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大学入試構造と不本意入学者のアイデンティティ
－ＡＯ入試は不本意入学者を減少させる施策となりえるのか－
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本稿では、初年次教育をはじめとする大学教育の学習成果向上の阻害要因として
「不本意入学」の問題があることに着目し、「不本意入学者」増加の背景には、「統
一試験」導入による大学序列の可視化という入試構造と「不本意入学者」のアイデ
ンティティの確立度の低下があるという仮説を立て、先行研究からの考察、ならび
にアンケート調査による検証を試みた。
その結果、現在の「統一試験」が不本意入学者を発生させる入試構造になってい
ること、
「不本意入学者」は「本意入学者」に比べアイデンティティの確立度が低
い傾向にあることが明らかになった。また、これらの問題点を解決する施策として、
ＡＯ入試をアイデンティティを高める教育的機能として再構築することや、高等学
校での進路指導による意識改革が、入試をはじめとする高大接続領域での教育的効
果を高め「不本意入学者」の減少に寄与する可能性を指摘した。
キーワード：不本意入学、統一試験、アイデンティティ、ＡＯ入試

１．研究の背景と目的
本研究は、大学への不本意入学者の特性を明らかにすることで、不本意入学者を減少させ
る施策の可能性について論じることを目的とする。
「不本意入学（involuntary attendance）
」という言葉は、教育社会学者のマーチン・トロ
ウ（Martin Trow）
（1976）が、大学の大衆化に伴って大学入学に対する自明性と強制性が
付与され、目的意識が剥奪されることによって生じると指摘したことに始まる。（１）
川嶋（2006）は、
「大学・短大への進学率が 50％を超えた今日、大学進学者の中には自ら
積極的に進学を選択したのではなく、事実上『強制』されて進学した『不本意就学者』がか
なり存在する」（２） と、大学のユニバーサル化の流れの中で「不本意入学者」が増えてい
ると述べている。また、森（2013）の「志望の大学に入学できず、学習意欲を失ってしまっ
たいわゆる不本意入学者への対応は深刻である」や（３）、豊嶋（1989）が「旧帝大で３割、
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地方国立大では少なくとも２～３割の学生が明確な不本意感を持って１年次を過ごす」とい
う指摘（４）など「不本意入学」は各大学に一定数存在し、大学での学びに対する意欲・関心・
態度を減退させ、初年次教育をはじめとする大学教育の阻害要因になることが指摘されてい
る。
一方、
中退予防研究所（2010）の調査（５）によると「不本意入学」は、
「学習意欲の喪失」、
「人
間関係」
、
「関心の移行」と並んで大学中退理由の上位に位置している。また、この調査では
中退理由ごとの、学校を決めた理由に対する比率について調べており、不本意入学者は他の
項目に比べて「やりたいこと」の比率が低い一方で「周囲の影響（友人、家庭）」、
「ブランド」
の比率が高くなっている。報告書ではこの結果について、「かなり消極的な学校選択が見ら
れるようである。主体性を欠いたまま入学したために、在学への動機づけが維持できなかっ
たと考えられる」と分析している。このことから、世間一般の大学ブランドイメージや周囲
の影響といった判断基準に流され、目標や志といった自分自身の価値基準、すなわち主体性
を発揮することなく入学したため、大学生活全般に対する満足度を得られないという不本意
入学者像が浮かび上がってくる。
では、初年次教育をはじめとする大学教育の阻害要因となっている「不本意入学者」を
減らすにはどのような施策が考えられるのだろうか。本稿では、「不本意入学者」を生み出
す構造として、
「不本意入学者」が大学入学前に経験する大学入試に注目し、「不本意入学」
と感じる大学生は主体性が欠如しているという仮説を立て、アイデンティティ（６） の確立
度の観点から「不本意入学者」の特性にアプローチする。また、「不本意入学者」を減少さ
せる施策として、現在の大学入試構造とは異なる「人物評価・多面的評価」を重視する AO
入試の可能性、および入試と接続する高等学校、大学での教育改善と高大連携の必要性につ
いて言及する。

２．不本意入学者を発生させる入試構造
なぜ「不本意入学者」は存在するのか。この問いに対する一つのヒントとなるのが、中村
（2012）が指摘する日本の大学入試の歴史的変遷としての「統一試験政策」と「多様化政策」
という２軸から俯瞰する視点（７） であると考える。ここでいう統一試験とは、戦後の「進
学適性検査」
、
「能研テスト」
、その後、1971 年の中央教育審議会答申の「今後における学校
教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」（四六答申）を経て具現化した 1979
年からの「共通一次試験」
、その共通一次試験を私立大学にも開放し 1990 年にスタートし
た現在の「大学入試センター試験」を指す。一方、多様化とは、文部科学省が 1967 年の大
学入試選抜要項で拡大を容認した推薦入試や、1990 年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
（SFC）が日本での皮切りとなった AO 入試等の一般入試以外での入試方式を指す。
このうち、統一試験である「大学入試センター試験」の場合、国公立大学では国からの要
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請によりほぼ全ての大学で、私立大学では主に国公立大学併願者や大学が立地する以外の地
域からの受験生を増やす学生募集の有力な手段として 85％以上の大学で採用され（Table1-1、
1-2）
、毎年 50 万人以上が受験する全国最大の「統一試験」として、大学入試の中心的存在
となっている。
Table1-1

