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北海道大学大学院教育学研究院紀要
第138号　　2021年6月

大学は民主主義的な価値観を育むのか

濱　田　国　佑*

第1章　問題設定 1

　近年，大学教育に対して向けられる視線は厳しくなっており，大学が果たしている意義や
役割について問う声は強まっている。文部科学省が2012年に発表した「大学改革実行プラン」
では，「国民や社会の期待に応える大学改革を主体的に実行することが求められ」ており，大
学の改革が喫緊の課題であると指摘されている。
　また，翌2013年に発表された中央教育審議会の答申でも「地域社会や産業界は，今後の変
化に対応するための基礎力と将来に活路を見いだす原動力として，有為な人材の育成や未来
を担う学術研究の発展を切望している」と指摘した上で，「学士課程教育の質的転換が『待っ
たなし』の課題である」との認識が示されている。
　このように大学教育改革の必要性が指摘される中，大学における人文・社会科学分野の削
減など，組織の再編についても言及されるようになっている。文部科学省は，2015年6月に
「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」と題する通知を発表し，「特に教員
養成系学部・大学院，人文社会科学系学部・大学院については，18歳人口の減少や人材需要，
教育研究水準の確保，国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し，組織の
廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めること」を各国立大学に
求めている。この通知が，マスコミなどによって相次いで報道され，国立大学法人における
教員養成系，人文社会科学系学部の縮小および廃止の可能性が取り沙汰されることになった
（吉見 2016）。

*駒澤大学文学部准教授

【要旨】　本稿では，大衆化が進んだ大学において民主主義的な価値観がどの程
度育まれるのかについて検討を行った。具体的には「リベラル」の対をなす価
値観として，「権威主義的態度」および「格差容認意識」の2つの価値意識を設定
し，大学教育がこれらの意識に与える効果が1995年から2015年にかけてどのよ
うに変化したかを検討した。その結果，特に「権威主義的態度」において，時点
間の差異が顕著であり，大学で学ぶことによって権威主義的態度を弱める効果，
つまりリベラルな価値観を育む効果は失われつつあることが示唆された。また，
1995年時点では，権威主義的態度に対する出身階層の負の影響が，大学教育を
受けることで縮小していた。つまり大学教育を受けることで出身階層の高低に
かかわらず，非権威主義的な態度が育まれていたのに対し，2015年時点におい
てこうした傾向は失われていた。
【キーワード】権威主義的態度，格差容認意識，大学教育，時点間比較
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　また，このような大学教育改革をめぐる議論の中で，一部の論者は，人文社会系の学問を
名指しして，その意義を問う批判を展開した。たとえば，文科科学省が開催した「実践的な
職業訓練を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」の委員を務めた冨山和彦
は，一部のトップ大学を除いた大半の大学は職業訓練大学に転換すべきであり，それらの大
学において人文学は不要ではないかとの提言を行っている（冨山 2015）。
　これに対して，主に当事者である人文社会系の研究者から反論する声も上がっている。た
とえば，吉見（2016）は，ドイツにおける大学が，国民国家の成立とともに整備され，近代的
国民的理性の獲得が企図されていたことを指摘した上で，大学における「教養」教育は，個人
の人格の陶冶と結びついていたと述べる。また，アメリカの大学における「一般教育」も，「現
代的な民主主義社会に対応し，そこにおいて大衆を，受動的な消費者ではなく能動的な市民
としてどう育成するかという課題を背負い，アメリカのカレッジ教育の基礎をなし」たと指
摘する（吉見 2016）。
　このように，一部の論者による人文社会系学問の不要論に対しては，大学教育が短期的に
役に立つかどうかということよりも，「リベラル」な考え方や民主主義的な価値観を身につけ
ること，さらには近代市民社会の担い手を育成することこそが，大学，とりわけ人文社会系
学部の社会的意義であるとの立場から反論が加えられてきたといえる。
　ただし，吉見（2016）は，この「一般教育」という考え方は，戦後，日本の大学にも導入さ
れたものの，1960年代以降，なし崩し的に弱体化させられ，1990年代の「大学設置基準の大綱
化」によって，そもそもの大学の意義である「一般教養教育が著しく衰退」（吉見 2016）した
とも指摘している。
　戦前の日本社会において，大学教育はごく限られた一部の人だけに開かれたものであった
が，戦後，1970年代半ば頃まで大学の入学定員が拡大し，大学進学率が上昇したことにより，
より多くの人が大学進学の機会を得ることになった。こうした中，大学で教育を受けること
は，リベラルな考え方に触れる機会を提供し，民主主義的な価値観，近代合理主義的な価値
観を育む大きな契機になっていたと考えられる。実際，このような大学教育の広がりととも
に，1960年代から70年代前半にかけて，大学において「民主化」を求める学生運動が大きな盛
り上がりを見せることになった。
　吉見（2016）が指摘するように，1960年代頃までは大学も「一般教育」を重視しており，民
主主義を担う市民の育成という理念が少なからず共有され，民主主義的な価値観を醸成する
場となっていたと考えられる。しかしながら，現在の大学において民主主義的な価値観を身
につける機会はどのくらい残されているのだろうか。
　たとえば1990年代以降，文部省（現在の文部科学省）の方針により大学の入学定員が再拡
大され，大学教育がさらに多くの人々に開かれるようになったことで，大学教育のあり方が
多様化している。このことにより「大学で学ぶ」ことの意味が変化し，大学が政治的な価値観，
具体的には民主主義的な価値観の醸成に対してそれほど影響を与えなくなっているというこ
とが考えられる。
　また，2000年代以降，若年層において全般的に「右傾化」が進んでいるのではないかとも指
摘されている。たとえば，友枝（2015）は高校生に対する調査結果をもとに，2000年代以降，
高校生の意識が，日本の伝統・文化の重視，あるいは第二次世界大戦の歴史認識などの点で
「右」よりの方向に大きく変化したと指摘している。松谷（2019）も，若者たちが「平等を軽視し，
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権威に従属的な傾向を強めている」と述べている。
　本稿では，大学における学問の役割が問われる中で，現在もなお，大学で学ぶことによっ
て民主主義的な価値観が育まれるのか，という点について，複数の時点における社会調査デー
タをもとに明らかにしていくことにしたい。

