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要旨：文部科学省の取り組みとして、毎年 4 月に小学校 6 年生と中学 3 年生対象とする全

国学力・学習状況調査が行われている。その目的は義務教育の機会均等とその水準の維持向

上を目的とされている。しかしながら、その調査を元とした効果的な教育を検討した報告

や、別の調査から得られたデータとの横断的解析の報告は少ない。本研究では、2017 年度

に得られた都道府県別の中学 3 年生の 4 科目正答率に対し、あらゆる因子の学力に与える

影響を重回帰分析にて解析した。その結果、プラス因子として中学生宿題実行率、中学生自

己肯定率、中学生文化部参加率、中学生家庭内会話率、小学生通塾率、早起きスコア（分）

スマホ・PC 好きスコア（%）が抽出され、マイナス因子として小学生朝食摂取率、人口 1,000

人あたり離婚率が抽出された。 
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Abstract: As an initiative of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology, the national academic ability and learning situation survey which is applied to 

elementary school sixth graders and junior high school third grader is carried out every year 

in April. The objective is to equalize opportunities for compulsory education and maintain 

and improve its standards. However, there are few reports on the effective education based 

on the survey or the cross-sectional analysis with the data obtained from another survey. In 

this research, we analyzed the influence of all factors on academic ability by the multiple 

regression analysis, on the four subjects correct answer rate of the junior high school third 

grader by prefecture obtained in FY 2017. As a result, a junior high school student homework 

execution rate, a junior high school student self-affirmation rate, a junior high school student 

cultural division participation rate, a junior high school student in-home conversation rate, 

an elementary school student college rate, an early rising score (minutes) Elementary school 



breakfast intake rate as a negative factor, divorce rate per 1,000 population was extracted. 

Key words: national academic ability / learning situation survey, academic ability influence 

factor, prefecture, multiple regression analysis 

 

1.はじめに 

 

1.1 本研究の目的 

本研究の目的は、義務教育の最高学年である中学 3 年

生の学力向上とした。 

1.2 本研究の手法 

本研究は国立教育政策研究所が 2007 年度より毎年

実施（2011 年度は東日本大震災のため未実施）してい

る全国学力・学習状況調査のうち、2017 年度中学 3 年

生分を対象とし、国語 A、国語 B、数学 A、数学 B の

4 科目の得点（解析対象生徒数 1,024,189 名、9,982 校）

を都道府県別に偏差値化して目的変数とした。 

また、表 2 に示す変数候補を公的な統計データ 4)〜9)

から抽出し、重回帰分析を用いて要因別に 2017 年度

中学 3 年生の学力に与える影響を解析した。 

1.3 歴史 

2008 年度分の大阪府における全国学力調査の結果を

受け、橋下元大阪府知事が市町村ごとの結果を公開し

たことで大きな話題となった。 

2009 年度からは全国学力・学習状況調査の調査結果

を踏まえ、授業の改善・充実を図る際の参考となるよ

う、「授業のアイディア例」が作成され、学校や教育委

員会などに配布されるようになった。 

また、長年当調査のトップクラスとなっている秋田

県の教育体制が注目を浴び、別の県との比較検討がな

され 3)、「少人数学習推進」や市町村教育委員会や各学

校の課題抽出、改善策を検討する教育体制「秋田型

PDCA サイクル」などが注目を浴びている 10)。 

 

1.4 概念図 

 

図 1.概念図 

 

 

 

2.先行研究 

 

2.1 全国学力調査結果の統計的分析 

植松らは小学 6 年生と中学 3 年生の学力調査の正答

率を目的変数とし、小学生・中学生の成績に正の相関

がある変数は持ち家の敷地面積であり、離婚率と父

子・母子家庭数は中学生の成績に負の相関があると述

べている 1)。 

 

2.2 中学生の学力決定要因 

下村らは中学校の学力決定要因を特定するために、

小学 6 年生時点のデータと 3 年後の中学 3 年生時点の

データを比較し、回帰分析を行った。その結果、離婚

率、共働き率、通塾率等で負の相関があり、家庭で宿

題に取り組む割合が最も強い正の相関を呈していた 2)。 

 

2.3 全国学力テストの調査結果における県間比較（2） 

 尾島は 2016 年に実施された全国学力・学習状況調

査のテスト受講者および教員が回答した質問紙の結

果のうち、秋田県と岡山県の小・中学校のそれぞれの



回答項目について比較した結果、当研究の 7 年前に指

摘された点、全国的な結果分析、教科外の取組といっ

た 3 つのカテゴリーにおいて 2 つの県に顕著な違いが

見られたと結論付けている 3)。 

 