センター試験利用大学数の推移

Table1-2

文部科学省管轄の大学数

独立行政法人大学入試センター（2011）平成 24 年度大学入学者選抜から大学入試センター試験を新たに利
用する大学等について（概要）（2013 年９月３日アクセス）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/10/__icsFiles/afieldfile/2012/10/19/1326903_1_4.pdf
文部科学省（2012） 平成 21-24 年度国公私立大学入学者選抜実施状況 プレス発表資料

Table2

センター試験配点比と個別試験配点比の関係（募集単位数とその割合）

＊各国公立大学 HP の 2014 年度入試情報にアクセスし集計した
＊配点パターンを複数設定している募集単位と公立大学の中期日程、および分離・分割方式による入学者選
抜には参加していない募集単位は対象外とした

また、参加大学数の規模とともに「大学入試センター試験」は受験大学の合否を大きく左
右する試験として受験生に多大な影響を与えている。なぜなら、国公立大学では一般入試の
場合、大きく分けて前期試験と後期試験という２回の受験機会があり、「大学入試センター
試験」の点数と大学個別試験の前期日程、もしくは後期日程の点数の合計点で合否が決定す
ることになっているが、その配点比率を見た場合、各大学の「個別試験」よりも「大学入試
センター試験」の配点が大きい募集単位の割合が、一般前期試験では 75.2％、一般後期試験
では 82.8％と圧倒的に多くなっているからである（Table2）。従って、実際は「大学入試セ
ンター試験」の結果でほぼ合否が決まっているのが現在の入試構造であり、それゆえ「統一
試験」である「大学入試センター試験」が受験生に最もインパクトを与える試験となってい
る。しかも受験生にとって「大学入試センター試験」の受験機会は一度しかない。一度しか
ない受験機会で合否が決まることが、誰もが大学を単一尺度で評価できてしまう大学序列化
の形成を加速させているのである。
さらに、
入試難易度の面からも、
「統一試験」
の影響度の大きさが確認できる。中村（2011）が、
「国公立の最難関大学では学力試験による選抜がすべてである。しかし、私立大学のもっと
も入学難易度が低いグループの大学では、やはり学力試験以外の選抜方法が 74.8％を占めて
（８）
いる。推薦入学に限定した場合でも 52.7％である」
と指摘しているように（Figure1）、
「大
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学入試センター試験」
は受験者が多く集まる入試難易度の高い人気大学での利用割合が高い。
つまり、現在の大学入試構造は入試難易度の高い大学のエリート選抜を主眼においた「統一
試験政策」の中に、拡大した非エリート的な「多様化政策」を盛り込んでいるのが実態であ
り、
「統一試験政策」と「多様化政策」の２軸は対等な関係とはなっていないのである。

Figure1

国公立・私立別

入学難易度別の大学入学者選抜方法の構成比（中村編 2011 p.135）

一方で、
「統一試験政策」と「多様化政策」に言及することは、国公私立大学を問わず一
般入試・推薦入試・AO 入試といった大学入試の主要な選抜タイプの 99％以上を網羅する
ことになるため（Figure2）
、この２軸から見ることは、大学入試を俯瞰する場合有効である
といえる。

Figure2

入試タイプごとの入学者数の割合

文部科学省 平成 24 年度国公私立大学入学者選抜実施状況（2013 年８月６日アクセス） http://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/24/10/1326903.htm

Figure2 の入試タイプ別の入学者数の割合について、経年変化で示したのが Figure3 ‐ 1、
3‐2、
3‐3 である。これら３つのグラフから読み取れることとして三点挙げたい。一点目は、
― 38 ―

佛教大学大学院紀要

教育学研究科篇

第42号 （2014年３月）

Figure3 ‐ 1 の私立大学での一般入試による入学者の割合が、2007 年度入試以降、６年連続
で 50％を切っていることである。従って、私立大学については、一般入試という概念自体
が変化しつつあるといえる。二点目は、その私立大学の一般入試による入学者を減少させた
分の受け皿は、推薦入試による入学者ではなく、AO 入試による入学者に移行しているとい
うことである。Figure3 ‐ 2 の推薦入試による私立大学の入学者の割合を見ると、2003 年
度から 2012 年度までの 10 年間で約 40％とほとんど変化していない。一方、Figure3 ‐ 3 を
見ると、私立大学の AO 入試による入学者の割合は年々増加し、2009 年度以降４年続けて
10％を突破している。つまり、私立大学については、従来の一般入試による入学者の一部が
AO 入試による入学者に移行しているということになる。この入学者割合の推移を見る限り、
「統一試験」の実施規模に「多様化政策」が追いついたと受けとることも一見可能なように
見える。
しかし、三点目の指摘として Figure3 ‐ 1 の国立大学の一般入試による入学者の割合が
2012 年度入試においても 84.1％、公立大学でも 73.3％と依然として高いことを挙げたい。
この理由として、国公立大学では、AO 入試等の多様な入試の実施規模を拡大しなくても統
一試験のみで入学者が確保できる状況にあること、また、多様な入試の実施規模の拡大は入
試に対応する人員、時間、回数等の負担が大きく、そこまでの負担を強いて現状よりも実施
規模を拡大するメリットが見えにくいことなどが挙げられる。
このように国公立大学と私立大学では入試タイプによる入学者の割合が大きく異なってお
り、大学全体を俯瞰した場合、
「統一試験」の実施規模に「多様化政策」が追いついたとは
いえないのが大学入試の現状といえるだろう。
このことは、国立大学協会（2006）が国立大学の入学定員の 50％までを推薦入試・AO
入試などで確保してもよいと決めたことからもわかる。（９） 大学入試はあくまでも「統一
試験政策」があっての「多様化政策」の拡大という構図なのである。