第2章　先行研究と仮説

　学歴を主要な説明変数として，政治的価値観に与える影響を分析し，政治的価値観の形成
メカニズムを明らかにしようとする研究はこれまで数多く行われてきたが，本稿では，大学
において高等教育を受けることが「リベラル」な価値観の形成にどのような役割を果たして
きたのか，また「リベラル」な価値観を形成するメカニズムはどのように変化したかという
ことに焦点を当てて分析を行う。
　「リベラル」もしくは「リベラリズム」という言葉は，一般的には「自由主義」と訳される場
合も多い。しかし，井上（2015）は，「リベラリズム」の起源が「啓蒙」と「寛容」にあると指
摘する。その上で「啓蒙」は「因習や迷信を理性によって打破し，その抑圧から人間を解放す
る思想運動」であり，「宗教が違い，価値観が違っても，共存」しようとする指向性が「寛容」
であると述べている（井上 2015）。
　そして，こうした起源をもつ「リベラリズム」は，ロールズによって「正義」や「公正」といっ
た概念が付与され，再解釈されることになった（Rawls 1971=1979）。ロールズは，「正義」の
原理として，①平等な基本的自由を亨受する権利を持つこと，②社会的・経済的不平等が許
されるのは，もっとも状況が悪い人に最大限の便益が与えられ，各人に公平な機会が与えら
れている場合に限られること，という2つの原理を提唱した（Rawls 1971=1979）。
　このように「リベラリズム」という考え方は，「啓蒙」および「寛容」というベースがあり，
そこに「正義」や「公正」という概念が付け加えられて発展してきたと言える。本稿では，こ
うした「リベラリズム」と対になる価値観として，「権威主義的態度」および「格差容認意識」
を設定し，分析の対象とする。これらの意識と学歴との関連について，これまでどのような
先行研究が行われ，どのような知見が得られているのだろうか。
　権威主義的態度に関しては，たとえば，吉川・轟（1996）が，1985年のSSM調査のデータ
を用いて，権威主義的な態度に対する学校教育の効果について分析している。その結果，「学
校教育の民主化機能（権威主義的態度の剥奪効果）」は，旧制から新制への学校教育制度の移
行とともに，その効果が漸増したと指摘している。
　さらに，轟（2000）は1985年と1995年のSSM 調査の結果をもとに，1985年から1995年にか
けて反権威主義的な態度が強まっていること，そして反権威主義的な態度の形成にあたって
は，やはり学歴が一貫して強い影響を与えていることを明らかにしている。
　このように，1990年代までは，学歴が高いほどリベラルな傾向，具体的には反権威主義的
な意識を持つ傾向があり，それは比較的頑健な効果であるとされてきた。
　しかしながら，2005年のSSM調査では，それ以前の時代と比較して，学歴による説明力が
落ちていると指摘されるようになった。轟は1995年と2005年のSSM調査を比較した結果，全
体的に権威主義的な態度が強まっていると指摘した上で，1995年の段階では学歴（教育年数）
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が，権威主義的態度を弱めるという傾向が存在していたものの，2005年時点では主要な説明
要因とはなっておらず，権威主義的態度がもはや「階層意識」とは見なせないのではないか
と述べている（轟 2011）。
　このように権威主義的態度に関しては，従来，高学歴層の方が民主主義的な価値観を重視
し，反権威主義であることが明らかにされてきたが，学歴の効果が薄れ，学歴間の明確な差
異が見出しにくくなっているのが2000年代以降の状況だと言える。
　権威主義的態度と学歴との関連が弱まった原因の一つとして，先述したように1990年代以
降，文部省（当時）が大学の設置基準を緩和し，大学の量的な拡大が行われるなかで，大学
教育の大衆化が進み，政治的価値観の形成にあまり大きな影響を与えなくなってきたという
ことが考えられる。
　たとえば，渡辺（2017）は，2015年に実施された大規模標本調査のデータ（SSP 2015）を
用いて分析を行い，文系学部卒の男性の場合，18歳時の大学進学率の向上にともなって，権
威主義的な態度が強まる傾向があることを見出している。また，こうした結果をもとに，高
等教育の量的な拡大によって，文系学部に新たに流入した男性が，近年の若年層における権
威主義化の主な担い手になったのではないかとの考察を行なっている。ただし，この分析は，
あくまでも2015年という1時点におけるデータの分析からもたらされたものであり，大学教
育の量的な拡大の前後で，実際に権威主義的な態度にどのような変化が生じているかという
点については，複数の時点の調査データをもとに，改めて検討を行う必要があるだろう。
　一方，「格差容認意識」についても，小泉政権によって新自由主義的な政策が導入され，「格
差社会」化が問題になった2000年代以降，多くの研究が行われるようになってきた1）。
　たとえば三隅・岩渕（2011）は，複数の調査項目から「反福祉国家＝民主」意識，つまり反
福祉国家的ではあるものの，自発的な社会参加などの民主主義的な価値観も重視する，いわ
ゆる「ネオリベ」的な意識を析出し，これが高学歴層において高いことを指摘している。
　また，丸山（2011）は，ネオリベラリズムを構成する価値観として「競争主義」「反平等主義」
「反福祉主義」の3つを挙げ，学歴（教育年数）との関連を検討した結果，「反平等主義」「反福
祉主義」と学歴との間の関連は見られない一方，「競争主義」2）に関しては，学歴による影響
が見られること，具体的には学歴が高いほど「競争主義」を許容する傾向があることを明ら
かにしている。
　さらに，松谷（2019）の研究でも，所得格差を容認する反平等主義的な意識が，高学歴層
において強いことが示されている。
　このように，ネオリベラリズム的な価値観である競争による格差の容認，反平等主義といっ
たイシューに関しては，それほど頑健な効果とは言えないものの，高学歴層の方がこれを許
容する傾向が強いということが先行研究から明らかになっている。
　権威主義的態度や反平等主義は，従来の保守̶革新という政治的対立軸のもとでは，いず
れも非「リベラル」なものとみなされてきた。そして，高学歴ほど「リベラル」な傾向が強い
とされてきた。しかしながら，2000年代以降に行われた先行研究を見ると，学歴という独立
変数の効果は，それほど頑健なものとは見なせなくなっていること，また効果が見られる場
合も，権威主義的態度と格差容認意識，それぞれに対して異なった形で影響を与えていると
言えるだろう。
　以下では，1990年代以降，大学教育の大衆化が進む中で，大学教育の効果が「リベラル」な
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価値観に与える効果はどのように変化したのか，現在においてもなお，大学教育を受けるこ
とで「リベラル」な価値観が育まれる効果が見られるのかという点について，複数の時点に
おける調査データを用いて検討していくことにしたい。

