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第８章 大学の質保証システムと日本の位置 

 

塚原 修一 

（国立教育政策研究所） 

 

本プロジェクトで設定された仮説のうち、大学のマス化と私費負担率の

複合仮説について、日本の歴史的分析による検証を試みた。その結果、大

学の多様化の指標として職業教育や短期高等教育の割合をとれば仮説は

成立しないが、学部名称の多様化を指標とすれば仮説が成立することを示

した。つぎに、大学参入率と私費負担率からなる２次元において日本の国

際的な位置づけを検討した。大学参入率が上昇する過程では、多くの国で

私費負担率がそれほど変化しないことを考慮したうえで、マス化以前の状

態における各国の高等教育システムの弱点がマス化によって顕在化する

可能性を示唆した。私費負担率が低い国と高い国とでは弱点の所在が異な

り、それによって学習成果アセスメントの役割が異なることを論じた。 

 

 

１．はじめに 

本プロジェクトにおいては、大学の質保証システムを規定する要因として、大学の

マス化と私費負担率の高さに注目した７つの仮説が設定されている。中間報告書で筆

者は、これらの仮説を日本の事例にそくして検証することを試みた（塚原、2010年）。

その続編として、本稿では次のことを取り上げる。第１に、上記の論考では充分に扱

えなかった「大学のマス化と私費負担率を組み合わせた複合仮説」を日本の事例にそ

くして検討する。第２に、諸外国と対比した日本の位置づけを考察する。本プロジェ

クトでは多数の国が事例調査の対象となっている。本稿の記述は、それらの総合的な

とりまとめを意図するものではなく、国際的な日本の位置づけを明確化するために、

少数の外国事例を参照することに限定される。第３に、学習成果アセスメントの役割

などについて私見を述べる。 

 

２．マス化と私費負担率の複合仮説 

ここでいう複合仮説とは以下のものである。 

仮説７：大学のマス化が進行し、私費負担率が高まるほど、大学の多様化がすすむ。 

この仮説については、大学の多様化をどの側面からとらえるかが問題となる。中間

報告書で述べたように（塚原、2010年、37頁）、職業教育分野や短期高等教育の割合を

指標として多様化をとらえるならば、日本においてマス化が進行した1960年から2009 

年にかけて多様化が進行したとはいえない。職業教育分野や短期高等教育の割合はむ

しろ減少傾向にあり、多様化は後退しているとさえいえる。 



158 

 

表８－１．学部と学部名の数の推移 

────────────────────────────────────── 

学部名の 1990年度 2000年度 2010年度 

 文字数 学部名の数 学部の数 学部名の数 学部の数 学部名の数 学部の数 

────────────────────────────────────── 

 １ 10 684 10 722 10 705 

 ２ 41 500 42 632 60 772 

 ３ 15 56 33 114 51 197 

 ４ 28 65 101 263 198 561 

 ５ 3 3 15 26 44 68 

 ６ 2 2 12 15 50 62 

 ７   3 4 18 33 

 ８   8 8 24 27 

 ９   0 0 5 21 

 10以上   4 8 21 33 

 合 計 99 1310 228 1792 481 2479 

────────────────────────────────────── 

 

ところが、高等教育の別の側面として、学部名称の多様化に注目すれば異なった傾

向がみられる(1)。規制緩和の一環として、大学審議会の答申にもとづいて学位規則が

1991年に改正された。これにより、文学博士のような学位の種類は廃止され、各大学

において学位に適切な専攻分野を付記して博士（文学）などとすることとされた。そ

の結果として生じた傾向が学位と学部の名称の多様化である。以下では学部名の文字

数によって、１文字学部、２文字学部などの表現を用い、1990年度から2010年度への

学部数の推移をカッコ内の矢印で示す。 

学部と学部名の数の推移を表８－１に示す。まず、合計欄によって1990年度から

2010年度への増加傾向をみると、学部数が約２倍、学部名の数は約５倍となる。この

期間に大学数は1.53倍、学生数は1.25倍に増加したから、小規模な大学や学部が数多

く誕生したといえる。1990年代は、高等教育分野において規制緩和が進行した時期で

ある。一般論として、規制緩和は新規参入をうながすものであるから、その効果があ

らわれたといえる。 

学部名の数については、大学の新増設によって学部が増加するさい、既存の学部が

数を増やすだけという可能性がある。そのときには学部名の数は増加せず、１倍とな

るから、５倍という数値は多様性の顕著な拡大をあらわす。学部名の数を年度ごとに

みると、1990年度の学部名はすべて６文字以下であったが、2000年度と2010年度には
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文字数の多い学部名が増えた。また、学部数と学部名の数を対比すれば、文字数の多