Figure3 ‐ 1

一般入試による入学者の割合推移
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Figure3 ‐ 2

推薦入試による入学者の割合推移

Figure3 ‐ 3

AO 入試による入学者の割合推移

文部科学省 国公私立大学入学者選抜実施状況（1999 ‐ 2012 年度）（2013 年８月６日アクセス）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/

このように、
「統一試験政策」中心の大学入試構造が「現在の大学入試センター試験」に
対する受験生やステークホルダーへの影響度を高め、誰の目にもわかる明確な序列化を生み
出したと考えられる。全国の大学序列化が「統一試験」によって一元化されたのである。し
かも「統一試験」は大学序列化だけでなく大学評価基準も一元化し、このことが「不本意入
学者」という負の産物を生み出しやすくしてしまったと考えられる。大学には入学できる定
員がそれぞれ存在するが、難易度の高い大学には定員を上回る受験者が集中し、試験によっ
て多くの不合格者を出す。大学序列化、および大学評価基準の一元化はこの入試構造のみを
可視化してしまい、入学を希望する大学の試験で不合格になった受験生は、他の大学の別の
評価基準を考えることなく不本意感だけが残りやすくなり、その結果として「不本意入学者」
が増加したのである。
この状況に対して、
「不本意入学者」を減少させる施策を二点挙げたい。一つは、受験生
が集中する難易度の高い大学の総定員数を増やして希望者は全員入学できるようにし、卒業
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は従来の定員レベルのハードルを設け困難にすることである。しかし、この施策は大学の物
理的な受け入れ体制の問題をはじめ、日本の大学システムの根幹に関わる変更となるため、
長期的な施策として位置づけられると考えられる。もう一点は、大学序列化、および大学評
価基準の一元化から脱却できる入試方法の確立と、その入試と連動させた高等学校での進路
指導による意識改革である。本稿では、一元的ではなく多面的評価を重視する AO 入試の
可能性について、高校での進路指導の意識改革の必要性と合わせて、主に第４章で言及した
い。
一方で、
「統一試験政策」の導入による大学序列化システムの可視化が「不本意入学者」
を生み出す装置であったとしても、
「不本意入学者」の存在を大学入試の「統一試験政策」
だけが原因として特定することは避けるべきである。なぜなら森（2013）が、不本意入学に
は、学びたい内容、大学ブランド、大学の所在地などの要因が複雑に組み合わさっているこ
とから、不本意のレベルは色々である（３） ことを指摘しているように、「不本意入学」はそ
の要因を単純化できない、または可視化しにくい学生の心理表象であり、入試構造や高等学
校での進路指導を通して、
「不本意入学者」がどのような価値基準を持っているかを確認す
る必要があると考えるからである。

３．不本意入学と高校生・大学生のアイデンティティとの関係
第二章では、中退予防研究所（2010）の調査結果から「不本意入学者」の多くは主体的な
大学選択ができていない傾向にあることを確認した。（５） この主体性を計測する質問項目
として、水野（1998）は自我同一性、すなわちアイデンティティの確立度を計測する 30 の
質問項目（10）（Table3）を開発している。
北畠（2006）によれば、アイデンティティとは、もともとは「存在するもの」の不変性と
変化とを説明する哲学用語であったが、Ｅ．Ｈ．エリクソンはこれを精神分析の用語に転用
し、ego Identity（自我同一性）として提唱したと指摘している。（11）

