏にも地元

志向に結びついた下位文化（ストリートダンス）が
あり、それが若者の進路選択を制約していること

５．地元志向と教育アスピレーション
さらに地元志向の強さが進学志向を初めとす
る進路形成に影響を与えることは、吉川（2001）

（とくにフリーターへの滞留）を参与観察によって明
らかにしている。また、金野（2006）によると、地
方都市・仙台においても、地元に根ざした「インデ
ィーズ・レーベル」という「
「オンリーワン」を支え
る社会制度」が存在しているがゆえに、却って彼ら
の音楽活動や進路選択を制約しているという。これ

４）

ここでいう加熱率とは、以下の式によって定義さ

はまさに本来、キャリアの展開（転職など）を促進

れる（片瀬・阿部,1997）
。

するはずの社会関係資本（Granovetter,1995=1996）が

加熱率＝[（親の大学進学期待率−子どもの大学進学

現代の若者において同質的・限定的であり、そのこ

志望率）
／（100−子どもの大学進学志望率）
×100]

とが彼ら/彼女らの進路選択の可能性を限定している

これは、親の教育期待と子どものアスピレーショ

ことの現れであろう。その意味では「
「つながり」と

ンの差を求め、子どもの教育アスピレーションの高

いう危ない快楽」（速水,2006）については、「地元つ

低による過熱の余地を調整したものである。この値

ながり」という観点からも検討する必要がある(片

がプラスならば、親の教育期待は、子どものアスピ

瀬,2007,2008)。
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ている者が多いのは、そうした選択肢に恵まれ

表3 進学時地元志向と教育アスピレーション（標準化係数）

ない宮古や二戸、県南の女子である。そして、
盛岡も含めどの地域でも女子よりも男子で地元
進学志向が強いのは、家の継承すなわち地元に
残って家業を継いだり、親の扶養をするという
規範的圧力の存在を推測させる。実際、とりわ
け大学新卒労働市場がきわめて限定されている
沿岸地域、すなわち宮城県の気仙沼（片瀬・阿
部,1997）や岩手県の宮古（畠山,2005）では、
少子化の影響もあって男子に家継承の圧力がか
かり、そのことが教育達成を制約していること
が明らかになっている。

図11 進学時の地元志向

5.2.

地元志向と教育アスピレーション

では、実際に今回のデータからも、地元志向
はとりわけ男子の教育アスピレーションの形成

６．要約と結論
最後に本研究から得られた知見を要約して結
論を述べ、今後の課題を提示しておこう。

を制約するものであろうか。このことを確かめ

第一に、教育アスピレーションの地域間格差

るために、地域別・男女別に教育アスピレーシ

についてみると、まず男子では、最も大学･短

ョンを従属変数に、また父母学歴（教育年数）

大志望者が多いのは盛岡市で、県南地域がこれ

と進学時の地元志向を独立変数として重回帰分

に次いでいる。これに対して、二戸地区は大

析を行った。その結果は表3に示した。これによ

学･短大志望者は最も少ないものの、専門学校

ると、父母学歴を統制しても、地元志向が教育

志望者が多く、いわば専門学校進学というルー

アスピレーションを有意に低下させるのは、宮古

トが大学･短大進学を補っている形になってい

と県南地域の男子と女子のみであり、進学機会

る。ところが、宮古市は大学・短大志望者は、

に恵まれた盛岡地域だけでなく、必ずしも進学

二戸を上回っているものの、専門学校志望者が

機会には恵まれているとは言いがたい二戸地域

少なく、沿岸部における地理的孤立性や専門学

においても、地元志向は男女とも教育アスピレ

校も含めた教育機会の不利をうかがわせてい

ーションを有意に制約する条件となっていない。

る。さらに、女子においては、大学・短大志望
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者は、盛岡の次に宮古で多く、二戸・県南で少