第3章　分析

　以上で述べたように，本稿の主要な問題意識は，日本においてリベラリズム，あるいはリ
ベラルな意識がどのように変化してきたのか，また大学教育がこうした意識の醸成にどのよ
うな役割を果たしていて，それがどのように変化しているのかを明らかにすることである。
　すでに述べたように，1990年代以降の大学教育の量的な拡充と，大学入学者数の増加によっ
て，大学教育のあり方も大きく変化することになった。比較的少人数のエリートのための教
育という性格が薄まり，日本の大学教育は大衆（マス）段階へ移行したと言える。
　そこで，本稿では，1995年および2005年に実施されたSSM調査（社会階層と社会移動全国
調査）データ，および2015年に実施されたSSP調査（階層と社会意識全国調査）データを用
いることによって，リベラリズムやリベラル的な意識がこの20年の間にどのように変化した
のか，またそこに大学教育はどのような影響を与えているのかについて分析を行うことにし
たい。

第1節　時点間の変化とその要因
　以下では，まず権威主義的態度および格差容認意識が，1995年から2015年にかけてどのよ
うに変化してきたのかを出生コーホート別に確認してみることにする。
　図1は「権威ある人々には敬意を払わなければならない」という質問に対する回答の平均値
を算出し，出生コーホート別にその推移を示したものである。回答は5段階で尋ねており，もっ
とも強く同意する回答に「5」，逆にもっとも同意しない回答には「1」という数値を与えている。
　グラフを見ると，1995年から2005年にかけて，全ての世代（コーホート）において権威主
義的な回答が増加しており，その後2005年から2015年にかけてはおおよそ横ばいで推移して
いることがわかる。とりわけ大きな増加を示しているのが1970年代生まれのいわゆる団塊
ジュニアにあたる世代であり，1995年から2005年までの10年間にもっとも権威主義的態度を
強めることになった。また，2005年から新たに調査に加わった1980年代生まれのコーホート，
および2015年に新たに加わった1990年代生まれのコーホート，これらの若い世代において，
とりわけ強い権威主義的態度が見られることも特徴的な点としてあげられる。
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図1　権威主義的態度の平均値の推移（出生コーホート別）

　次に，格差容認意識の推移についても，同様に確認してみることにする。格差容認意識は，
「今の日本では格差が大きすぎる」という質問に対する回答を反転させたものを，その指標と
して用いている。質問は5段階で尋ねており，「格差が大きすぎる」という質問に対してもっ
とも否定的な回答をした場合に「5」，肯定的な回答をした場合に「1」という数値を与えた。
　結果（図2）を見ると，1995年から2005年にかけて，1950年代生まれおよび1960年代生まれ
のコーホートにおいて，格差容認意識が高まっていることが確認できる。2000年代初頭，当
時の小泉政権によって，新自由主義的な改革が進められていたが，その背景として，当時30
～ 40代で労働力の中心を担っていたこれらの世代が，格差を容認するようになっていたとい
う状況が確認できる。
　しかしながら，2005年以降は一転して，1950年代および1960年代生まれの世代において，
格差容認意識が弱まっている。その一方，1980年代の生まれの比較的若い世代に関しては，
2005年から2015年にかけて格差容認意識を高めており，また2015年に新しく調査対象となっ
た1990年代生まれの世代において格差容認意識がとりわけ高いという特徴がみられる。
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図2　格差容認意識の平均値の推移（出生コーホート別）