エリクソン（1959）

は、この概念は主観的意識体験を重視したものであり、「自我同一性の感覚」と表している。
また、いくつかの選択肢の中から一つを選び、主体的に自らの生き方を決定することを、
「ア
イデンティティの形成」と呼んでいる。（12） エリクソンは、アイデンティティ確立を「青
年期の発達課題」とし、（13） この青年期における自我と社会との相互関係によってもたら
される心理・社会的危機のプラスの方向の産物として自我同一性を概念化した。（14）
自我同一性には、
「主体的選択」
、
「主観的意識体験」といったその人の「在り方・生き方」
そのものが反映されていると考えられる。それゆえ、本稿ではエリクソンが人生を 8 段階に
分けた自我の漸成的発達理論の 5 番目の段階である青年期（12） に発生する不本意入学とア
イデンティティの確立の間には関連性があると考え、不本意入学者はアイデンティティの確
立度が低いという仮説を立て調査分析を試みた。
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このエリクソンが提唱した「青年期の発達課題」である自我同一性が形成されているかど
うかの状態を表す概念として、マーシャ（1966）は「自我同一性地位（ identity status ）」
を提唱している。（15） マーシャは、自我同一性地位を、「自分にとって意味のある幾つかの
可能性の中からひとつを選ぼうと悩み、意思決定を行っているかどうか（危機）」、「選んだ
ものに対して積極的に関わろうとする姿勢が見られるかどうか（積極的関与、傾倒）」の 2
つの基準から判定し、4 つのタイプに分けている。（16）
一方、前述した通り、青年期のアイデンティティを計測する質問紙を水野（1998）は開発
している。本稿では、青年期のアイデンティティ確立度の特徴について、水野が開発したア
イデンティティの確立度を計測する 30 の質問項目の調査結果から考察していきたい。
この水野（1998）が開発した自我同一性、すなわちアイデンティティの確立度を計測する
30 の質問項目（10）（Table3）について、ベネッセ教育開発センター（2007）はアンケートの
回答結果から得点化（社会性の確立度を計測する 15 項目⇒とてもあてはまる：５点、まあ
あてはまる：４点、どちらともいえない：３点、あまりあてはまらない：２点、まったくあ
てはまらない：１点）
、
（自我の確立度を計測する 15 項目⇒とてもあてはまる：１点、まあ
あてはまる：２点、どちらともいえない：３点、あまりあてはまらない：４点、まったくあ
てはまらない：５点《否定項目のため得点を反転させている》）して、「自我」と「社会性」
の確立度について、それぞれを 2007 年度調査（n ＝ 10779）における平均点以上（自我：
46 点以上、社会性：54 点以上）
、平均点未満に区分し、高校生・大学生のアイデンティティ
の確立度を、
「達成型」
「途上型」
、
「社会型」
、
「自我型」の４つに類型化している（17）
、
（Figure4）。

Table3：アイデンティティの確立度を計測する質問項目
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アイデンティティ確立度の４類型

出典）ベネッセ教育研究開発センター（2007）「学生満足度と大学教育の問題点」 2007 年度版

p.6

「達成型」は、自我の確立度、社会性の確立度とも平均以上の学生である。４類型の中で
最もアイデンティティの確立度が高く望ましいタイプである。「私は誰、どこ行くの」が見
えており、
「なりたい」
「なれる」
「なるべき」自分（価値基準）が定まり、目標を持った「学び」
（意図的学習）が成立しやすい行動特性を持っている。「途上型」は、自我の確立度、社会性
の確立度とも平均以下の学生である。４類型の中では最もアイデンティティの確立度が低く
望ましくないタイプといえる。
「私は誰、どこ行くの」（その人らしさ、将来展望）が見えて
いないため、自分の意思（価値基準）が漠然としており、他者依存的で「どうせ自分は」と
自己肯定度が低い傾向にある。
「社会型」は、社会性の確立度は平均以上であるが、自我の
確立度は平均以下の学生である。
「私は誰」
（価値基準）は定まっていないが、他者や社会と
の関わりに対して積極的な関心を持っており、
「あれもこれも」と考えるが、プライオリティ
をつけられないので、行動に移りにくい特性を持っている。「自我型」は、社会性の確立度
は平均以下であるが、自我の確立度は平均以上の学生である。「私は誰」（その人らしさ＝私
的価値基準）は発見しているが他者や社会との関係は未調整で、「これしかない」と決めつ
ける傾向が強く、他者のアドバイスを受け入れにくく自己中心的行動を取りやすい。
ベネッセ教育開発センター（2009）では、アイデンティティ確立度の４類型のそれぞれの
割合が 1997 年から数年ごとにどう推移しているかについて、全国の高校２年生を対象に調
査を行っている。（18） その結果からは、
「達成型」と「途上型」の高校生がそれぞれ 25％前
後存在していること、また、
「社会型」の高校生が増加しているのに対し、「自我型」の高校
生が減少傾向にあることが確認できる（Figure5）。他者の中での自己、すなわち社会の中で
の自己の役割は認識している一方で、
「自分らしさ」や「自分のよさ」が分からず、自分な
りの価値基準を持って主体的な行動ができにくくなっている傾向が強まっていることがわか
る。
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Figure5

高校生のアイデンティティ確立度

正興）

４類型の変化

出典）ベネッセ教育研究開発センター（2009）「進路指導・キャリア支援教育に関する高校教師の意識調査
報告書（09 年度版） p.29

では、大学への「不本意入学者」の場合、アイデンティティの確立度にはどのような特徴
が見られるだろうか。本稿では、このアイデンティティ確立度の４類型の先行研究をベース
に、大学１年生に対してアンケート調査を実施した。アンケート調査の概要は以下の通りで
ある。
【調査目的・仮説】
「不本意入学者」のアイデンティティ確立度が「本意入学者」よりも低いという仮説を検
証すること、および志望度に見られる特徴を明らかにすること
【調査概要】
調査名称：大学生活アンケート
時期：2012 年 12 月
対象：中 部・近畿地方に所在する３大学の４年制大学１年生

ｎ＝ 223 （A 大学：n ＝

73、B 大学：ｎ＝ 103、C 大学：ｎ＝ 47）
方法：質問紙調査法（キャリアデザイン等の講義終了後に質問紙を配布して回答してもら
い，その場で回収した）
【質問項目】
①