い学部ほど学部名が分散して同一名称のものは少ないことがわかる。 

文字数の少ない学部から内容を順にみると、伝統的な学部名の代表例は10をかぞえ

る１文字学部（文、神、法、商、理、工、農、医、歯、薬）である。これらの学部の

総数は700前後で、1990年度から2010年度にかけてあまり変化せず、個別の学部ごとに

みても文学部の微減（149→131）が目につく程度である。２文字学部の総数は、1990

年度の500から2010年度には772に増加した。２文字学部で数が多いものは、経済学部

（145→168）、経営学部（43→88）、看護学部（４→77）、教育学部（61→67）、人文学

部（29→60）であり、看護学部、人文学部、経営学部の増加が著しい。 

1990年度から2010年度にかけて、３文字学部は56から197に、４文字学部は65から

561に、いずれも急増した。３文字学部で数が多いものは外国語学部（32→40）と人間

科学部（４→29）、４文字学部で数が多いものは、社会福祉学部（９→32）、経営情報

学部（11→23）、保健医療学部（０→20）である。上記の期間に、５文字学部は３から

68に、６文字学部は２から62に、７文字以上の学部は０から114に増加した。前述のよ

うに５文字以上の学部には同一名のものが少ないが、そのなかで数が多いものとして、

リハビリテーション学部（０→10）と国際コミュニケーション学部（０→９）がある。

カタカナを用いたものが多いことは、５文字以上の学部名の特徴である。なお、名称

がもっとも長い学部は、調査した範囲内では駒澤大学のグローバル・メディア・スタ

ディーズ学部であった。 

以上のように、日本では、進学率が上昇した1990年代以降において、規制緩和にと

もなって学部名称の多様化が進行した。ところで、大学審議会（2000）に言及した論

考において天野（2001年、10頁）は、この答申が学部段階の専門教育に懐疑的で、学

部・学科の枠を越えて履修できる仕組みの整備などを提言したことについて、「学部の

アメリカ的なカレッジ化、教養学部ないし文理学部化のすすめ」であり、「情報、環境、

国際、文化、総合、政策などを組み合わせた４文字、６文字の新名称学部は、まさに

答申の指摘にみあった学部のようにみえる」から「すでに日本的な『教養学部』が生

まれている」というのである。 

この見解にもとづけば、学部の名称は多様化したが、教育の内実は天野のいう日本

的な教養学部に収束したことになるから、これらの新学部における名称と教育内容の

対応関係が吟味されなければならない。実際には、学問的・職業的な実質をともなう

新学部が少なくないと推察されるが、学部名称の多様化はやや極端であったから、天

野の見解にあてはまる学部も存在するのであろう。いずれにしても、日本では、マス

化にともなう大学の多様化は、何をその尺度とするかによって、進行しているとも、 
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図８－１．大学のマス化状況と自律性の関係からみる質保証システムの類型 

出所：深堀、2010年、11頁 

 

そうでないともいえる複雑な様相を呈している。 

 

３．日本の国際的な位置 

本プロジェクトの中間報告書には、大学参入率を横軸、私費負担率を縦軸として各

国を配置した図が掲載されている（深堀、2010年、11頁）。以下では、これを参照して

日本の国際的な位置を考察するが、説明の便宜のために図８－１として再録した。そ

こでは、大学参入率と私費負担率の大きさによって、欧州大陸型、北欧型、ラテン・

アメリカ型、アングロ・サクソン型という４類型が設定された。日本は、チリ、韓国、

台湾、アメリカとともに、私費負担率が世界でもっとも高い国のひとつとして図の上

方に位置し、大学参入率のちがいによって、チリと日本がラテン・アメリカ型、韓国、

アメリカ、台湾(2)がアングロ・サクソン型に分類されている。 

この図は2006年の状況を世界横断的に示したものである。そこに、マス化の進行を

あらわす各国の歴史的な経路を加筆したと想定してみると、その軌跡は左から右への

大学のマス（ユニバーサル）化（大学参入率） 
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自
律
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教
育
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担
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水平的な推移としてあらわれ、上下方向の変化はそれほど大きくないのではないかと

