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序 章 ー 本研究の目的と方法

周知のように、１８歳人口は平成４年度の２０５万人をピークとして、以後

減少を続けている。平成１２年度は１５１万人、平成２１年度には１２０万に

低下する一方、大学・短期大学への進学率は年々上昇し、平成４年度の３９％

から僅か７年間で１０ポイントも上昇し、平成１１年度には４９％に達した。

しかし、ここ数年は、５０％を前に足踏みを見せている。

アメリカの社会学者マーチン・トロウは、学校教育は就学率１５％を指標に

エリートからマスヘ、５０％を指標にマスからユニバーサルヘと段階移行をと

げていくと述べている。この説によれば、既に我が国の大学はユニバーサル化

（普遍化）されていることになる。しかしその実態は、大学・短期大学の入学

定員は多少広がったものの、対象者は減少することで見かけ上達成されている

にすぎない。

平成１４年度学校基本調査速報 によると、大学等の進学率は４８.６％（前*1

年度同率）である。大学（学部 ・短期大学（本科）の入学者総数は７３万１）

千人で昨年度より３千人減少した。しかし、大学（学部）の入学者数は、６０

、 。 、万９千人で昨年度より４千人増加し 過去最高となっている このうち女子は

２４万９千人（昨年度より５千人増加）で過去最高となっている。一方、入学

対象者が前年度と同様であるにもかかわらず、短期大学（本科）の入学者は、

１２万１千人、実に昨年度より９千人減少している。これは、平成５年度の２

５万５千人をピークに漸減した結果であり、進学率の推移でも、平成６年度の

． 、 。 、１３ ２％をピークに年々減少し 平成１４年度には８.１％となった 特に

私立短期大学の入学者数は、平成１１年度に入学定員１６万５千人に対し、入

学者１５万７千人（定員超過率０.９５）となり、はじめて私立短期大学とし

て定員割れを生じた。平成１４年度は、入学定員１２万７千人に対し、入学者

１１万２千人（定員超過率０.８９）となり、４年続けて定員割れの状況とな

った。

日本私立学校振興・共済事業団が発表した平成１１年度の私立大学・私立短

期大学への経常費補助金の交付状況によると、申請をしたものの補助金を受け

られなかった短期大学は ５２枚 全私立短期大学の約１０％ の６４学科 全、 （ ） （

学科の約５％ 、大学は１校の１学部（大学では初めて）になった。申請をし）

ていない短期大学が１８校あることからすると、実態として定員割れの短期大

学の割合はますます増加しているものと推察される。

学生現員が収容定員の半数に達していない学部学科、すなわち収容定員充足
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率が５０％以下の学部学科は補助金を交付されない。補助金不交付の短期大学

の入学定員が１００人だとすると、１学年と２学年合わせた収容定員は２００

人となり、学生現員数は９９人以下ということになる。

． 、平成１４年度においても私立短期大学は定員超過率が０ ９５となっており

昨年度に比べ約１万４千人募集人員を削減したにも係わらず入学者数は下げ止

まらないことからすると、１４年度に補助金が不交付となる私立短期大学の数

は確実に増加するものと推察される。

私立大学・短期大学の財務構造は、ほとんどが固定的ともいえる支出を学生

納付金に依存する極めて硬直的なものである。短期大学のもっとも大きい収入

、 （ ） 。源である学生納付金は 帰属収入 負債と成らない収入 の平均６７％である

補助金は帰属収入の平均約２２％である。

収容定員充足率５０％を確保できない私立短期大学は、学生納付金の減の上

に、追い討ちをかけるように補助金は不交付、すなわち０円となる。帰属収入

が大幅に減少することになる。果たしてこの収入減にともなうだけの支出の削

減は可能なのだろうか。経費削減は、管理経費の削減（事務経費の削減）には

じまり、教育研究費の削減、そして人件費の削減となる。しかしながら、帰属

収入の約６０％を占めている人件費は、簡単には圧縮できるものではない。

現下の私立短期大学は、既に希望すれば入学可、定員超過率上では全入にな

っているにもかかわらず、進学希望者は短期大学進学を希望しないため、欠員

のある大学・短期大学が増加している。

以上のべたような入学定員割れを起こしている私立大学・短期大学につい

て、各大学・短期大学は学生確保の各種方策を行ってきたはずだが、入学者確

保の見通しの甘さがあった、そしてこの見通しの甘さの責任主体は本来、各大

学・短期大学自身にあるのである。さらに、残念なことにこの事実を受け入れ

られず、多くの入学定員割れを起こしている大学・短期大学は来年は入学定員

割れの状況は改善し、入学者が集まるとの幻想を抱いている。近年、大手予備

校が大学学部の入学試験の難易度についてＦランクという言葉を作り出した。

その結果どうなったかと言えば、周知のように入学者が集まらなくなったので

ある。欠員を生じている大学・短期大学に受験生は集まらない、翌年はもっと

集まらないという加速度的な入学定員割れ状況の事実に気づかないのである。

しかしこの入学定員割れとは反対に、学生確保の各種方策の結果、入学者を

着実に確保している私立大学・短期大学もあるのも事実である。この結果の違

いの原因は何であろうか、原因はいろいろ考えられるがまず指摘しておきたい

のは、トップマネジメントの差違である。誰も責任を取らないという組織・体

制下の元では、倒産への途をまっしぐらに突き進むことは避けられないと言わ

ざるを得ない。

一方、行政の側もけっして無策であったわけではない。積極的に取られた施
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策には、①平成３年の大学設置基準の大綱化による積極的なスクラップ・アン