　このように1995年から2015年にかけての権威主義的態度および格差容認意識の推移を見
ると，権威主義的態度は全体として強まっていること，その一方，格差容認意識は多少の増
減はあるものの全体的にはほぼ横ばい傾向を示していると言える。また，世代別にみると，
1980年代生まれおよび1990年代生まれの若い世代に関しては，権威主義的態度および格差容
認意識のいずれの意識も，他の世代に比べて強いという傾向が確認される。
　このような1995年から2015年にかけて生じた権威主義的態度および格差容認意識の変化に
対して，調査対象者となる世代が交代したことによる効果，時代の変化による効果，それ以
外の効果，具体的には回答者が全体的に高学歴化していることの効果が，それぞれどの程度
意識の変容に寄与しているかについて，もう少し詳しく確認してみることにしよう。
　以下の表1は，線形要因分解という方法を用いて，権威主義的態度および格差容認意識の強
さの変化を，その効果ごとに分解した結果を示している。「総変化の実測値」と記載された部
分に示しているように，権威主義的態度の平均値は1995年から2015年にかけて0.582増加して
いる。「世代効果」，「時代効果」，「その他の効果」に示している値は，このうちのどのくらい
の部分が回答者の世代交代，時代の変化，その他の効果（高学歴化の効果）によってもたら
されているかについて推定したものである。
　たとえば，権威主義的態度の変化については，時代効果の影響が大きく，時代の変化によっ
て権威主義的態度の強さが0.88程度押し上げられていることが推定される。一方で「その他
の効果」，つまり高学歴化の効果によって，権威主義的態度はある程度（-0.436）弱まってい
るものの，それを上回る時代効果が生じているということになる。
　格差容認意識の変化に関しては，その平均値が1995年から2015年にかけて0.140増加してい
る。この増分に対して，時代効果が寄与している部分は小さく，回答者の世代交代によって
もたらされる割合が相対的に高くなっている。また，高学歴化は格差容認意識を低めるとい
う方向には働いておらず，むしろ格差容認意識を高めるという方向に作用していることがわ
かる。
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表1　1995年から2015年の意識変化の線形要因分解

第2節　大学教育が権威主義的態度および格差容認意識に対して与える効果
　こうした権威主義的態度および格差容認意識が生まれてくる背景には，どのようなメカニ
ズムが存在しているのだろうか。以下では，権威主義的態度および格差容認意識を従属変数
にした回帰分析を行う。また，1995年から2015年にかけて，その影響がどのように変化して
いるのかについても併せて分析を行う。
　すでに見たように，先行研究では，その効果は低減しつつあるものの，学歴が高いほど権
威主義的態度は弱まる傾向にあり，その一方で，格差容認意識を強める効果があると指摘さ
れてきた。そこで，まず大学教育を受けたか否かによる「大卒ダミー」を独立変数として投
入する。
　ただし，こうした学歴による効果は擬似的な相関であり，その背後にある出身階層がリベ
ラルな考え方や態度にたいして影響を与えているということも考えられる。そのため，生ま
れ育った家庭の経済的状況や教育環境などを統制した上で，分析を行うことにした。具体的
には，「15歳時の資産数3）」と父親が大学教育を受けたか否かを示す「父大卒ダミー」を独立
変数に投入した。
　さらに「権威主義的態度」や「格差容認意識」といった価値観に対しては，現在の生活に対
する満足度やその他の価値観が影響を与えているということも考えられる。このような他の