思われる。たとえば、日本の高等教育は進学率が低かった戦前期から私学の比重が大

きく、国立大学を含めて相当な金額の授業料を徴収していた。すなわち、その当時か

ら日本の私費負担率は高く、大学進学率が５割をこえた今日までその特徴が維持され

たと考えられる。一方、北欧諸国は、大学参入率が60ないし80％、私費負担率は０な

いし10％ほどを示している。これらの国では、大学参入率が今より小さかった時代に

も私費負担率は低く、福祉国家としての特徴が今日まで持続したと推測される。 

状況が大きく変化した国もある。たとえばチリでは、軍事政権による高等教育の市

場化政策が1980年代に推進されて私立の高等教育機関が拡大した。それ以前の高等教

育は無償制が原則であったが、2000年には高等教育在籍者数44万人のうち、大学の公

的助成校の在籍者は20万人である（斉藤、2008年）。すなわち大まかにいえば、私費負

担率は０から45％（＝20万÷44万）に上昇した。この間に大学参入率は上昇したから、

チリについては左下から右上への歴史的経路がみられることになる(3)。 

中国の大学参入率は、図では10％前後となっているが、最近の急上昇ぶりはよく知

られている。中間報告書の南部（2010年、22～23頁）によれば、「1980年代以前は、計

画経済体制の下で、高等教育費はすべて国家財政による負担」であったが、2006年に

は、普通高等教育機関の収入のうち、学費・雑費が29％をしめるという。ここでも大

雑把な議論をすれば、中国の私費負担率は０から30％近くまで上昇したことになり、

図において左下から右上への推移がみられることになる。 

これらの国の歴史的推移は、図８－１における４類型間の移動をともなうと想像さ

れるが、こうした大幅な政策変更は世界的にもまれであろう。大学参入率の増加にと

もなう私費負担率の変動は多くの国で観察されるとしても、小幅な変化にとどまる国

が少なくないであろう。たとえば、アメリカとイギリスでは授業料が上昇傾向にある。

これらの国では、あわせて奨学金を増額する高授業料・高奨学金政策がとられている

ために私費負担の実態は詳細に検討する必要があるが、私費負担率が上昇している可

能性はある。そうした小幅な変化を詳細に分析することの重要性は留保しつつ、以下

では大幅な変化がまれであろうという点に注目したい。 

私費負担率の変化は高等教育システムの構造変化をあらわす指標であるから、多く

の国においてマス化は、構造変化をともなわない（あるいは軽微な変化をともなう）

規模拡大としてなされたのではないか。つまり、各国のマス化した高等教育システム

は、マス化より以前の姿を強く反映しているという意味で歴史性をおびている。マス

化の圧力は、各国の高等教育システムの脆弱な部分にもっとも強い影響を与え、場合

によっては問題を顕在化させると考えられる。 

たとえば、日本においては、戦後教育改革の負の遺産として、教育機能の弱さ、質

の保障（ﾏﾏ）の弱さ、社会的機能の低下が指摘されている（大﨑、1999年、186-189
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頁）。戦後の日本では、大﨑のいう負の遺産をかかえながら、それほどの公的負担をと

もなわずに私立大学の拡大が進行してきた。しかし、1990年代以降の規制緩和政策に

よって規模が小さく脆弱な大学の新規参入を招いたことから、今後は質保証について

課題が生じる可能性があるといえる。その対極にある北欧型の諸国では、高い税率に

よる税収入によって高等教育の私費負担率が低く維持されているから、大学参入率の

上昇による高等教育費の増額を政府が容認するかどうかがマス化による圧力となろう。 

私費負担率が日本と同程度のアメリカでは公立大学と私立大学が混在しているが、

大学参入率の拡大にもっとも貢献する短期高等教育において公立部門の比重が大きい

ことが、質保証をともなう多様性の拡大に貢献していると考えられる。こうした構造

は、それ自体が政策的な産物であり、その代表例がカリフォルニア州の高等教育シス

テムである。よく知られているように、州立の高等教育機関は、カリフォルニア大学、

カリフォルニア州立大学、コミュニティカレッジに区分され、学生の大学間移動は認

められるが、個別教育機関の昇格は認めない固定的な階層構造を形成している。 

これに対して日本では、短期高等教育機関である短期大学と専門学校（専修学校専

門課程）は私学が中心であり、短期大学は結果として女子の教育機関として発展した。

男子を含めた職業指向の短期高等教育を充実させる政策として、高等専門学校（高専）

制度が1961年に創設されたが大規模なものとはならなかった。その後、専門学校が拡

大するなかで、短期大学の多くが四年制大学へと転換したが、これらは政策的な誘導

の結果というよりも利用者の選択によるものであった。 

 