ド・ビルド、②大学・短期大学の個性の確認のすすめ、③成熟化社会に向けて

の大学・短期大学の制度的弾力化等がある。しかし中でももっとも具体的な施

策が 「期間を付した定員 （臨時的定員）なのであった。原則抑制政策が推し、 」

進められるなか、唯一の例外措置がこの「期間を付した定員 （臨時的定員）」

政策だといっても過言でない。つまり、文部省は対外的には抑制策を行ってい

るとしながら、実質的には世論動向に迎合する施策を取らざるを得なかったも

のと考えられる。

しかし、１８歳人口が右肩上がりから右肩下がりへ移行することは予測され

たものである。この右肩上がりのピークを迎える前になされた「期間を付した

定員 （臨時的定員）政策は私立大学・短期大学にとってどんな意味を持ち、」

どんなインパクトを与えたのであろうか。

本論文はこれを対象として、

(１)そもそも高等教育政策はいつの時期から考えられどのように進化していっ

たのかを歴史的事実に基づいて確認する。

(２)当時の文部省及び私学関係者等からのインタビューを併用し、さらには筆

者の体験をも加味することにより 「期間を付した定員 （臨時的定員）政策の、 」

制定過程にかかる事実を再確認する。

(３)各種の報告書等には記載されない新たな事実、真相をも掘り起こすことを

も目的とし、この「期間を付した定員 （臨時的定員）政策の制定過程の経緯」

について考察することとし、事業評価を併せて行うこととしたい。
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第１章 高等教育施策の動向（昭和３８年～６０年）

はじめに

わが国の高等教育施策について、その勃興と言われている中央教育審議会３

８答申、そして４６答申、高等教育懇談会報告、大学設置審議会報告の動向を

確認する。

第１節 中央教育審議会

（Ⅰ）３８答申 での高等教育に関する政策提言について*1

昭和３５年５月に文部大臣は、終戦後行なわれた教育制度の改革によって、

わが国の高等教育機関は等しく新しい性格、内容を有する大学になったが、そ

の実施の状況をみるに、わが国の実情にてらし、なお種々検討を要する問題が

ある。また最近の産業経済ならびに科学技術の発展にかんがみその改善を要望

する向きが少なくない。よってこの際その目的・性格、設置、組織編成、管理

、 、運営等について根本的に検討を加え 大学教育の改善を図りたいと考えるので

①大学の目的・性格の再検討について

②大学の設置および組織編成について

③大学の管理運営について

④学生の厚生補導について

⑤大学の入学試験について

⑥大学の財政について

以上六つの問題点を示し中央教育審議会に諮問した。

中央教育審議会は、この大学教育の改善についての諮問に対し、特別委員会

を設けて審議を行い、その結果に基づき、総会のおいてさらに慎重に審議し、

２年９月後の昭和３８年１月に文部大臣に対して答申を行った。

この３８答申では、

（１）規模について留意すべき点として、最近、高等教育機関への進学志望者

は、しだいに増加し、昭和３７年の高等学校卒業者の約２８%が高等教育機関

への進学を志望し、その約６７%が高等教育機関に進学している。また、高等

、 、教育機関への進学者の該当年齢人口に対する比率は約１３%で この普及率は

世界の主要国の水準に比べて劣っていない。今後とも、この傾向が強まり、そ

れに伴つて高等教育の規模のいっそうの拡大が考えられる。

しかしながら、高等教育を受ける者はそれにふさわしい資質能力を備えた者

であるべきこと、その専門分野別の構成については人材需要の社会的要請をも
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考慮して定めるべきこと、および高等教育の水準を維持するためには一定の基

準を確保すべきことなどの条件を勘案する必要がある。よって、高等教育の規

模の拡大にはおのずから限度があることを考え、慎重な配慮が必要である。

昭和41年以降、一時的に高等学校卒業者が急増する。これに応ずる高等教育

機関の受け入れ体制については、以上に述べた諸点を考慮して検討すべきであ

る。

（２）地域的及び設置者別の配置について留意すべき点として、わが国の高等

教育機関の半数および学生の過半数は、大都市に集中している。大都市は、交

通、住居、保健、防災等の点から、高等教育を行なう環境としては、必ずしも

ふさわしくなくなっている。また、このような地域では、高等教育機関が将来

必要に応じて施設を拡充することも、ほとんど不可能である。

高等教育機関は、その属する地域社会の教育文化の中心となり、産業振興の

基盤として広く諸地域社会の発展に寄与すべきものである。この意味からも、

高等教育機関の過度の大都市集中は、是正される必要がある。

なお、できるだけ多様な高等教育を受ける機会を地域的にかたよらないよう

、 、に広げるためにも 同種の専門分野の高等教育機関が地域的に集中しないよう

その配置について考慮すべきである。

高等教育機関は、国立、公立、私立の設置者の別によつてそれぞれ設置の趣

旨を異にし特色をもつものであるから、それらの配置は、総合的な立場から考

慮されなければならない。

（３）設置の計画および設置基準とその確保について、従来、高等教育機関の

設置および設置後の重要事項の変更は 「大学設置基準」の定める条件を具備、

していさえすれば、これを認可するたてまえがとられてきた。その結果、高等

教育の規模と高等教育機関の配置について計画性に欠けるところがあった。今

後は、以上に述べた調査研究の結果を基礎として、高等教育の規模、学生数の

専門分野別構成および高等教育機関の配置の適正化を図るべきである。このた

め高等教育機関の計画的設置について審議するための機関を設けることを検討

すべきであろう。

高等教育機関の設置基準は、その種別、目的・性格に即して定め、特に、画

一的になることを避けるべきである。また、大学院大学の博士課程は 「大学、

の目的・性格について」において述べたように、高度の学問研究と研究者の養

成を目的とするものであるから、その設置基準は、きわめて高いものとする必

要がある。

高等教育の充実と向上を期するためには、高等教育機関は，設置基準に厳正

に即して設置されることは当然であるが、設置後も不断にその水準の維持向上

につとめなければならない。しかるに、従来、設置基準の適用にあたつて適正
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を欠いていることもあり、さらに、設置後の水準の維持向上に努力の足りない

点も見うけられた。よつて、今後、設置基準の適用を適正にするとともに、高

等教育機関の設置および設置後の重要事項の変更に関し認可すべき事項につい

て再検討を加える必要がある。文部大臣が、高等教育機関の設置計画および設

置基準を維持する責任者として、必要な措置をとりうるようにすべきである。

と高等教育に関する政策提言が記されている。

しかし、主要国と比較対照するには、いささか問題があると言わざるを得な

い。それは、

昭和３７年の１８歳人口（１９７万人）の５１.８％(１０２万人)のみが高(1)

等学校卒業者であること。

高等教育機関への進学者は１３.０％(２５万人)となっているが、短期大学(2)

への入学者が約５万人強いるので、大学進学率は１０.７％であるにもかかわ

らず、この１３.０％を主要国との比較にもちいていること。

世界の国々の中等教育は、開放型と制約型の二種類に分類できるとされて(3)