県南地域がこれに次いでいる。また、男子では

なくなっている。また、二戸地区では、男子と

二戸より宮古で高等教育進学期待が高いが、そ

同様、専門学校志望者が多く、このことが大

の分、二戸では専門学校への進学期待が高い。

学･短大進学の不利を補っている形になってい

これは、先の高校生の教育アスピレーションで

る。そして、県南地域では、男子では高等教育

みたように、この地域では専門学校への進学が

への志望者が盛岡に次いで多かったが、女子の

高等教育進学を代替している構図と同じであ

高等教育進学志望では宮古・二戸を下回ってい

る。その意味で、高校生は「重要な他者」とし

る。このことから、教育アスピレーションの性

ての親の教育期待を役割取得する形でアスピレ

差が最も大きいのは、県南地域であること言え

ーションを形成している可能性がある。他方、

る。

女子で逆に高等教育進学期待が宮古より二戸で

第二に、こうした教育アスピレーションの差

高いが、これも短大進学期待の多さによる。二

異の背後にある要因として、親学歴と教育期待

戸の女子では、大学進学期待が短大進学期待に

についてみてみると、まず父学歴に関しては、

よって埋め合わされていると推測される。また、

もっとも高等学歴（大学・大学院卒業）が多い

女子では県南地区の教育期待が、男子とは異な

のは盛岡地区であり、県南・宮古地区がこれに

り、二戸や宮古と同じ水準にある。あるいは、

次いでいる。そして、二戸地区では最も高等学

女子への高等教育進学期待については、盛岡地

歴が少ない。初等学歴（中学卒業）は逆に二戸

区が突出している、とみるのが適切であろう。

で際だって多く、宮古がこれに次いでいる。他

他方、母親の場合も、父親と同様、男子では

方、母親の学歴については、父学歴に比べて大

盛岡で高等教育進学期待が高く、県南がこれに

学以上の学歴が少なくなり、短大・高専・専門

次いでいる。また二戸では、大学進学期待は宮

学校が増えるが、地域別にみるとやはり父親同

古より少ないが、それを埋め合わせる形で短

様、盛岡と県南地区で大学・大学院卒業が多く

大・専門学校進学期待が多い。さらに、女子に

なる。これに対して、初等学歴が多いのは、こ

ついては、やはり父親と同様、盛岡において高

れも父親同様、二戸と宮古である。以上のこと

等教育進学期待がきわだって高く、男子で高等

からみて、親世代では盛岡と県南地区を高学歴

教育進学期待が盛岡とそれほど差のなかった県

地域、二戸・宮古を低学歴地域とみなすことが

南地域は、宮古よりも高等教育進学期待が少な

できる。そして、この親の学歴構成の地域差は、

くなっている。このことからも、高等教育進学

高校生の教育アスピレーションの地域間格差と

期待における性差が最も大きいのは県南地域と

おおむね対応していることから、親の学歴をモ

いうことになる。先に高校生の教育アスピレー

デルに子どもの教育アスピレーションが形成さ

ションの性差が最も大きいのは、県南地域であ

れている可能性は示唆することができる。

ることを指摘したが、これもまた親の教育期待

第三に、親の教育期待においても地域差がみ

の役割取得の影響と考えることもできる。また、

られるか検討したところ、まず父親の教育期待

ここでも大学・短大への進学期待が最も少ない

に関しては、子どもの性別に関係なく、高等教

二戸地域では、専門学校への進学期待が最も多

育（大学・短大）進学期待は、盛岡で最も多く、

く、高校生の教育アスピレーションとの対応関
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係を見せている。