価値観の影響についても考慮するため，独立変数に「生活満足度」「現状維持志向」「競争不
安」を含んだ分析モデルを設定した。
　以下の表2は，1995年と2015年の2時点のデータを統合した上で，権威主義的態度の規定要
因を分析した結果を示したものである。権威主義的態度を測定するにあたっては，時点間の
変化を分析する際に用いた「権威ある人々には敬意を払わなければならない」という質問の
ほか，「以前からなされていたやり方を守ることが最上の結果を生む」，「伝統や習慣にした
がったやり方に疑問を持つ人は，結局は問題をひきおこすことになる」，「この複雑な世の中
で何をなすべきかを知る一番よい方法は，指導者や専門家に頼ることである」という質問を
含めた合計4つの項目によって因子分析を行い，その因子得点を「権威主義的態度」の指標と
して用いている。
　結果（モデル1）を見ると，「大卒ダミー」は有意な負の影響を与えており，15歳時の資産
数や「父大卒ダミー」などの家庭の経済的・教育的環境，つまり出身階層という出自の影響
を統制した上でもなお，大学教育を受けることで権威主義的な態度が弱まる効果が存在して
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いることが確認できた。
　ただし，1995年と2015年ではその効果は異なる。モデル2において，2015年ダミーと大学教
育の交互作用効果を検討したところ，2015年の時点になると，「大卒」の効果，大学教育を受
けることで権威主義的な態度を弱める効果がかなりの程度失われていることがわかる。
　続いて，格差容認意識の規定要因についても確認してみよう。格差容認意識は先ほどと同
様に「今の日本では格差が大きすぎる」という質問に対する5段階の回答を反転させたものを，
その指標として用いている。
　分析結果を示した表3を見ると，「大卒ダミー」が格差容認意識に対して有意な影響を与え
ていることがわかる（モデル1）。ただし，その影響の仕方は権威主義的態度の場合とは異なっ
ている。先行研究において指摘されていたように，やはり大学教育を受けることは，格差容
認意識を低める方向に作用するのではなく，むしろより格差を容認しやすいという傾向が存
在している。
　また，調査時点と「大卒」の交互作用項を含んだモデル2の結果を確認すると，「大卒」の効
果が1995年と比較して，2015年の時点ではより強まっているということも確認できる。
　このように大卒という学歴は，権威主義的態度および格差容認意識に対して，少なからず
影響を与えていると言える。この大卒学歴の効果に対して出身階層，具体的には15歳時の家
庭の資産数はどのように作用しているのだろうか。また，それが1995年と2015年の両時点に
おいてどのように変化しているかについて確認してみることにしよう。
　以下の表4に，15歳時の資産数と「大卒」の交互作用項を含んだモデルの分析結果を示した。
　1995年のデータでは，「15歳時の資産」と「大卒」の交互作用が有意となっており，「大卒」
層の場合，15歳時の資産の影響，より具体的にいうと出身階層が豊かな家庭であるほど，権
威主義的態度が弱いという，出身階層の影響を打ち消す傾向が存在する。つまり，1995年の
時点では，出身階層が相対的に低い場合でも，大学教育を受けることによって，出身階層が
相対的に高い者との間に見られる権威主義的態度の差が解消されていたのである。
　一方，2015年の時点になると，出身階層による権威主義的な態度の差を埋めるような，大
学教育による効果はもはや見られなくなっている。
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表2　権威主義的態度の規定要因（1995年・2015年統合データ）

