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1. ⽇本の⾼等教育セクターの現状

・18歳⼈⼝減少にもかかわらず⼤学数は微増を続けた。
・私⽴⼤学の4割が定員割れを起こしている。
・⼤学のレベルは⽟⽯混交となっている。
・専修学校の4割が定員割れ(服飾・家政分野は6割定員割れ）。
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1. ⽇本の⾼等教育セクターの現状
・18歳⼈⼝減少にもかかわらず⼤学数は微増を続けた。
・私⽴⼤学の4割が定員割れを起こしている。
・⼤学のレベルは⽟⽯混交となっている。
・専修学校の4割が定員割れ（服飾・家政分野は6割定員割れ）。

出典：財務省財政制度等審議会 2017年10⽉31⽇



1. ⽇本の⾼等教育セクターの現状

・⼤学⽣の学⼒低下

5
出典：ベネッセ総合研究所「⾼⼤接続に関する調査(2013年）」 出典：⽇本経済新聞 2012年2⽉24⽇付

• ⼤学⽣の学⼒低下が指摘されて久しい。
• 「⼤学の⼤衆化」によって、全体の学⼒が低下することは否めない。
• また、学⼒低下は、⼤学以前の教育から続いている問題である。
• つまり、学⼒低下は⼤学のみが原因ではない。
• しかし、教育の最終出⼝である⼤学が、学⽣の学⼒を保証できる状態にあるとは⾔えな
いことも事実である。



2. 問題意識
• 現状のままで、⾼等教育の負担軽減を拡充すると、⾼等教
育セクターの質の低下を招く可能性がある。

（例：貧困ビジネス、定員割れ⼤学の延命）

• また、現状のままで「⾼等教育の負担軽減」を導⼊した場
合、格差是正につながるとは⾔い難い。

• ⾼等教育と制度の現状に鑑みれば、将来的な所得獲得に必
要な知識や能⼒を⾝に着けるための教育の質を保証できて
いるとは⾔い難い。

• したがって、まず必要なのは、⾼等教育セクターの質を向
上するための⼤学および制度の改⾰である。
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3. ⾼等教育制度運営の主な構成要素

⾼等教育機関

評価制度・

評価機関

資源配分

（公的補助⾦）

7
出典：筆者作成



4‐1 ⾼等教育機関の教育の現状と課題
（ポイント）

（1）⼤学教育の質保証は3ポリシー（アドミッション・ポリシー、
カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）に基づく、プロ
セスのチェックが主たるもので、教育効果や成果ベースのものでは
ない。
（2）⼤学機関単位の質保証では、成果の芳しくない学部・学科が
隠れてしまう。
（3）教育の質向上をめざし効果を上げる⼤学とそうでない⼤学が
混在している。
（4）教育の質や効果を向上させるためには、明確な⽬的の元、効
果的な資源配分を学内で⾏う必要があるが、それを妨げるのがガバ
ナンス問題。
（5）教育成果（教育のアウトカム）の測定は困難で、世界的に試
⾏錯誤が続いている。
（6）専⾨学校の質保証は緒についたばかりで、情報開⽰にもバラ
つきがある。状況を把握するためのデータが未整備。

4. 主な構成要素の現状と課題

8



（1）⼤学教育の質保証は3ポリシーに基づく、プロセスのチェッ
クが主たるもので、教育効果や成果ベースのものではない。

機関別認証評価

9

（2）⼤学機関単位の質保証では、成果の芳しくない学部・学科が隠れてし
まう。

出典：各評価機関のHP(第2期認証評価の基準）より筆者作成

⼤学改⾰⽀援・
学位授与機構



国⽴⼤学法⼈評価では、各⼤学が⾃⾝で定めた6年間の中期⽬標・中
期計画の達成状況をみる。また、各⼤学を取り囲む“ステイクホル
ダーの期待”に応じて、研究・教育の成果を出しているのかを評価す
る。それぞれ期待が異なるので、成果を⽐較することができない
（後述）。

（1）⼤学教育の質保証は3ポリシーに基づく、プロセスのチェッ
クが主たるもので、教育効果や成果ベースではない。

国⽴⼤学法⼈評価
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出典：国⽴⼤学法⼈及び⼤学共同利⽤機関法⼈の第２期中期⽬標期間の教育研究の状況についての評価実施要項