４．学習成果アセスメントの役割 

学習成果アセスメントには、いくつかの種類がある。まず、学習の直接的な結果（ア

ウトプット）の評価と、社会的・間接的な成果（アウトカム）の評価がある。また、

日常的な授業の一環として行われる評価、教育活動を改善するための評価、外部への

説明責任をはたすための評価が区別されよう。さらに説明責任にかかわる評価には、

その内容に応じて、大学としての最低限の水準を確保していることの証明、公的な資

源配分にふさわしい活動であることの証明、親・学生・卒業生の雇用主など利害関係

者の選択に資する情報提供などがあろう。 

これらのうち、外部への説明責任をはたすための評価には、高等教育システムの構

造による差異がみられよう。すなわち、私費負担率が低い国々においては、公的支出

にみあった成果が得られているかどうか、その妥当性を大学側が説明し、さらにそれ

を検証するという形をとるのではないかと思われる。もっとも、私費負担率の高い国

でも公的支出は行われているから、そうした国においても、たとえば国公立大学につ

いては同様な特徴があらわれよう。これらは、大学、高等教育を担当する行政部局、

大学評価や会計監査を担当する組織など、それぞれに専門性のある組織によって論じ
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られることになろう。 

一方、私費負担率が高い国においては、高等教育費を負担する私人による選択が問

題となろう。親や受験生による大学選択、就職先である企業などによる採用者の選抜

などがそれである。このような場合の問題は、そうした選択において学習成果アセス

メントがどれほど重視されているかという点である。日本においては、大学を対象と

した競争的資金として21世紀COEやGPが1990年代の半ばから配分されてきた。高等教育

研究者のひとりとして、筆者はそれらの配分結果に注意をはらってきた。しかし、そ

れらが高等教育という業界の外部においてどれほど注目されてきたか、たとえば、よ

り多くの受験生を集めることに効果があったのか、あるいは学生が就職活動を行うう

えで効果があったのかといえば、やや心許ない印象がある。 

これらのことは、学習成果アセスメントが影響を及ぼす経路が国によって異なり、

したがって、それを意義あるものとする方策も国によって同じではないことを示唆す

る。OECDによる学習成果アセスメント（AHELO）は、その名称にもかかわらず学習の直

接的な結果（アウトプット）を測定するものである。フィージビリティ・スタディが

すでに進行中であり、その定着が期待される。 

それとともに、日本において検討するべき事柄は、高等教育とその外部の界面にお

ける評価であろう。そのひとつは、入学者の選抜である。日本では、大学入試は古く

から社会的な関心事となっている。入試の難易度に代表される受験者の大学選択に関

する情報は流通しているが、大学入学後の教授学習活動への接続に資する情報はあま

り注目されていない。この部分について、受験者や親など利害関係者の関心を喚起す

る、評価を含んだ情報提供が求められるのではないか。 

もうひとつは、教育と卒業後の職業活動の結びつきに関する学習成果（アウトカム）

の評価である。大学教育の目的は職業への準備だけにあるわけではないが、学習成果

が卒業後の活動に生かされていることは重要である。とくに私費負担率が高い日本に

おいては、利害関係者に関心が深い評価対象として重視されるべきではなかろうか。 

 

［注］ 

(1) この節の以下の内容は、塚原修一「世紀転換期の政策動向─科学技術と高等教育を対

象に」、吉岡斉『［新通史］日本の科学技術─世紀転換期の社会史1995年～2011年 総

説』原書房、2012年（２月刊行予定）の一部を再録したものである。 

(2) 図８－１では台湾がラベルにかくされているが、「アングロ･サクソン型」の「ア」の

あたりに位置する。 

(3) 斉藤（2008年）によれば、チリでは、18歳から24歳までの年齢層における高等教育就

学率が、1990年のほぼ15％から2000年には30％に近づいた。 
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