他方、女子では宮古を除いて父教育年数と教育

第四に、親学歴と高等教育進学期待の関連を

期待はある程度の強さの関連を示している。こ

地域別・男女別にみたところ、まず父親の場合、

の点で、宮古は子どもの性別によって教育期待

男子への教育期待では、父親学歴が高くなるほ

を傾斜的に配分していることが示唆された。

ど、どの地域でも一貫して高等教育進学期待率

同様の分析を母親についても行ったところ、

が上昇している。しかし、微妙な地域差もみら

まず男子からみると、いずれの地域でもおおむ

れ、たとえば宮古では父親が初等学歴（中学卒

ね母親の学歴が高くなるほど高等教育への進学

業）である場合、４地点のなかで最も高等教育

期待率は高まるが、ここでも父親と同様、県南

進学期待率が低いが、高等学歴（大学・大学院

地域が特異な変化を示していた。すなわち、初

卒業）になると盛岡と同じ水準まで期待率が高

等学歴（中学卒）の母親の高等教育進学期待率

くなる。つまり、親学歴が高くなるほど子ども

が他地域に比べて著しく高いが、高等学歴の場

への教育期待が高まる傾向が弱い。これに対し

合、期待率は４地域で最も低くなっていた。し

て、県南地域では、逆に父親が初等学歴である

たがって、父親と同様、学歴が男子への教育期

場合、４地点のなかで最も高等教育進学期待率

待に及ぼす影響が最も少ないのは県南地域であ

が高いが、高等学歴になると最も期待率が低く

る、ということができる。

なる。この点では、父学歴が子どもへの教育期

他方、女子については、盛岡の高校卒から短

待に最も影響していないのは、県南地域である

大・高専・専門学校卒の母親において、高等教

とみることができる。他方、盛岡地域は、短

育進学期待が他地域に比べてかなり高くなって

大・高専・専門学校以上の学歴で、最も高等教

いるが、母学歴が教育期待に及ぼす影響が最も

育進学期待率が高い。盛岡地域はこうした高学

大きいのは、宮古地域であった。女子への高等

歴の父親が多いことから、先に見たように男子

教育進学期待率は、初等学歴では盛岡と並んで

への教育期待が最も高くなっていると結論づけ

最も低いが、高等学歴では盛岡を凌駕している。

ることができる。

これに対して、二戸地域は、高等学歴（短大卒

ところが、女子に対する学歴別の父親教育期

以上）の母親の進学期待が他地域に比べて低く

待の地域比較には、かなり錯綜した様相がみら

なっており、母学歴が教育期待に及ぼす影響が

れた。どの地域でも父親が大学・大学院卒業で

小さくなっている。

ある場合にもっとも高等教育進学期待が高いも

そこで、次に父親と同様、母学歴と教育期待

のの、盛岡では中卒の父親において高卒より高

との相関をみたところ、男子については県南地

くなっており、逆にそれ以外の地域では、短

域で若干、相関が低いものの、おおむね母学歴

大・高専・専門学校卒で高等教育進学期待が高

が高いほど男子への教育期待は高まる傾向が強

卒より低くなっていた。

かった。他方、女子に関しては県南地域で母学

そこで男子の場合について、父学歴と教育期

歴と教育期待との相関が際立って高いのに対し

待の関連をみたところ、両者の関連が最も強い

て、二戸地域では両者の相関は有意な水準にも

のは、盛岡と宮古であり、県南と二戸では相関

達してない。県南では母親の学歴が男子以上に

係数は有意ではあるもののそれほど高くない。

女子に対する教育期待を高めるのに対して、二
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戸では逆に男子への教育期待を高めるものの、

外への進学を考えている者が多いのは、そうし

女子への教育期待にはあまり影響しないという

た選択肢に恵まれない宮古や二戸、県南の女子

形で、ここでも教育期待が性別によって傾斜的

である。そして、盛岡も含めどの地域でも女子

に配分されていることが確認できた。

よりも男子で地元進学志向が強いのは、家の継

第五に、教育アスピレーションの加熱率を地

承すなわち地元に残って家業を継いだり、親の

域別・男女別にみたところ、父母とも加熱率は

扶養をするという規範的圧力の存在は推測する

盛岡の女子においてきわだって高いのに対し

ことができた。

て、他の地域では親および子どもの性別によっ

このように教育達成における地域格差は、岩

て加熱率はかなり錯綜した様相を呈していた。

手県という地域内においても顕著なだけでな

たとえば、二戸では父親の教育期待は男女とも

く、地域移動を妨げる経済障壁（尾嶋,2002:

平均的な水準にあるが、女子についてはかなり

管,2009）に加えて、地元志向という形でも移

低く、特に母親の教育期待は女子の教育アスピ

動の障壁となる規範的文化の存在（片瀬・阿

レーションを下回り、 アスピレーションの冷

部,1997）も確認することができた。

却現象がみられる。次に宮古地区では男子に対

そして、このような移動障壁が、青少年の人

する父親の加熱現象が著しいのに対して、女子

間形成に及ぼす影響もまた無視できないだろ

に対しては父母とも教育期待が本人のアスピレ

う。実際、雨森（2008）は、「進学移動が減少

ーションを下回っている。最後に県南地区は男

するということは、人々の精神的な豊かさを育

子に対しては父親以上に母親がアスピレーショ

むことを阻害する可能性を秘めている」とし、

ンを加熱する一方で、女子については冷却する

近年の進学移動の減少という現象がはらむ問題

傾向がみられる。したがって、子どもの性別に

点を指摘している。すなわち、教育・職業達成

よって教育期待を傾斜的に配分する傾向は県南

に伴う地域移動によって多様な地域の出身者が

地域の母親において顕著にみられた。

互いに交流を深め、人間として大きく成長でき

最後に地元志向が教育アスピレーションの形

るが、それが移動障壁によって妨げられるよう

成を制約するか検討したところ、父母学歴を統

になると、青少年が異質な他者との相互作用に

制しても、地元志向が教育アスピレーションを

よって自己の内面を磨くことはできなくなって

有意に低下させるのは、宮古と県南地域の男子

しまう。さらに、雨森(2008)は、進学移動は地

と女子のみであり、進学機会に恵まれた盛岡地

域社会の発展にも影響を与えると指摘し、「人

域だけでなく、必ずしも進学機会には恵まれて

や文化が交じり合う契機のひとつ」である進学

いるとは言いがたい二戸地域においても、地元

移動の減少という事態を重くみている。

志向は男女とも教育アスピレーションを有意に

その一方で、地域移動を経験しなかったこと

制約する条件となっていないことがわかった。

にポジティブな意味を見いだす視点もある。た

ただし、地元志向は盛岡でもっとも弱く、これ

とえば、吉川（2001）によれば「自分が「摘出」

はこの地域に進学先の選択肢（大学・短大・専

した県内で周流しているかぎりは、あるいはそ

門学校等）が多く存在することの反映とみるこ

こに合流しさえすれば、文化的バックグラウン

とができる。これに対して、自分の居住地域以

ドや経済的な環境の違いのある都会での、不利
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な競争を避けることができる」という。実際、

への移動を希望しているにもかかわらず、経済

吉川（2009）もまた、地方の高卒非移動層が、

的な理由あるいは規範的圧力によって、その希

安定した親子関係を形成していることを報告し

望がかなわない層が存在するということである

ている。また、ブルデュー（Bourdieu et Passeron,

（管,2009）。本稿の分析結果からも、高等教育

1979 = 1991）によると、フランスの地方出身の

達成において、地方の高校生は経済的・文化的

大学生は、享受してきた文化の質の違いから、

要因に制約されていることが明らかとなった。

パリ（都会）の大学生との競争では不利な立場

その点では、自分の努力では解消できない大き

にあるとし、出身地域にとどまることで彼らと

な格差（親の経済力や出身階層、地域や家族の

の競争を回避している。つまり、地方出身者は

規範的圧力）が、本人の意思とは無関係のとこ

移動できなかったのではなく、都市部の競争的

ろに存在し、高校生の進路選択を縛っている点

労働市場における就職のことも視野に入れ、県

については、さらなる注視が必要であるといえ

内での教育達成を期待される傾向にあるとも考

るだろう。

えられる。その点では、バブル崩壊後の不況の
なか、吉川（2001）の「ローカル・トラック論」
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