いる。その違いは、中等教育の入学率で区分されており、前者の方が大学進学
2

率が高く、後者の方が低くなっている。
*

我が国は、アメリカ、旧ソ連などと同じ類型で前者に属しており、一方、イ

ギリスは５.６％ 、フランスは１０.５％であり両国とも後者に属しているこ
*3

と。

同じ類型のアメリカは３８.９％であり、旧ソ連も教員養成、技術者養成を

除き１１.８％であること。

したがって、高等教育の普及率は、世界の主要国の水準に比べて劣っていな

い。と記述するのは適切ではない。
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（Ⅱ）４６答申 での高等教育に関する政策提言について
*4

３８答申から４年後の昭和４２年７月に文部大臣は、わが国の学校教育は、

過去１世紀にわたって長足の進歩をとげ、その普及度は国際的にもきわめて高

い水準にあり、わが国の近代国家としての成長と発展に重要な役割を果たして

きた。

一方、現在の学校教育については、新学制発足後20年を経た今日、制度的に

も内容的にも多くの問題点が指摘されており、その総合的な検討が要求されて

いる。さらに、技術革新の急速な進展と社会の複雑化とは、今後における学校

教育にますます多くの新しい課題の解決を要求することが予想される。

よってこの際、わが国の学校教育のこれまでの実績を再検討し問題点を明らか

にしてその改善方策を樹立するとともに、今後における国家社会の進展に即応

して、長期的な展望のもとに、就学前教育から高等教育までの学校教育の全般

にわたり総合的な拡充整備のための基本的施策を検討する必要があるので、制

度的・内容的に、

学校教育に対する国家社会の要請と教育の機会均等①

人間の発達段階と個人の能力・適性に応じた効果的な教育②

教育費の効果的な配分と適正な負担区分③

以上の３つ主要な観点から検討を行うよう」中央教育審議会に諮問した。

同審議会は、こ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

施策についてのこの諮問に対し、４４年６月に中間報告を行い、４年後の昭和

４６年６月に文部大臣に対して答申を行った。

その間に七つの特別委員会の１５９回の会合と７２回の小委員会、５回の公

聴会、７０以上の関係諸団体・審議会・官公庁からの意見聴取、10回の総会を

行うなど慎重に審議が行われた。

この答申の中で、第３章（高等教育の改革に関する基本構想）第１（高等教

育改革の中心的な課題）１１ 高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整

において、今日および今後の社会において充実した高等教育機関の設置経営に

は、国費の援助が不可欠であることを考慮すれば、一定の国の財源によってそ

の援助の効果を最大限に発揮するためには、高等教育の全体規模、教育機関の

目的・性格による区別、専門分野別の収容力の割合、地域的配置などについて

長期の見通しに立った国としての計画がなければならない。そこで、国民全体

の立場に立ってそのような計画を立案し、その実現を推進する公的な新しい体

制を確立し、この基本構想による高等教育の改革と整備充実をはかる必要があ

ると、記されている。
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その背景として、戦前におけるわが国の高等教育機関の多くは国立学校であ

ったが、今日では私立学校の比重がいちじるしく増加し、国立学校はその収容

力において全体の約２０％を占めるにすぎない。戦後における国民の高等教育

に対する需要の増大に対して私立学校の果たしてきた役割はきわめて大きく、

その事実を無視して今後における高等教育の整備充実を考えることはできな

い。

、 、 、しかしながら これまでの私立学校に関する国の方針は その設置について

国の全体計画を前提とした規制を加えることなく、一定の基準に合致すると認

められたものは認可するとともに、その維持経営についても国として直接の責

任は負わないこととしてきたため、そこからいろいろな問題が生じている。す

なわち、多数の私立学校が大都市に集中したり、文科系の収容力が不均衡に増

大したりする傾向がみられる。また、財政的な基盤が弱いため、学生数を過大

にして教育条件がいちじるしく低下したものも生じている。

このような事態を解消するためには、前項に述べたような国の財政的援助を

強化することが不可欠であるが、その場合には、援助の対象とすべき学校がこ

れまでのように無制限に新設拡充されることを放置することはできない。

本来、高等教育機関が合理的かつ効率的に整備充実されるためには、国・公

・私立の学校全体を通ずる望ましい全体計画が構想され、それにもとづいて国

民全体の立場から緊要とされるものが優先的に整備されるよう、計画的に誘導

し，調整する公的な機能が必要とされる。

そのような計画の立案と推進にあたる公的な機関は、広く国民的な利益を代

表する人々の参加を得て強力な指導性を発揮できるものとすべきであろう。

なお、高等教育機関が増加するにつれて、それらのうちには学内紛争や財政

上の行きづまりを自主的に解決できず、社会的な問題を引き起こすものも出て

くる傾向がみられるので、その解決に助力を与えるための公的な措置を制度化

することも検討すべきであろう、と説明されている。

このように前述の（Ⅰ （Ⅱ）での政策提言は、次節で述べるように日本で）

初めての高等教育政策に繋がっていった。



5 木田宏『戦後教育の展開と課題』２４０頁、教育開発研究所、昭和５６年*
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第２節 高等教育懇談会