アイデンティティの確立度を計測する 30 項目（Table3）

	
「とてもあてはまる」
、
「まああてはまる」
、「どちらともいえない」、「あまりあてはまら
ない」
、
「まったくあてはまらない」の５件法
②

現在在籍する大学進学時の本意度について

「とても本意」
、
「まあ本意」
、
「やや不本意」、「不本意」の４件法
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現在在籍する大学の受験時点での志望度について

「第一志望」
、
「第二志望」
、
「第三志望以下」の３件法
【分析手法】
①

質問紙の回答結果から、学生を大学への本意入学群（ｎ＝ 127）と不本意入学群（ｎ
＝ 63）に分け、さらに両群の学生のアイデンティティの確立度を、
「達成型」、
「社会型」、

「自我型」
、
「途上型」の４類型に場合分けして分析を行った。
４類型の場合分けに際しては、ベネッセ教育研究開発センター（2007）が実施した大
学生対象の調査（n ＝ 10779）（17） において、自我の 15 設問と社会性の 15 設問の回答
結果を得点化し、学生を平均点以上と平均点未満にそれぞれ分け（平均点は自我：46
点、社会性：54 点）
、自我、社会性のスコアがともに平均点以上の学生を「達成型（n
＝ 3675）
」
、ともに平均点未満の学生を「途上型（n ＝ 2737）」、自我のスコアは平均点
以上だが、社会性のスコアは平均点未満の学生を「自我型（n ＝ 1793）」、社会性のス
コアは平均点以上だが、自我のスコアは平均点未満の学生を「社会型（n ＝ 2372）」と
する基準に依拠した。
②

志望度は、第一志望群（ｎ＝ 112）と第二志望以下群（ｎ＝ 108）、本意度は、本意入
学群（ｎ＝ 152）と不本意入学群（ｎ＝ 68）にそれぞれ学生を分類してクロス集計を行
ない、本意度と志望度の関係について統計的分析を行った。

【調査結果と考察】
① 「不本意入学者」のアイデンティティの特徴
本意入学群と不本意入学群のアイデンティティの確立度について、
「達成型」、
「社会型」、
「自我型」
、
「途上型」の４類型別の割合で示したのが Figure6 である。

Figure6：本意入学者群、不本意入学者群のアイデンティティ確立度
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全体スコアで見た場合、自我の確立度、社会性の確立度とも平均以上の「達成型」が
27.9％、
自我の確立度、
社会性の確立度とも平均以下の「途上型」が 23.7％となっており、
両類型間の割合に大きな差は見られない。しかし、本意入学群と不本意入学群に分けた
場合、本意入学群では「達成型」が 33.9％、
「途上型」が 18.1％、不本意入学群では、
「達
成型」が 18.1％、
「途上型」が 34.9％と「途上型」と「達成型」の割合がほぼ逆転しており、
不本意入学群のアイデンティティの確立度は、本意入学群に比べ低いことが確認できる。
また高校生と大学生という対象の違いや標本数の特性から単純比較はできないが、
Figure5 の高校生のアイデンティティの確立度と比較した場合においても、不本意入学
群は、自我の確立度、社会性の確立度とも低い「途上型」の学生の割合が高く、「不本
意入学者」のアイデンティティの確立度が低い傾向にある。「不本意入学者」のアイデ
ンティティを高める施策が必要だと考えられる。
② 「不本意入学者」の志望度に見られる特徴
本調査では、大学受験時点での志望度と大学進学時点での本意度にどのような関係性
が見られるのかを確認するために、まず、第一志望群・第二志望以下群と本意入学群・
不本意入学群の人数についてクロス集計を行ない（Table4）、次に、両群のそれぞれの
間に関連性があるのかどうかを統計的に確認するためにカイ二乗検定を行った。その結
果、１％水準で有意差が見られ、志望度と本意度の間には、第一志望であれば本意入学
となり、反対に第二志望以下であれば不本意入学となりやすい関連性が存在しているこ
とが確認できた（Table5）
。
Table4：志望度と本意度のクロス集計表（n ＝ 220）

（

）内は、本意入学群、不本意入学群の合計をそれぞれ 100％とした場合の各志望群の割合

Table5：志望度と本意度の関連の検定結果（カイ２乗検定）

また、本意入学群、不本意入学群、それぞれの学生について志望度との関連を見ると、本
**：1% 有意 *：5% 有意

意入学群の中の第一志望者 96 人（63.2％）の学生については、意欲・関心等については初
年次教育を受け、学習成果を上げるために必要なレディネスがある程度確保されていると
いってもいいだろう。
問題は不本意入学群の学生に対してどう初年次教育の成果を高めるための意欲・関心を醸
― 46 ―