3.前提条件及び特性要因図、変数候補 

 

3.1 前提条件 

2017 年度全国学力調査結果をマクロとし、私立・公

立中学校 9,982 校 1,024,189 名をミクロの条件とした。 

マクロ ミクロ 

時期 エリア 対象校 対象者 

2017 年 

4 月 18 日 
47 都道府県 

私立・公立 

中学校 9,982 校 

中学 3 年生

1,024,189 名 

表 1.マクロ・ミクロの前提条件 

3.2 特性要因図 

データの存在の可否に関わらず、特性要因図を作成

し、あらゆる視点から因子を抽出できるように工夫し

た。 

 

図 2.特性要因図 

 

3.3 変数候補 

No. 記号 変数名 単位 カテゴリー R
2

 
1 X1 小学生朝食摂取率 % 生活環境 0.02  
2 X2 中学生朝食摂取率 % 生活環境 0.11  
3 X3 中学生の宿題実行率 % 教育環境 0.15  
4 X4 中学生の自己肯定率 % 家庭環境 0.25  

5 X5 中学生新聞購読率 % 
メディアの

影響 
0.23  

6 X6 中学生部活動参加率 % 生活環境 0.13  
7 X7 中学生文化部参加率 % 生活環境 0.05  

8 X8 中学生運動部参加率 % 生活環境 0.03  
9 X9 中学生家庭内会話率 % 家庭環境 0.11  

10 X10 教育費 円 教育環境 -0.02  
11 X11 塾費用 円 教育環境 -0.02  
12 X12 小学生通塾率 % 教育環境 -0.02  
13 X13 中学生通塾率 % 教育環境 -0.02  

14 X14 
暴力行為発生件数（中学生

1000人あたり） 
件 教育環境 0.05  

15 X15 
いじめの認知件数等（小中高

生 1000人あたり） 
件 教育環境 -0.01  

16 X16 
生徒 1人あたりの中学校教員

数 
人 教育環境 0.01  

17 X17 
平均月間現金給与額（事業所

規模 30人以上） 
円 家庭環境 0.02  

18 X18 
平均月間現金給与額（事業所

規模 5人以上） 
円 家庭環境 0.00  

19 X19 離婚率（人口 1,000人あたり） % 家庭環境 0.16  
20 X20 睡眠時間たっぷり 分 生活環境 -0.02  
21 X21 早起きスコア 分 生活環境 0.00  
22 X22 夜更かしスコア 分 生活環境 -0.01  

23 X23 スマホ・PC好きスコア % 
メディアの

影響 
-0.01  

24 X24 読書好きスコア % 生活環境 -0.02  
表 2.変数候補 

 

3.4 変数選択理由 

No. 記号 変数選択理由 

1 X1 朝食摂取率と学力には正の相関があると考えた 

2 X2 朝食摂取率と学力には正の相関があると考えた 

3 X3 宿題の実行率と学力には正の相関があると考えた 

4 X4 自己肯定率と学力には正の相関があると考えた 

5 X5 新聞購読率と学力には正の相関があると考えた 

6 X6 部活動参加率と学力には正の相関があると考えた 

7 X7 文化部参加率と学力には正の相関があると考えた 

8 X8 運動部参加率と学力には正の相関があると考えた 

9 X9 家庭内会話率と学力には正の相関があると考えた 

10 X10 教育費と学力には正の相関があると考えた 

11 X11 塾費用と学力には正の相関があると考えた 

12 X12 通塾率と学力には正の相関があると考えた 

13 X13 通塾率と学力には正の相関があると考えた 



14 X14 暴力行為発生件数と学力には負の相関があると考えた 

15 X15 いじめの認知件数と学力には負の相関があると考えた 

16 X16 
生徒 1 人あたりの中学校教員数と学力には正の相関があ

ると考えた 

17 X17 平均月間現金給与額と学力には正の相関があると考えた 

18 X18 平均月間現金給与額と学力には正の相関があると考えた 

19 X19 離婚率と学力には負の相関があると考えた 

20 X20 睡眠時間の長さと学力には正の相関があると考えた 

21 X21 起床時間の早さと学力には正の相関があると考えた 

22 X22 夜更かしと学力には負の相関があると考えた 

23 X23 
スマホ・PC 操作時間の長さと学力には負の相関があると

考えた 

24 X24 読書好きスコアと学力には正の相関があると考えた 

表 3.変数選択理由

 