中教審４６答申を受け、１年後に高等教育計画を作成するため文部省は高等

教育問題懇談会を設置した。その構成メンバーは産業界、大学関係者、高等学

校関係者など蒼々たる陣容だった。その中でも、公立大学関係者が構成員に入

っていたことは注目に値する。

この懇談会では、次の問題点について議論が進められた 。
*5

①高等教育の量的拡大について

②国・公・私立大学の割合のバランスについて

③大学学生の男女比について

④進学率の地域格差について

⑤国・公・私立大学の専門分野別の構成比について

⑥大学院の整備について

⑦安価な日本の大学体質について

⑧国際性の欠如について

⑨地域社会における大学の役割について

その結果として、国公私立を含めた高等教育の拡充整備の計画を初めて示し

たものができあがった。

昭和４７年度、昭和４８年度報告を見てみると、

昭和６１年度を目標年度とし、進学率４０％をめざす。国公立対私立の比率を

３０：７０と想定すれば要拡充率は１２万人：７万人、２５：７５と想定すれ

ば９万人：１０万人となる。

高等教育に要する経費については、私立も含めた額をケースⅠ、Ⅱ、Ⅲに分

けて試算している。

また、高等教育費の負担に関する検討課題では、高等教育の８０％を占める私

学に対し、公費の積極的な投入を行うことを言及している。

しかし、昭和４９年度、昭和５０年度の報告を見ると、いささか趣が違って

いる。

「計画期間を前期と後期に分け、前期計画（昭和５１年度～５５年度）では質

的充実に重点を置く。後期計画（昭和５６年度～６１年度）では計画的充実に

重点を置く 」となっている。。

拡充目標の数については、その記載が無くなり、替わって実現可能な数値が

記載されて、国立１万人、公立１,５００人、私立２万人となっている。ブロ

ックごとの収容力等の目途はつぎの表のとおりである。



10

進学者 千人 進学率 ％ 収容力 千人 国立によ 公私立に

ブロック 昭 和 昭 和 昭和 昭和 昭和 昭和 拡充 る拡充見 よる拡充
５ ０ ５ ５ ５０ ５５ ５０ ５５ 見込
年度 年度 年度 年度 年度 年度 数 込数 人 見込数人

北 海 道 27 28 31 34 20 23 3 1,000 2,000

東 北 44 46 25 30 25 28 3 1,100 1,900

関東・甲信越 192 208 42 42 274 281 7 2,200 4,800

東 海 70 76 42 42 56 61 5 1,000 4,000

北陸・近畿 125 138 48 48 137 143 6 1,700 4,300

中 国 48 45 43 44 26 29 3 1,000 2,000

四 国 25 23 38 39 12 14 2 800 1,200

九 州 77 76 30 34 58 61 3 1,200 1,800

計 608 640 38 40 608 640 32 10,000 22,000

このような相寄らない報告となったことについては以下のことが考えられる。

（１）第１次オイルショックのため日本経済は混乱し、物価上昇率は２桁を超

えて、財政状況に悪影響を及ぼした。

（２）私立大学への助成について国会議員から要求があり、議員立法として私

学振興助成法が成立した。これにより、私立大学等経常費補助金は昭和５０年

度1,007億円に拡充された。一方、私立学校法も改正され、私立大学の学部の

学科の設置廃止及び私立大学の収容定員に係る学則の変更が文部大臣の認可事

項とされた。また、私立大学・短期大学については５年間は特に必要があると

認める場合を除き、私立大学・短期大学の設置、私立大学・短期大学の学部又

は学科の設置及び私立大学・短期大学の収容定員の増加に係る学則の変更につ

いての認可は、しないものとする旨が定められ、定員が固定された。なお、大

学等の新増設を行わない地域は次のとおりである。

工業(場)等制限区域 その他の制令

首都圏 近畿圏 指定都市の区域

全 東京都区部、 札幌市、名古屋市、
域 武蔵野市 北九州市、福岡市

一 川口市 三鷹市 京都市 大阪市 守口市 横浜市、川崎市、京都市、、 、 、 、 、
部 横浜市、川崎市 東大阪市 堺市 神戸市 大阪市、神戸市の工業(場)、 、 、

尼崎市、西宮市、芦屋市 等制限区域以外の区域



6 黒羽亮一『大学政策 改革への軌跡』１８９頁、玉川大学出版会、平成１４年*
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（３）この高等教育懇談会の発足当時に大学学術局長だった木田氏は高等教育

拡充計画論者であったが、昭和４９年６月に学術国際局長に転出したため、以
6

後参画できなくなった。
*



7 大学設置審議会大学設置計画分科会『高等教育の計画的整備について 、昭和５４年* 』

12

第３節 大学設置審議会（昭和５４年１２月報告）

、 、高等教育懇談会は法的性格を持たない組織であったため 政府の方針により

昭和５２年に大学設置審議会大学設置計画分科会に高等教育計画専門委員会を

設け、高等教育懇談会の検討を引き継いだ。

３年の審議の後、昭和５４年１２月の報告 において、後期計画（昭和５６*7

年度～６１年度）の６年間については、量的充実よりも質的充実に重点を置く

内容となった。

詳細に見ていくと、次の５項目に分けて記されている。

（１）高等教育の構造の整備について

高等教育の構造の柔軟化、流動化は前期計画期間での進捗状況を見ても十分

、 、 、には進んでいないので 次の８点について 各大学の努力に期待するとともに

各種の施策を積極的に推進していく必要がある。

①大学は、教育研究面でそれぞれ特色のある発展が図られるよう努力を期待す

る。

②国際化の推進、社会人に対して門戸を開くため、各種の制度の弾力化進める

必要がある。

③大学院博士課程においては、専門領域について高度の研究能力の育成、応用

能力を高めるような教育内容と指導方法の工夫が必要である。修士課程につい

ては、設置目的を明確にし、相応の教育内容を用意すること。

④放送大学と既存の大学との連携協力を深める必要がある。異なる高等教育機

関との単位の加算制度を積極的に検討する必要がある。

⑤短期大学については、多様化が促進されることが望ましい。編入学の途を拡

充するため大学は編入学定員枠を設けるべき。

⑥夜間教育・通信教育は成人学生の要請に対応するような教育内容、方法等を

改善する必要がある。

⑦高等専門学校について

⑧専修学校について

（２）国立公立大学の整備の方向と規模の目途について

①国立大学については、地方における大学を中心として整備を進めるが、専門

分野構成の適正化に配慮する。

②公立大学については、地域の実情に即した専門職業教育等の整備が進められ

ることを期待する。

③前期計画を踏襲し、期間中合計で１４,０００人程度の規模の整備を進めて
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いくことが妥当である。