表3　格差容認意識の規定要因（1995年・2015年統合データ）
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表4　大学教育が権威主義的態度に与える影響の変化

第4章　考察と結論

　本稿では，大学教育が大衆化していく中で，大学において「リベラル」な価値観に触れ，「リ
ベラル」な価値観が醸成されるという効果が，現状の大学においてどの程度残っているのか
ということに焦点を当て，分析を行ってきた。
　「リベラル」の対をなす価値観として，「権威主義的態度」および「格差容認意識」という2
つの価値意識を設定し，まずその意識の強さがどのように変化しているかについて分析を
行ったところ，「権威主義的態度」は，1995年から2005年にかけて顕著な広がりを見せ，その
後2005年から2015年までの間は高止まりの状況にあること，また若年世代において，特にそ
の意識が強いということが明らかになった。ただし，権威主義的態度の広がりに対して，世
代交代が与える効果は相対的に小さく，その多くは時代効果によってもたらされていた。
　一方，「格差容認意識」については，全体の意識の強さは1995年から2015年にかけてそれほ
ど大きく変化していないものの，「権威主義的態度」と同様に，若年世代において「格差容認
意識」が強い傾向が見られた。また，新自由主義的な政策が導入される中で，1950年代生まれ，
1960年代生まれのコーホートが1995年から2005年にかけて，「格差容認意識」を強めていたこ
とが明らかになった。
　次に，「権威主義的態度」および「格差容認意識」という2つの価値意識に対して，出身階層
を統制した上でもなお，大学教育が独自の影響を与えているかについて検討を行った。
　その結果，「権威主義的態度」に関しては，先行研究において指摘されているように，大卒
の学歴が権威主義的態度を弱めるという効果が1995年の時点では確認されたものの，2015年
時点になるとその効果がかなりの程度失われており，大学教育を受けることで権威主義的態
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度が弱まるとは言えなくなっている。
　一方，「格差容認意識」は，1995年および2015年のいずれの時点においても，大学教育が一
貫して正の影響を与えており，大学教育を受けた層がより格差を容認する傾向が見られる。
ただし1995年と2015年でその影響の強さは異なっており，「格差容認意識」に対する「大卒」
の効果がより強まっていた。
　最後に出身階層，具体的には「15歳時の資産数」が，大学教育が権威主義的態度に与える効
果に対して，どのような影響を与えているかについて検討したところ，1995年時点では，大
学教育を受けることで，出身階層による負の効果を打ち消す傾向が確認された。換言すると，
学歴が非大卒である場合は，出身家庭の資産が少ないほど，権威主義的態度が強まるのに対
し，大学で教育を受けた場合，出身家庭の資産によって権威主義的態度の強さは規定されな
い。つまり，相対的に豊かではない家庭の出身であっても，大学教育を受けることで権威主
義的態度が弱まっていたのである。
　その一方，2015年時点ではこうした効果は失われており，本人自身が獲得した学歴による
権威主義的態度の低減効果はより限定的なものとなり，それに代わって父親の学歴など，家
庭の文化的環境の影響がより強まっているのではないかと推察できる。
　このように，本稿では「大学教育」が「権威主義的態度」および「格差容認意識」に与える
影響について分析をした結果，1995年と2015年の両時点間でその傾向が異なることが明らか
になった。特に「権威主義的態度」において，時点間の差異が顕著であり，大学で学ぶことに
よって権威主義的態度を弱める効果，つまりリベラルな価値観を育む効果は失われつつある
と言える。
　1990年代以降，大学教育の「大衆化」が進む中で，大学はより実用的，実践的な教育の場と
なる傾向を強めている。その結果，従来の大学で提供されてきたような，近代市民社会の担
い手としての価値観や教養を学ぶ機会は少なくなっており，こうした大学教育の変容が，こ
のような結果をもたらしているのではないかと考えられる。
　ただし，その一方でこの間の「権威主義的態度」の変化の要因を分解すると，時代効果の影
響がより大きいということにも留意する必要がある。つまり，時代の趨勢として権威主義的
態度が強まっている中で，その趨勢に対抗できるだけの学習機会，「リベラル」な価値観を学
ぶ機会を，現状の大学教育は十分に提供できていない状況であるとも言える。
　本稿の分析結果からは，大学教育のあり方の変容によって「リベラル」な価値観の醸成の
機会が失われつつあることが示唆される。しかしながら，大学教育の量的拡大とともに「大
学教育」の内容は多様化しており，その内容をより詳しく分析した上で，「大学教育」の効果
について議論を行うことが重要である。本稿では，データ上の制約から各大学で提供される
「大学教育」の質的な差異を踏まえた分析を行うことができなかったが，この点については，
今後の課題としたい。
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　〔二次分析〕に当たり，東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究
センター SSJデータアーカイブから〔「1995年SSM調査，1995」「2005年SSM日本調査，2005」
（2015SSM調査管理委員会）〕の個票データの提供を受けました。