3.5 分析に用いたデータ 

 

表 4.分析に用いたデータ 

 

4.中学 3 年生の学力に与える影響因子の構造 

 

4.1 結果の要約 

(1) 自由度調整済寄与率：0.59 

(2) 誤差の標準偏差：5.78 

(3) 重回帰式：データ数 47（マスクデータなし） 

Y＝  50.5      (定数項)              (P 値) 

     - 0.11     小学生朝食摂取率     0.0134 

     +0.14     中学生宿題実行率     0.0030 

     +0.08     中学生自己肯定率      0.0770 

     +0.09     中学生文化部参加率      0.0094 

 +0.14     中学生家庭内会話率     0.0423  

+0.06     小学生通塾率         0.0010 

     -0.03     人口 1,000 人あたり離婚率 0.0002 

     +0.39     早起きスコア（分）     0.0273 

     +2.00    スマホ・PC 好きスコア(%) 0.0581 

 



 

図 4.重回帰分析にて得られた結果のモデル図 

 

4.2.考察 

選択された重要な説明変数ごとに考察を行った。 

① 小学生朝食摂取率 

先行研究を参照すると、当件に関しては肯定否定ど

ちらも存在しているとされる 2)。当研究においては

小学生の朝食摂取率が 1%上がると中学 3 年生の偏

差値が 0.11 下がるという分析結果が得られたが、こ

のデータのみで小学生の朝食摂取率が中学 3 年生の

学力に影響すると断定することはできないと考える。 

② 中学生宿題実行率 

中学生の宿題実行率が 1%上昇すると偏差値が 0.14

上がるという結果であった。この結果は有意差が確

認されている上、他の変数として、通塾率などの課

外学習に関する変数が含まれていることから、参考

に値する結果と考える。 

③ 中学生自己肯定率 

中学生の自己肯定率が 1%上がると偏差値が 0.08

上がるという分析結果に関しては有意差が出ていな

いため、影響する可能性がある程度の解釈と捉える。 

④ 中学生文化部参加率 

中学生の文化部参加率が 1%上がると偏差値が 0.09

上がるという結果に関しては有意差が認められてい

るため、参考に値する結果と考える。 

⑤ 中学生家庭内会話率 

中学生の家庭内会話率が 1%上がると偏差値が 0.14

上がるという結果に関しては、有意差が認められて

いる上、多感な時期であることは否めず、重要な因

子であると考える。 

⑥ 小学生通塾率 

小学生の通塾率が 1%上がると偏差値が 0.06 上が

るという結果に関し、当研究では有意差が認められ

たが、下村らの検討では影響していないという結果

が得られているため、追加の検討が必要と考える 

⑦  人口 1,000 人あたりの離婚率 

人口 1,000 人あたりの離婚率が 1%上がると偏差値

が 0.03 下がるという結果が得られた。この結果は下

村らの検討 2)でも同様の傾向が得られており、参考

に値する結果であると考える。 

⑧ 早起きスコア（分） 

1 分早起きすると偏差値が 0.39 上がるという結果が

得られた。この結果は有意差が認められており、参

考に値する結果であると考える。 

⑨ スマホ・PC 好きスコア（％） 

スマホ・PC 好きスコアが 1%上昇すると偏差値が

2.00 上がるという結果が得られたが、有意差がなく、

どのような用途に使用されたのか？など不明点の多

い変数であるため、あくまで参考としての位置付け

であると考える。 

 

5.おわりに 

5.1 結論 

本研究の結果から得られた理想の中学生像は「家庭

円満で規則正しい生活を送り、与えられた宿題を素

直こなす」という像に集約することができる。その

ような心身共に健全な教育環境を整える事こそが、

学力向上への近道となり得る結果であった。この結

論は①生活リズムの安定、②勉強法の確立、③家庭

環境の安定の改善が重要であると結論付けた下村ら

の研究と合致する 2)。 

一方、本研究の特性上、都道府県別の傾向を分析す

るという範囲を超える事ができず、追加の研究が待

たれるところである。特に地域ごとの問題抽出、解

決策の提案をすると仮定すると、橋下元大阪府知事

が市町村ごとの結果を公開したように地域を細分化

する必要がある。 
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