④高等専門学校の整備については、具体的な目途を掲げないこととした。

（３）私立大学の整備の方向と規模の目途

①量的な充実よりは質的な水準の向上に重点を置き、大都市のおける新増設抑

の方針を維持する。

②新増設を含め定員増の認可の目途は２０,０００人程度を見込む。

③学生の定員超過は後期計画終了時には１.３倍程度まで改善することを期待

する。

④欠員状況が約１万人ある点については、実態を調査し、その改善を図るよう

検討する必要がある。

（４）後期計画の整備規模と収容力

①整備を見込む規模の目途は、定員で３４,０００人程度、実員で４０,０００

人程度となる。昭和６１年度において、進学率は３７％程度と見込まれる。

②今後の進学動向や後期計画期間の整備の進展等を慎重に見極め、必要に応じ

て補正する必要がある。

（５）地域配置についての考え方

次の３つの方針に即し、各地区ごとの整備の目途を示すこととし、その目途

の試算をした（４万人の拡充見込数の内訳としては大学・短期大学を合わせ国

立１万２千人、公立２千人、私立２万人（定員超過を１.３倍))。

①全国の地域区分をを８地域とした。

②18歳人口の増加が見込まれない地域についても、地域収容率が低い場合は、

ある程度の整備を見込む。

③新増設を行わない地域として、首都圏及び近畿圏の工業(場)等制限区域、政
令指定都市のほか、新たに仙台市及び広島市の区域を加えることとした。

工業(場)等制限区域
その他の制令

首都圏 近畿圏 指定都市の区域

、 、 、全 東京都区部、 札幌市 仙台市 名古屋市
域 武蔵野市 広島市、北九州市、福岡市

一 川口市 三鷹市 京都市 大阪市 守口市 横浜市、川崎市、京都市、、 、 、 、 、
部 横浜市、川崎市 東大阪市 堺市 神戸市 大阪市、神戸市の工業(場)、 、 、

尼崎市、西宮市、芦屋市 等制限区域以外の区域

以上の後期計画を推進するための方策として、行政上の措置、後期計画の進行

状況の評価も記された。



8 平成１４年１１月２２日の学校教育法の一部改正に伴い、併せて私立学校法も改正さ*

れ、この条文は削除された。
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ここで注目しておきたいのは、地方における大学等の整備を推進するために必

要な方策を検討することとし、公私協力方式の原型が新たに考えられた。

また、新増設を禁止していた私立学校法附則第１３項は期限法であったので、

同趣旨の立法措置を講ずることを考えていたが、結果的に期限到達で適用され

なくなった 。それに代わって、大学設置審議会は「私立大学の設置等に関す*8

」 、 。る取り扱い方針 を決定し 同様に原則抑制の政策と取り続けることとなった

しかしながらこの後期計画もわが国の財政状況が急速に悪化し、国立大学の

拡充はほとんど行われなかった。



1 大学設置審議会大学設置計画分科会『昭和６１年度以降の高等教育の計画的整備につ*

いて 、昭和５９年』
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第２章 臨時定員政策の導入

ここでは、臨時的定員政策（第１次、第２次）の導入の経緯を示すと共に、

その結果及びマスコミの報道姿勢も紹介する。

第１節 第１次臨時定員政策

（Ⅰ）昭和５９年大学設置審議会大学設置計画分科会報告 について
*1

Ⅰ 昭和６１年度から６７年度までの７年の計画的整備の在り方について、

ア 高等教育の内容の整備

イ 高等教育機関の量的整備

の２つの視点から、今後の我が国の高等教育の計画的な整備の方向性と内容に

ついて、次の２点について検討が行われた。

１ 高等教育の在り方については、

①開かれた高等教育の視点に立った整備

②高等教育機関の国際化の視点に立った整備

③特色ある高等教育機関の視点に立った整備

が必要である。

２ 高等教育の量的整備の在り方については、

①大学等への進学意欲等を勘案すると、18歳人口がピークに達する昭和６７年

度においても現状程度の進学率を維持できる程度の収容規模を確保する必要が

ある。

②１８歳人口は昭和６８年度以降急減し、昭和７５年度には１５０万人台にな

るので、収容規模の増をすべて大学の新増設等による恒常的な定員増で行うこ

とは問題であり、既存の国公私立大学、短期大学で、期間を限った定員増をも

行って、これに対処することが妥当である。

③昭和７５年度の規模（進学率）については、昭和５８年度程度の規模（進学

率）が必要になると推定するのが妥当である。

Ⅱ 計画期間中の高等教育の整備の方向と内容について

１ 高等教育の質の充実については、次の３点に留意し行っていくべきものと

考える。

①開かれた高等教育機関の整備
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②高等教育機関の国際化の推進

③特色ある高等教育機関の整備

２ 高等教育期間の整備の規模の目途について

(１)大学、短期大学、高等専門学校の整備の規模の目途について

期間中７年間の大学、短期大学、高等専門学校の恒常定員増については、実

、 。員の定員化によるものを含め ４２,０００人程度を目途として整備を進める

併せてこの期間中に、大学、短期大学については、４４,０００人程度の期

間を限った定員増が必要である。なお、数字の目途については後述する。

今後の１８歳人口の推移から昭和６０年度から６１年度にかけて急激な１８

歳人口の増加を生じることから特に、計画期間の初期に重点を置くこととし、

この期間を限った定員増については、その性格から、教員組織、校地及び校舎

等の基準は弾力的に対応する。

(２)大学院の整備の方向について

現状については、入学定員の充足率、修了者の進路状況等に問題があるが、

全体として大学院の整備を進める。

３ 高等教育機関の地域配置の在り方について

(１)各地域ごとの整備の目途について

、 、大学・短期大学等の整備については 地域配置の適正化を図る観点に立って

大都市における新増設を抑制し、地方における整備を中心に行ってきた。

昭和５０年度から５８年度までの対１８歳人口収容指数は次の表のとおりであ

る。

区 分 50年度 51 52 53 54 55 56 57 58
%

北海道 22.6 24.0 24.4 25.4 25.2 25.6 24.9 24.4 24.7

東 北 13.3 14.3 14.1 15.3 15.8 16.2 16.7 16.8 16.8

関甲越 59.3 59.1 56.6 56.7 53.2 52.6 51.1 49.2 46.3

東 海 32.8 33.0 33.2 32.4 32.3 30.4 30.0 29.7 28.7

北陸近 52.1 52.6 49.9 50.0 48.2 47.5 45.2 44.7 42.3

中 国 22.9 24.4 24.3 25.0 24.9 26.1 26.1 26.2 25.7

四 国 15.9 16.9 17.5 18.2 19.4 19.4 19.7 19.8 19.7

九 州 22.2 22.8 22.9 24.3 24.8 25.1 25.5 25.8 26.0

計 37.8 38.6 37.7 38.4 37.4 37.4 36.9 36.3 35.1
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＊対１８歳人口収容指数