（3）教育の質向上をめざし効果を上げる⼤学とそうでない⼤学が混在している。

（4）教育の質や効果を向上させるためには、明確な⽬的のもとで効果的な
資源配分を学内で⾏う必要があるが、それを妨げるのがガバナンス問題。

芝浦⼯⼤

ガバナンス改⾰を通じた教育と研究の分離例 学習成果測定と教育改善サイクルの構築例
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出典：⼭形⼤学(説明資料）、芝浦⼤学（HP資料）

教育と
経営の
分離

教育効
果測定



（5）教育成果（教育のアウトカム）の測定は困難で、世界的に試⾏錯誤が続いている。

国際(共通）

国内(共通）

⼤学内
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出典：OECD、評価機関、⼤学公開資料から筆者作成



（6）専⾨学校の質保証は緒についたばかりで、情報開⽰にもバラつきがある。

「専⾨学校」

• 所轄庁（都道府県）の設置認可
• ⾃⼰評価は義務(公表率53.2％）、関係者評価は努⼒義務（公表率
35.9％）、第三者評価法的規定なし

• 東京都専修学校各種学校協会の調査によれば、情報公開の実施率
は約71％、⾃⼰点検・評価は約64％（但し回答率68.8％の中で）

• 教育の質確保のため⽂科省による「職業実践専⾨課程」の認定を
開始（平成26年4⽉）。

• 認定率は学校総数の32.0％、学科総数の39.5％。

＊公的補助⾦については都道府県から配分される補助⾦、⽂科省が
都道府県や団体を通じて配分する補助⾦があるようだが複雑であり
実態を掌握する必要がある。
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4‐2 評価制度・評価機関の現状と課題
（ポイント）

（1）複数の⼤学評価制度が併存し、なおかつ重複がある。
（2）“⾝内の評価”となっている（評価機関、評価者）。
（3）評価の判断基準が明確でない。
（4）相対評価が⾏われていない。
（5）差異のない評価結果となっている。

（国⽴⼤学法⼈評価、認証評価）
（6）芳しくない評価結果に対してペナルティーがない。

14



（1）複数の⼤学評価制度が併存し、なおかつ重複がある。

15
出典：筆者作成

複数の評価
かつ重複
⼤学も疲弊

評価制度の
整理が不可

⽋



（2）“⾝内の評価”となっている（評価機関、評価者）。

名称 対象とする教育機関 対象とする専
⾨職⼤学院の
種類

⼤学、⽂科省との
関係

（独）⼤学改⾰⽀援・
学位授与機構

国⽴⼤学法⼈評価
認証評価は全⼤学だが実
態は国⽴⼤学が殆ど
⾼等専⾨学校

法科⼤学院 ⽂科省の元の独⽴⾏政法
⼈（⼤学会員制度はな
い）

（公財）⼤学基準協会 認証評価：⼤学、短期⼤
学（殆どが私⽴）

法科⼤学院 1951年に⼤学連合体とし
て発⾜。777⼤学、339短
⼤が会員

（公財）⽇本⾼等教育
評価機構

⼤学 ‐‐‐ 2004年に発⾜。325⼤学、
18短⼤が会員。

（⼀般財）短期⼤学基
準協会

短期⼤学 ‐‐‐‐ 2005年に発⾜。230(約）
短⼤が会員

その他、専⾨職⼤学院
種別に認証機関が設⽴
されている。
• 評価者は主として⼤学教員で構成される。
• 評価委員会に⺠間委員が参加することがあるがごく少数（国⽴⼤学法⼈評
価）。

16
出典：各評価機関のHPより筆者作成



（3）評価の判断基準が明確でない。
• 下記は国⽴⼤学法⼈評価結果を例に取り上げたもの。
• 中期⽬標・計画の達成状況の評価(4段階）、教育・計画の現況分析結果（4段階）の境界線は明確でない。
• 何をもって「質の向上」とするのかも明確ではない。
• 複数の評価者から毎回指摘されている事項でもある。