佛教大学大学院紀要

教育学研究科篇

第42号 （2014年３月）

成していくかである。不本意入学群の学生のうち、52 人（76.5％）は第二志望以下であり大
学への志望度が低いことが、
「不本意入学」と関連性があることが前述したカイ２乗検定の
結果から確認できる。その一方で、本稿で注目したいのは、第一志望でありながら不本意入
学群に属する学生、
換言すれば、
第一志望という自己評価があったにも関わらず「不本意入学」
となってしまった学生が 16 人（23.5％）存在することである。第一志望なのに「不本意入学」
と回答した学生の中に、自己評価よりも他者評価を気にする学生が含まれているのではない
かというのが本稿で指摘したい点である。
村瀬（1983）は、
思春期においては自他のあいだに新しい関係の構築が必要とされる中で、
新たな「他者」の出現が起こり他者のまなざしを意識し始めるようになると述べ（19）、梶田
（1998）は、他者のまなざしは、その社会の持つ役割や集団カテゴリーの体系とそれにまつ
わる一般的価値意識とを反映したものであることを指摘している。（20） つまり、青年期に
おいては自己評価以上に他者評価により重きを置くようになるという特性があり、このこと
が「不本意入学」という心理表象を引き起こしやすい可能性があると考えられる。
自己評価以上に他者評価の影響を受けたために「不本意入学」となってしまうことについ
て、神前・新開・唯乃（2008）が挙げた事例がある。（21） この学生は、第一志望だった D
大学への合格が決まりこれから始まる大学生活に期待を膨らませていた時に、友人からの「D
大学ってさ、いっちゃ悪いけど 1.5 流大学だよね。せめて一浪して E 大学を目指せばよかっ
たのに。やればできるんだからもう一年頑張れよ。おまえの人生このままだと消化試合だな。
ドンマイ。
」というなにげない一言、すなわち極めて低い他者評価によってこれまであった
自己評価が完全に崩され、第一志望で入学しようとしていながら一転して「不本意入学」に
陥ってしまったケースである。つまり、
「不本意入学」は、たとえ自己評価が高くても他者
評価が低ければ起こりうると考えられるのである。
なぜ第一志望という自己評価を覆すほど他者評価の影響度が増したのかといえば、前述し
たように、事実上、一度だけの受験機会で合否が決まるという大学序列化を形成し可視化さ
せたことによって、誰もが大学を単一尺度のみで評価できてしまう価値基準一元化を加速さ
せたからだと考える。
「統一試験」が「共通一次試験」から「大学入試センター試験」に移
行する中で、連続日程方式、分離分割方式が導入され、制度上は受験機会の複数化が実現さ
れたにも関わらず、
受験生にとって受験大学の合否を最も左右する「大学入試センター試験」
については一度しか受験機会がないことは「統一試験」である「共通一次試験」の導入以後、
変わっていない。つまり、
「統一試験政策」
の導入による全国の大学序列化の一元化によって、
受験生は自己評価以上に他者評価をより気に気にせざるをえない環境の中に置かれ、より「不
本意入学者」となりやすい入試構造に組み込まれてしまったといえる。一方で、Figure5 に
おいて、その人らしさ、自分らしさを持つ「自我型」の高校生が減少していることから示唆
される通り、高校生の自己評価自体が低下傾向にある点も指摘できると考える。
このように見ていくと、
「不本意入学者」を生み出す要因には、「統一試験政策」がもたら
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した明確な大学序列化システムによる評価基準の一元化や、アイデンティティの確立度の低
下、
さらに思春期・青年期に顕在化する「他者のまなざし意識」などが相互に影響するといっ
た構造があると考えられる。また、不本意感が発生する時期も、第一志望が不合格だった直
後だけでなく、
他者評価の影響を受けるタイミングによっても異なることがうかがえる。従っ
て、
「不本意入学者」を減少させるためには、
多面的評価を重視する AO 入試の再構築に加え、
入試と接続する入試前後の教育、すなわち高等学校、および大学の教育改善も必要であると
考える。