＝当該地域の大学・短期大学の入学者／当該地域の３年前の中学校卒業者数×１００

関東甲信越、東海、北陸近畿地域は、大都市における新増設を抑制したため

大学・短期大学への入学者数割合が減少している。

昭和５０年代後期計画での全国の地域区分を再編成し、新たに１３の地域に

区分し、各地区ごとに計画期間中の定員増の目途を示した。

地域名 整備の目途 当該都道府県名

北海道 ２,５００人 北海道

北東北 ２,０００ 青森、岩手、秋田

南東北 ３,０００ 宮城、山形、福島

北関東 ６,０００ 茨城、栃木、群馬

南関東 ２６,０００ 千葉、埼玉、東京、神奈川

甲信越静 ６,５００ 新潟、長野、山梨、静岡

東 海 ８,５００ 岐阜、愛知、三重

北 陸 ２,５００ 富山、石川、福井

近 畿 １３,０００ 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 国 ６,０００ 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四 国 ２,５００ 徳島、香川、愛媛、高知

北九州 ５,０００ 福岡、佐賀、長崎、大分

南九州 ２,５００ 熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

計 ８６,０００

この表は、固定的なものとして取り扱わず、適宜、適切な補正を加えていく

ことが必要である。

(２)工業(場)等制限区域及び政令指定都市等における大学等の整備について

昭和５０年代後期計画と同様、大学、短期大学の新増設は原則として行わな

い。特に必要があるものについてのみ新増設を認める。

また、期間を限った定員増についても認める。



2 言葉の概念は未定義だったが、設立経費の全額寄附が行われて最初に設置認可された*

のは、北海学園北見大学( 52設置)。法人として最初に設置認可されたのは、東北芸術工S

科大学( 4設置)。H

3 設置認可の例はない*

4 最初に設置認可されたのは、釧路公立大学( 63設置)。* S
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工業(場)等制限区域
その他の制令

首都圏 近畿圏 指定都市の区域

、 、 、全 東京都区部、 札幌市 仙台市 名古屋市
域 武蔵野市 広島市、北九州市、福岡市

一 川口市 三鷹市 京都市 大阪市 守口市 横浜市、川崎市、京都市、、 、 、 、 、
部 横浜市、川崎市 東大阪市 堺市 神戸市 大阪市、神戸市の工業(場)、 、 、

尼崎市、西宮市、芦屋市 等制限区域以外の区域

(３)国、地方公共団体、学校法人の協力方式による高等教育機関の整備につい

て

次の３つ協力方式が考えられた。

ア 公私協力方式

地元の要望に応じ高等教育機関を設置・運営する場合には、設置形態は私立
2であるが、地方公共団体と学校法人の協力によって設置・運営する方式*

イ 国公私協力方式

計画的な人材養成を図る必要のある分野や地域配置の適正化等国の観点から

その設置の必要性が特に高いものについては、設置形態は私立であるが、国公
3

私立の協力によって設置・運営する方式
*

ウ 一部事務組合立方式

一地方公共団体では高等教育機関を設置・運営することが困難な場合には、
4一部組合立を設けて設置・運営する方式*

（４）定員増の目途の算出方法

・恒常的な定員増の目途

①昭和７５年度の大学・短期大学への入学者を６１３,０００人（昭和５８年

度の数）と同程度とする。

②昭和７５年度の国公私立を通じた定員超過率を１.１倍程度とする。

③国公私立を通じた定員超過率を１.１倍程度で６１３,０００人の入学者を収
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容するためには、昭和７５年度の大学・短期大学の入学者を５５１,０００人

まで整備しておくことが必要。

④昭和６０年度の大学・短期大学の入学者が４９５,０００人、昭和６１年度

から７５年度までに必要な定員増数は５６,０００人であるが、その３／４の

４２,０００人を計画期間中に整備する。

・期間を限った定員増の目途

①昭和６７年度の定員は５３７,０００人となる。

②昭和６７年度の国公私立を通じた定員超過率を昭和５８年度の１.２８倍と

同率する。

③昭和６７年度の定員に定員超過率を見込むと６８５,０００人の入学者が収

容できる。

④昭和６７年度の大学・短期大学進学率を昭和５８年度の率３５.８％と同率

とすると大学・短期大学の入学者は７２９,０００人となる。

⑤昭和６７年度に収容すべき７２９,０００人に対し、恒常的な定員増で対応

できる ６８５,０００人との差４４,０００人について、既存の大学・短期大

学で期間を限った定員増を行って対応する。

この報告を作成するために、昭和５６年１２月から昭和５９年６月までの会

議の回数は、大学設置審議会総会 ２回、大学設置計画分科会 ９回、高等教

育計画専門委員会 １８回、起草小委員会 ８回であった。
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（Ⅱ）大学設置審議会における期間を付して収容定員を増加する場合に関す

る審査方針、取扱方針について

この期間を付して収容定員を増加する施策を実施するため、審査方針、取扱

方針が毎年度定められた。昭和５９年度から６１年度の主な変更点については

次のとおりである。

（１）昭和５９年度

①期間を付して収容定員を増加する場合に関する取扱方針、昭和５９年９月７

日（大学設置審議会決定）

・私立大学の設置等に関する取り扱い方針の地域による制限の規定は適用しな

い。

②期間を付して収容定員を増加する場合に関する審査方針、昭和５９年９月７

日（大学設置審議会設置分科会申し合わせ）

・期間を付した収容定員の増を認める限度については、特に制限を設けない。

・収容実員が収容定員の２倍を超えているときは、原則として期間を付した入

学定員増は認めない。しかし、個々の事情を慎重に審議して、教育に支障がな

いと認められる場合には、認めることができる。

（２）昭和６０年度

①昭和６１年度の期間を付した入学定員増に関する審査の留意点、昭和６０年

１２月１８日（大学設置審議会決定）

・大学・短期大学全体の恒常的な入学定員の１.７５倍以内とし、小規模校は

２.０倍以内とする。

（３）昭和６１年度

①今後の取り扱い方針について、昭和６１年５月２２日（大学設置審議会設置

分科会了承 、９月５日（大学設置審議会決定））

・臨時的定員増の審査については、初年度において相当程度整備の目途を達成

した。

・私立短期大学の臨時的定員増についは、初年度に特に顕著な整備が図られた

ので、制限区域においては原則として認めない。その他の区域については地域

により弾力的に対処とする。

・臨時定員増の期間は９年以内とする。

②期間を付して収容定員を増加する場合に関する取扱方針、昭和６１年９月５

日（大学設置審議会決定）

・短期大学については制限区域では認めない。その他の区域は計画分科会の報

告を勘案し弾力的とする。

③期間を付して収容定員を増加する場合に関する審査方針、昭和６１年９月５

日（大学設置審議会設置分科会申し合わせ）
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・期間を付した収容定員を増加を認める限度は、入学定員が５００人を超える

場合は１.３倍、３００人を超え５００人以下の場合は１.４倍、３００人以下

。 。の場合は１.５倍とする 申請定員が１００人以下の場合は弾力的に取り扱う

④昭和６２年度の期間を付した入学定員増に関する審査の留意点、昭和６１年

９月５日（大学設置審議会決定）

・大学・短期大学全体の恒常的な入学定員の１.５倍以内とし、小規模校は１.