注
1）たとえば経済学者の橘木による『日本の経済格差』（橘木 1998），社会学者の佐藤による『不平等社会日本』
（佐藤 2000）などの著作における格差の拡大に関する指摘が注目を集め，従来の日本社会において前提と
されてきた「総中流社会」が終焉し，格差が拡大しているのではないかとの議論，いわゆる「格差社会論」
が盛んに行われることになった。

2）「競争主義」は「競争は格差を拡大させるなど，問題の方が多い」，および「競争は，社会の活力のもとにな
る」という2つの意見を提示し，どちらの意見に近いかを4件法で尋ねた質問によって測定されている（丸山 
2011）。

3）「15歳時の資産数」は「あなたが15歳の頃，あなたのお宅には，つぎに挙げるものがありましたか」という
質問に対する複数回答による選択数を指標として用いた。なお，調査時点（1995年，2015年）によって提
示された選択肢の内容，選択肢の数が異なるため，調査時点別に計算した標準化得点を用いている。
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Abstract
　This paper examines how democratic values are fostered in the popularized university. 
Specifically, I analyzed two values that are in opposition to "liberal" value: “authoritarian 
attitudes” and "consciousness of accepting inequality". Firstly, I examined how these 
attitudes have changed from 1995 to 2015 by birth cohort. The authoritarian attitudes 
increased significantly from 1995 to 2005, and then remained high from 2005 to 2015 
and is particularly strong among younger generations. On the other hand, although the 
"consciousness of accepting inequality" has not changed significantly, the "consciousness of 
accepting inequality" is stronger among the younger generation and had increased among 
the cohorts born in the 1950s and 1960s between 1995 and 2005. Secondly, I examined how 
the effects of university education on these attitudes changed from 1995 to 2015. The results 
showed that there was a significant difference between 1995 and 2015, suggesting that 
university education lost its effect of weakening authoritarian attitudes. Finally, I examined 
the changing impact of class of origin on authoritarian attitudes. In 1995, the negative effect 
of class of origin on authoritarian attitudes was reduced by university education. This 
implies that university education fostered non-authoritarian attitudes regardless of class of 
origin. However, in 2015, these effects had been lost.