４． まとめと今後に向けて
（１）AO 入試の可能性と高大連携の取り組みの必要性
では、
高校生が他者評価、
つまり他者のまなざし意識を過度に気にしないアイデンティティ
を確立するにはどのような施策が考えられるのだろうか。本章では、大学入試構造の「多様
化政策」の中の一つであり、一元的な評価ではなく多面的評価を重視する現在の AO 入試
の今後の可能性、および入試と接続する高等学校と大学の双方の教育改善の必要性に言及し
たい。
AO 入試の可能性について、なぜ AO 入試なのかといえば、倉元（2013）が、「AO 入試
とは大学による自由設計入試」
・
「大学の自由度を究極まで極めた入試」（22） と指摘する通り、
学生を受け入れる大学側の裁量が非常に大きい選抜方式だからである。文部科学省（2008）は、
平成 21 年度大学入学者選抜実施要項において AO 入試を「詳細な書類審査と時間を掛けた
丁寧な面接等を組み合わせることによって、受験生の能力・適性や学習に対する意欲、目的
意識等を総合的に判定する入試方法」と定義している（23）が、「総合的に」という表現に象
徴されるように実施する大学側にとっては自由度の高い入試設計にすることが可能であるこ
とがわかる。要するに、
「統一試験」をはじめとする従来型の試験では見ることが難しい受
験生の多面的な能力を計測するというアドミッションポリシーがあれば、具体的な入試方法
は実施する各大学に相当の部分が委ねられるのが AO 入試なのである。
裁量が大きいことは大学側のアドミッションポリシーやカリキュラムポリシーを盛り込み
やすいなど大学の主体性を発揮しやすいことを意味する。大学は新しい知を創造する、すな
わち研究する機関であるところに最大の特徴を持つ。従って、大学は入学者に対して入試方
式の有無を問わず主体的な学びの姿勢を求めることが必須条件となる。だからこそ、大学は
入学を志願する高校生に主体性を求める手段として、自大学での主体的な学びにつながる入
試方式を再設計すべきではないだろうか。その再設計のための基礎的な枠組みとなるのが現
在の AO 入試であると考える。
現在の AO 入試は、荒井（2005）が、入試の「多様化」は入試改革としてよりも、大学
の広報戦略の一環として受容され、試験科目の削減や推薦入学等の推進は、学生募集の有力
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な手段としてみなされている（24） と指摘しているように、選抜機能が働く一部の大学を除
いて、AO を「A →あ」と「O →お」と日本語読みして青（あ・お）田買い入試と揶揄され
るほど学生募集の手段に特化したイメージが強まっている。とはいえ、一般学力試験、推薦
入試などと比べれば入試設計の自由度は高く、現在の AO 入試においても各大学は AO と
いう統一の冠を用いているだけで、その入試内容は千差万別である。大学は、初年次教育で
学習成果を出すため、他者評価に影響されにくい主体性な学びの姿勢、すなわち「不本意入
学」とはなりにくいアイデンティティが確立した学生を、AO 入試の再設計によって受け入
れることができる可能性があると考える。
具体的には、前述した文部科学省の定義付けにもあるように、現在の AO 入試は大きく
分けて出願時に提出する「自己推薦書」や「志望理由書」などの書類審査と、試験当日の提
出した書類をもとに実施される
「面接」
の２要素で合否判定が行われるケースが多い。従って、
例えば大学がそれらの出願書類の中に、他者のまなざしには容易に影響されない自己のあり
方について考えさせるような記述欄を設けたり、大学入学後の主体的な学び方について、面
接やグループ討論を通じて育成する要素を取り入れたりするなど、AO 入試をアイデンティ
ティを高める手段として新たに構築することが、「不本意入学者」の減少につながり、初年
次教育、および大学での学習成果を高めると考えるのである。
しかし、雨森・松田・森（2012）が、
「不本意入学意識を持たない学生ばかりが入学する
ように学生募集を行うことは不可能である。可能なのは、不本意な気持ちを持った学生が、
不適応を起こさずに、より良い学びを修められるようにする方略を検討することである。」
と指摘しているように（25）、AO 入試の再設計だけで「不本意入学者」が一気に減少するこ
とは考えにくい。AO 入試と接続する高等学校、大学双方の教育改善も AO 入試の再設計と
連動して進めていく必要があると考える。例えば、高等学校においては、将来に対する生徒
の主体的な目標設定を意図した授業の実現や偏差値の序列に惑わされない進路指導の充実等
の推進が求められるだろう。一方で、大学初年次教育においては、「不本意入学者」の意識
改革を目的とした新たなカリキュラム開発と実践・検証等が必要となるだろう。AO 入試の
再設計と連動させ、高等学校では「不本意入学者」を生み出しにくくする取り組み、大学で
は「不本意入学者」を「本意入学者」に変える取り組み、また、双方の取り組みの共有と交
流を通じた高校と大学の信頼関係の構築が、
「不本意入学者」を減少させる施策として求め
られているのである。
（２）今後に向けて
以上、本稿では、初年次教育の成果向上の阻害要因として「不本意入学」の問題があるこ
とに着目し、
「不本意入学者」増加の背景には、「統一試験」導入による大学序列の可視化と
いう入試構造と「不本意入学者」のアイデンティティの確立度の低下があるという仮説を立
て、先行研究からの考察、ならびに質問紙調査法によるアンケート調査分析によって検証す
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ることを試みた。その結果、明らかになったのは次の２点である。
一点目は、現在の「統一試験」が「不本意入学者」を発生させる入試構造になっているこ
とである。
「統一試験」の導入によって受験機会は実質的に一回となり、誰の目にもわかる
大学序列化システムが形成され、そのことが受験生やステークホルダーの評価尺度や価値基
準の一元化をもたらし、
「不本意入学者」を生み出しやすくしたのである。
もう一点は、
「不本意入学者」は「本意入学者」に比べアイデンティティの確立度が低い
傾向にあることである。
アイデンティティの４類型という観点から見た場合、
「不本意入学者」
は「本意入学者」と比べ、アイデンティティの確立度が高い「達成型」の割合が少なく、反
対にアイデンティティの確立度が低い「途上型」の学生の割合が高いことがわかった。
また、これらの仮説検証結果から、問題点を解決する施策として現在の AO 入試を、大
学入学者のアイデンティティを高めるための教育的機能として再設計し有効活用すること、
および、AO 入試と連動させた高等学校、大学双方の教育改善と高大連携活動を通じた信頼
関係の構築が「不本意入学者」の減少に寄与できる可能性を指摘した。
しかし、
「不本意入学者」が「本意入学者」と比べアイデンティティの確立度が低いこと
について、アイデンティティが低いから「不本意入学」になりやすいのか、または「不本意
入学」だからアイデンティティの確立度が低下したのかという同一標本の推移による因果関
係の分析までは踏みこめていない。また、再定義した AO 入試の可能性については、提言
段階に留まっており、実証研究のための具体的な仮説設定までには至っていない。これらの
点については今後の研究課題としたい。
＊アンケート調査で得たデータにつきましては、Ａ大学、Ｂ大学、Ｃ大学それぞれの倫理委
員会での審議・承諾を得た上で利用しています。
〔参考文献・引用文献〕
（１）	マーチン・トロウ（1976）
（著）／天野郁夫・喜多村和之（翻訳）
『高学歴社会の大学－エリートからマスへ』
p p.28-37