７５倍以内で弾力的に対応。

以上のこれら方針について詳しく見ていくと、昭和６０年度と昭和６１年度

以降では明らかに方針が違っていることが分かる。それは、大都市部の私立短

期大学の多くが期間を付して収容定員を増加する施策をいち早く機関決定し取

り入れようとした、つまり、教授会意向と言うより経営者サイドの意向が強く

働いたことが容易に感じ取れる。その結果として、大都市部での私立短期大学

の増員数の予定を超えてしまったので、翌年度からは取扱い方針として地方の

私立短期大学のみに申請を認めることとしたからである。

一方、私立大学の多くは機関決定に時間を要し、私立短期大学の場合とは違

って教授会の意向が大学の方針を決めると言っても過言でない状況が存在して

いるので、私立短期大学の約７０％の増員数しか申請できなかったことから、

私立短期大学とでは取り扱いが違ったのである。



5 国立大学に関してはこの名称が使われていた。*

6 『全国大学一覧 『短期大学一覧』から作成* 』、

7 朝日新聞、平成２年３月２６日*
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（Ⅲ）昭和６１年度から平成元年度までの認可の状況について

文部省は国立大学の数校で先行措置として昭和６０年度から臨時増募 を実*5

施している。それは当時の状況として、私立大学がこの施策に協力しないので

はないかと危機意識があり、呼び水として実施することにより、啓蒙を図ると

いう目的があった。

昭和６１年度から平成元年度までの認可の状況 は次表のとおりである。
*6

年度 国立大学 公立大学 私立大学 私立短期大学 私立の計

人 人 人 人 人

６０ １０２ ０ ０ ０ ０

６１ ４，９２０ ０ １１，８５５ １７，２７０ ２９，１２５

６２ ２，６２７ １４１ ５，１４０ ６７０ ５，８１０

６３ ８１８ ５０ ９６６ ５０ １，０１６

元 △８０ ０ １０ ０ １０

私立大学・短期大学の合計で３５，９６１人の定員が増えたことになるが、

当初の想定された入学者数の増とは違って、実態上は私立大学・短期大学の定

員超過の水増しの解消 というケースが多くみられた。
*7



8 大学設置審議会 「新高等教育計画の今後の運用について 、平成元年２月７日* 、 」
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第２節 第２次臨時定員政策

（Ⅰ）平成２年大学設置・学校法人審議会大学設置計画分科会報告について

前節でも述べたように、臨時的定員の増加は定員超過状態の解消という実態

が強く、思ったほど大学・短期大学の実入学者数は伸びなかった。一方におい

て志願率が上昇傾向を示し、不合格者数も増大していった結果、浪人生も約２

０万人になるなど、新たな対策を文部省は考慮せざるを得なかった。

この浪人生問題は新聞論調や国会質問でも取り上げられ、臨時的定員の目標

が達成されているにも係わらず臨時的定員の門戸を再度開くことになった。

しかし、入学定員政策変更という重要事項にも係わらず、大学審議会では新

高等教育計画の今後の運用 で対応することとし、期間を付して収容定員を増*8

加する場合に関する審査方針、平成２年３月１４日（設置分科会申し合わせ）

が新たに作成された。その内容は、

期間を付した収容定員を増加を認める限度は、特に制限を設けない。というも

のである。

具体的には、平成２年４月２３日付け文高企第１２９号にて、学校法人理事

長宛発出され公文書にて定員増数制限の緩和が行われたのである。

この通知文の内容は次のとおりである。

①期間を付した入学定員の整備及び事務の簡素化の観点から、期間を付して入

学定員を増加する場合の学則の変更認可申請に係る書類の一部を簡素化した。

（１ 「学長及び教員の氏名，経歴の概要等を記載した書類」については 「学） 、

歴等 「教歴 「著書、学術論文等の数 「前審査の状況」及び「個人調書の」、 」、 」、

番号」の欄の記入は要しないこととしたこと。

（２ 「経費及び維持方法を記載した書類」に、次の書類は、添付することを）

要しないこととしたこと。

ア 学校法人の登記簿謄本

イ 申請時の財産目録

ウ 所要経費の調達方法の詳細を記載した書類（入学定員の増加に伴い新たに

施設設備の整備を行う場合を除く ）。

エ 学生生徒納付金等調書

②期間を付して入学定員を増加する場合に課していた定員増数についての制限

についても、その取扱いを緩和した。



9 『全国大学一覧 『短期大学一覧』から作成* 』、

10 大学改革転換増設研究会編集『大学・短大の改組転換・増設マニュアル』８頁、地域*

科学研究会、平成１０年
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（Ⅱ）平成２年度から平成４年度までの認可の状況について