17
国⽴⼤学法⼈等の第２期中期⽬標期間に係る教育研究の状況の評価結果概要

段階評価
の根拠が
不明確



（4）相対評価が⾏われていない。
（5）差異のない評価結果となっている。

• 機関別認証評価は、⼤学設置基準との合規性が主たるもので、教育⽔準や学習成果に
基づき相対評価をするものではない。

• 国⽴⼤学評価は、⼤学が⾃ら定めた⽬的の達成状況（達成状況判定）、⼤学を取り囲
むステイクホルダーの期待に応じて、“各⼤学なりに”成果が出ているか（現況分析）
を問うもので、⽐較ができない。

＊⼤学ランキングは⺠間の出版社やメディアが独⾃の基準に基づきランキングを⾏って
いる。上記のような条例や法的措置に基づくものではない。

• ⽂科省の公開資料例
• 国⽴⼤学法⼈評価結果⼀覧
• 運営費交付⾦配分はこれをポイ
ントに換算して、配分⽐を決め
ている。
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国⽴⼤学法⼈・⼤学共同利⽤機関法⼈の第２期中期⽬標期間の業務の実績に関する評価結果（概要） 平成29年6⽉



（6）芳しくない評価結果に対してペナルティーがない。

・国⽴⼤学法⼈評価結果は、運営費交付⾦に反映されることになっている。
・認証評価結果の判定は、各評価機関によって異なるが、いわゆる“保留”
期間を設け、再申請させる。
・しかし、設置審のような強制⼒を伴うペナルティーはない。

＊「認証評価」は、⽂部科学省が認証した評価機関が実施する評価という意味で、⼤学を認証すると
いう意味ではない。
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出典：⽂部科学省 認証評価に関する基礎資料2015年

不適合と
判定され
ても処分
はない



4‐3 資源配分の現状と課題
（ポイント）

（1）運営費交付⾦（国⽴⼤学）

・基幹経費の配分が、毎年度ほぼ同額で、根拠不明。

・3つの重点分野による配分の他に、法⼈評価による配分が併存（メリハリを相殺、⼤学
側も疲弊）。

・評価対象となる戦略数、指標数が多数あり、⽐較や判断が困難。

（2）私学助成

・⼀般補助については、定員充⾜率のみでは、⼊り⼝（⼊学時）の管理しかできない。

・定員充⾜率という単独の指標では、悪⽤を促す可能性がある

・特別補助の指標が、実効的で客観的なものになっていないため、メリハリを利かせる
ことができない。

・補助⾦の種類が増加傾向にあり、その⽬的が明確でない。ある種類の補助⾦でメリハ
リをつけても、他の種類の補助⾦で補うような配分をしており、メリハリを相殺してい
る。
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（1）運営費交付⾦（国⽴⼤学）
・基幹経費の配分が、毎年度ほぼ同額で、根拠不明。

21出典：財務省資料より作成 未定稿につき転⽤禁

収⼊構造を改善する必要がないか。また、経常費⽤の計上⽅法がわかりにくい。



（1）運営費交付⾦（国⽴⼤学）
・3つの重点分野(地域貢献、特定分野、世界⽔準）による配分の他に、法⼈評価によ
る配分が併存（メリハリを相殺してしまう可能性がある）。
・評価対象となる戦略数、指標数が複雑。配分係数の根拠が不明。

「３つの重点分野評価結果」
100億円の再配分

「国⽴⼤学法⼈評価結果」
30億円の再配分

「評価結果をポイント換算し合算」
5段階結果に応じてポイントを換算

「基本配分額を算定」
30億円を、平成29年度基幹経費（機関運営費
交付⾦対象事業費から機能強化経費を除した
額）で按分し、国⽴⼤学法⼈分から基本額を
換算する。

「評価配分額の算定」
評価配分額＝基幹経費ｘ評価配分係数
評価配分係数は、⼀定ポイントを0.001と

し、以降、評価点1ポイントごとに、別係数
を加算する。

22
出典：⽂部科学省：３つの重点分野評価結果平成２９年度国⽴⼤

学法⼈運営費交付⾦の重点⽀援の評価結果について 出典：複数の⼤学関係者よりヒアリング

ひとつに統
⼀する必要
がある

算定基
準、係
数は⾮
公開



（2）私学助成
• 私学助成の基盤経費補助には「⼀般補助」と「特別補助」がある。
• ⼀般補助は、定員割れに応じて削減されることになっている。しかし、下記の
図のように「特別補助」で補填している構造。