p p.194-195

（２）	濱名篤・川嶋太津夫 『初年次教育－歴史・理論・実践と世界の動向－』 丸善株式会社
（３）森朋子（2013）「初年次セミナー導入時の授業デザイン」 初年次教育学会編
世界思想社

2006 年

p.2

初年次教育の現状と未来

pp.165- 166

（４）	豊嶋秋彦（1989）「大学生の不本意感と適応過程」 東北学院大学教育研究所紀要
（５）	日本中退予防研究所（2010）『中退白書

第8号

2010 －高等教育機関からの中退－』 NEWVERY

pp.57-78
pp. 8-20

（６）	本稿における「アイデンティティ」の概念については、Ｅ . Ｈ . エリクソンが「自我の心理社会的統合能
力であり、それは主観的であると同時に客観的、個人的であると同時に社会的な特性をもつ」という心
理特性として定義し、調査を行った。
E.H. エリクソン（著）仁科弥生（訳）（1980）『幼児期と社会 2』みすず書房
（７）	中村高康（2012）
「大学入学者選抜制度改革と社会の変容」 日本教育学会
号

pp.52-61

― 50 ―

p.220
教育学研究

第 79 巻

第２

佛教大学大学院紀要

教育学研究科篇

第42号 （2014年３月）

（８）	中村高康（2011）「大衆化とメリトクラシー－教育選抜をめぐる試験と推薦のパラドクス」 東京大学出
版会

pp.130- 136

（９）国立大学協会（2006）『平成２２年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－」
について

pp.2-7 （2013 年６月 25 日アクセス）

http://www.janu.jp/pdf/kankou/h191105a.pdf#search='%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A
4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%94%E4%BC%9A+%E6%8E%A8%E8%96%A6+AO+%EF%B
C%95%E5%89%B2'
（10）水野正憲（1998）「自我同一性の型を測定する質問用紙「自我同一性パターン尺度 IPS」の検討」 岡山
大学教育学部研究集録第 107 号

pp.151- 158

（11）北畠知量（2006）『ライフサイクルをたどる－発達の思想と科学－』 高文堂出版社
（12）Erikson，E．H．1959
International

pp.136- 137

Identity and the life cycle．Psychological issues，No．1．New

Universities

Press．

小此木啓吾（訳）（1973）『自我同一性－アイデンティティとライフサイクル』 誠信書房
（13）鎌原雅彦・竹網誠一郎（2005）『やさしい教育心理学

改訂版』 有斐閣アルマ

（14）鑪幹八郎・山本力・宮下一博（1984）『アイデンティティ研究の展望
（15）Marcia，J．E．1966
3

York：

pp.156- 160

pp.227- 231

Ⅰ』 ナカニシヤ出版

p.18

Development and validation of ego identity status．J．Personal．Soc．Psychol．

pp.551-558

（16）本田時雄・阿部亘（1998）「大学生の夢と自我同一性地位との関係」 文教大学

生活科学研究

20

pp.74- 75
（17）ベネッセ教育研究開発センター（2007）「学生満足度と大学教育の問題点 2007 年度版」 ㈱ベネッセコー
ポレーション

p.6

（18）ベネッセ教育研究開発センター（2009）「進路指導・キャリア支援教育に関する高校教師の意識調査報
告書（09 年度版）」 ㈱ベネッセコーポレーション

高校事業部

教育研究開発センター編

p.29

（19）村瀬孝雄（1983）
『思春期の諸相 』 飯田真ほか編 岩波講座精神の科学６ ライフサイクル 岩波書店
pp.141- 180
（20）梶田叡一（1998）『自己意識の心理学』 東京大学出版会

pp.210- 214

（21）神前悠太・新開進一・唯乃博（2008）『学歴ロンダリング』 光文社
（22）倉元直樹（2013）『ＡＯ入試、入学者ランキング
学ランキング

朝日新聞出版

pp.16- 17

自分が面倒を見る学生は自ら選ぶ』 2014 年度版大

pp.64- 65

（23）文部科学省（2008）
『平成 21 年度の大学入学者選抜実施要項』p.1（2013 年９月 17 日アクセス）http://
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/080912.pdf
（24）荒井克弘・橋本昭彦（2005）『高校と大学の接続』 玉川大学出版部

pp.9- 55

（25）雨森聡・松田岳士・森朋子（2012）「教学 IR の一方略―島根大学の事例を用いて」 京都大学高等教育
研究

第 18 号

p.7

（たけうち

まさおき

教育学研究科生涯教育専攻博士後期課程）
（指導教員：原

清治教授）

2013 年 9 月 30 日受理

― 51 ―