• 「特別補助」の種類が徐々に増えている。

23
出典：財務省財政制度等審議会 2017年10⽉31⽇審議資料

特別補助
が配分の
メリハリ
を打ち消
している



5. 制度設計の⽅向性
5‐1 ⾼等教育機関の質保証・向上の促進のために

• 教育サービスのプロセスから、教育成果に重⼼を移した
質保証にすること。

• 教育の質保証は、学部・学科単位（プログラム単位）で
⾏うこと。

• 継続的な質向上のためには、ガバナンス改⾰が必要（経
営と教育の分離、メリハリのある資源配分）。

• 教育効果の測定⽅法については継続的な開発を促すこと。
• 専⾨学校については、⽂科省の「職業実践専⾨課程」認
証、第三者評価、情報公開の徹底すること。政策判断の
根拠となるデータ収集・分析を進めること。

24



5‐2 評価制度・評価機関の強化

•複数の評価制度や制度間の重複を整理・合理化
すること（⼤学の負担の軽減にも通じる）。

• “⾝内の評価”からの脱却（⼤学や所轄庁から独
⽴した機関、委員の構成等）。

•評価⽅法（判断基準、指標）の簡素化と合意形
成の透明化をはかること。

•相対評価を可能にすること。
•評価結果に基づきインセンティブとペナル
ティーを付与すること。

25



5-3 メリハリのある資源配分
「国⽴⼤学」

・運営費交付⾦の配分はひとつに統⼀すること。
「国⽴⼤学法⼈評価」と「３つの重点分野」の2種類に

ついて、内容・役割分担を⾒直した上で、その適⽤を拡
⼤すること

・配分⽅法（基準や係数）については、その考え⽅を明
確にした上で設定し、事前段階で⼤学や社会に対して公
表すること。

・基幹経費について、メリハリを効かせながら、配分根
拠を明らかにすること。

26



「⼀般補助」
・定員充⾜率（⼊⼝管理）の反映、プロセスの指標も導⼊すること。すなわち、
卒業者に対する就職率、留年率、退学率など、教育の成果が分かる指標も導⼊す
ること。その際、⼤学において、成績や学習成果の管理状況を管理・公表する必
要がある。
・財務情報を開⽰していない⼤学については減額措置を強化する。

「特別補助」
・⼀般補助でつけたメリハリを相殺しないように、特別補助⾦を配分する必要が
ある。
・そのためには共通の指標を判断の根拠として組み⼊れる必要がある。具体的に
は“定員充⾜率”を導⼊し、定員割れになっている⼤学については減額する。
・特別補助の種類を増やす基準は明確、厳格に。
・特別補助の⽬的と成果を検証し、効果の出ていないものは廃⽌する。

5-3 メリハリのある資源配分
「私⽴⼤学」

27



6. 無償化について 〜HECS（オーストラリア）〜

・オーストラリアのHECS制度は、これまで授業料が無料であったところから、授業料
を徴収するためのソフトランディング的な措置として導⼊されたもの。
・在学中の学⽣の授業料は政府が“⽴て替え”て、⼤学に⽀払う。
・学⽣は卒業後、⼀定⽔準の所得が得られるようになると、税務当局に政府⽴て替え
分の「学⽣拠出分」を納付。
・⼤学への補助⾦は別途、政府が⼤学に⽀給。

28

政府は「新しい経済政策パッケージについて」（平成29年12⽉8⽇）を発表。消費税
増税分（2兆円）の使途を想定したものであるが、これに関連し、⾼等教育の無償化
の議論が浮上したいる。その際、具体的なスキームとして⽂科省から⽰されていたの
がオーストラリアのHECS（Heigher Education Contribution System）制度。

出典：財務省財政制度等審議会 2017年10⽉31⽇審議資料 より作成



・HECSスキームは、⾼所得者も同様に受益するため格差は縮まらない。
・政策⽬的のひとつである格差解消の政策的な⼿段とは⾔い難い。
・現役世代の負担を軽減するが、次世代の負担がさらに増えることになる。
・返済までの期間が⻑く、不確実性が⾼い（オーストラリアの未回収率は2割）。
・⽇本のマイナンバー制度による収⼊および財産管理システムが整っていないなど、
管理・執⾏上も課題がある。

29出典：財務省財政制度等審議会 2017年10⽉31⽇審議資料 より作成

6. 無償化について 〜HECS（オーストラリア）〜