平成２年度から平成４年度までの状況 は以下のとおりである。*9

年度 国立大学 公立大学 私立大学 私立短期大学 私立の計

人 人 人 人 人

２ ０ ０ ４，１２５ １，６１０ ５，７３５

３ ０ ７３０ ２７，３４３ １４，３２５ ４１，６６８

４ ０ ２００ １５，４８８ ４，１３０ １９，６１８

昭和６０年度から平成４年度までの臨時的定員増数の合計は１１２,５６８

人となり、整備の目途（４４,０００人）に対する達成率は２５５.８％となっ

た。そのうち私立大学・私立短期大学の臨時的定員増数の計は１０２,９８２

人で、全体の９１．５％にも達していた。大学数で見てみると、私立大学で

２６３校（約６２％ 、私立短期大学で２６２校（約５３％） の認可申請が）
*10

行われた。また、平成４年度の大学・短期大学の入学定員は６７６,２４３人

であり、結果としてその１６.６％が臨時的定員によって占められることにな

った。

一方、１８歳人口は平成４年度（２０５万人）までの右肩上がり状況から平

成５年度以降は右肩下がりの急減状況になっており、平成１２年度では１５１

万人（△２６％）となり、平成２０年度には約１２０万人（△４１％）となる

ことが見込まれている。平成１５年度の１８歳人口は１４６万人であり、大学

・短期大学の進学率を５０％と想定し、入学定員（６６万人と予想）超過率を

１.１倍とすると、平成１５年度には大学・短期大学への入学希望者は見かけ

上で全員入学できる状況になることが想定できることとなった。

平成４年度当時においては、平成１５年度に大学・短期大学の全入時代が到

来するとは考えていなかったようである。なぜなら、平成２０年度までの１８

歳人口グラフを文部省は作成していたので、もっと早い時期に全入時代が到来

すると意識していたらそういうグラフは作らないと考えられる。
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第３節 マスコミの報道姿勢

この臨時的定員政策について、マスコミの報道姿勢を見てみたい。

平成２年３月２６日の朝日新聞には 「若者４０余万人のため息」の見出し、

で

『友がみなわれよりえらく見ゆる日よ……

と、そんなつぶやきが聞こえる季節。ことしも大学入試がほぼ終わり、受験

生の明暗が定まった。

この春、ため息をつく若者は、空前の人数におよんでいる。まだ推定の段階

だが、去年ついに４０万人を超えた不合格者が、ことしは、多ければ４４万人

前後にもなりそうなのだ（志願者は約１１５万人 。）

うち３２－３３万人が浪人して来春を期すだろう、と観測されている。つま

り、あとの人たちは大学をあきらめ、専修学校などに進んだり、就職したり、

フリーターになったりする、という計算である。

実際、ことしの入試はきわめて難しかった。受験産業の全国模試などの結果

から、自分の成績ならこの大学に合格できそうだと判断していた受験生が、つ

ぎつぎと不合格になる。すべり止めのつもりで受けた学校が、すべり止めの役

をなさない。そうした例があいついだ。合格最低点は、どこの大学でもかなり

高くなったらしい。

そうなった事情は、簡単である。第１に、第２次ベビーブームの世代が本格

的に受験期にさしかかったこと。第２に、豊かさを背景に、高校生の大学志望

の率が年を追って上がり、いまや同世代の半数近くにまでなっていること。そ

して第３に、これだけ志望者がふえているのに、大学の定員はあまり増えてい

ないことだ。

「ベビーブームのときに生まれたなんて、ついてないなあ 「大変だと思っ」

てはいたけど、こんな激戦になるなんて」

残念ながら入試に失敗した若者たちの、そうした嘆きをよく聞く。５年前の

８５年を例にとると、この年の志願者は８５万人、不合格者は２６万人、浪人

した者は２２万人だった。志願者に対する入学者の比率（入学率）は６９％。

それが、ことしは６２％程度に下がったとみられる 「もうちょっと早く生ま。

れたかった」という願いは無理もない、といえよう。

こうなることは、ほぼわかっていた。十分な対策がとられなかったのは、文

部省が大学志願率の伸びを予測できなかったこと 批判のあった私立大学の 定、 「

員水増し」が、これほど改善されるとも予測していなかったことによる。志望

者が多少ふえても、私大の定員水増しで引き受けさせればなんとかなる、と思

っていたのではないか。

大学なんてどうせレジャーランド、これ以上門を開く必要はない、との声も

あるだろう。逆に、国民全体の教育レベルが上がるのはいいことだ、と考える
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人も少なくあるまい。大学および大学生のあり方については、いろいろと意見

がわかれる。

けれども、大学に進みたいと願う若者が、毎年４０万人以上も不合格になる

というのは、社会問題ではないだろうか。

高学歴が就職に際しても有利だという社会の現況、産業界も大卒者を求めて

いる事実、しかも２１世紀には専門職が大幅に不足するとの予測も、視野にい

れねばなるまい。

長期的に高等教育のあり方を見直すとともに、とりあえず来春以降の受験生

のために、文部省は大学の門をもっと開くよう、具体的には大学の募集定員を

もっとふやすように努めるべきだ。その場合、これまで、ともすると私大にの

みゲタを預ける傾向があったが、国立大にも当然の負担を望みたい。

、 。 、定員増は 教員の充足や施設などの点で問題が多いのも明らかだ といって

この若者たちに「ベビーブーム期に生まれたのが不運とあきらめろ」と、だれ

がいえるだろう 』との社説を掲載している。。

このようにマスコミは、第２次臨定政策を早急に策定するよう論調を張り、

世論に訴えていた。



1 大学設置審議会大学設置計画分科会 「昭和６１年度以降の高等教育の計画的整備につ* 、

いて」昭和５９年６月
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第３章 大学設置に関する審査の取り扱い方針

－原則抑制策の継続－

ここでは、臨時的定員政策後の高等教育政策（原則抑制策の継続）について

の概要を示すと共に、マスコミの報道姿勢も紹介する。

第１節 平成３年５月１７日大学審議会答申

昭和６２年１０月に文部大臣から「大学等における教育研究の高度化、個性

化及び活性化等のための具体的方策について」の諮問を大学審議会は受けて、

平成５年度以降の高等教育の整備の在り方について、新たな高等教育計画の策

定のため高等教育の在り方、質的充実、規模、地域配置、専門分野構成、行財

政政策等についての審議を行うため平成元年１０月に高等教育計画部を設置し

た。

高等教育計画部会における審議、関係者からのヒヤリングを実施するなど慎

、 。重に審議が重ねられ 平成３年５月１７日に文部大臣に対して答申が行われた

この答申の定員政策に関する部分を要約すると次のとおりである。

（１）平成５年度以降の高等教育の計画的整備計画の基本的考え方

現行計画 に引き続く１８歳人口急減期の計画として、平成５年度から平成*1

１２年度の８年間とする。

ただし、１８歳人口は平成１３年度以降もさらに減少し続けることが予想さ

れており平成１３年度以降も見通した長期的な展望にも十分留意すること。

（２）今後における高等教育の整備とその発展の方向

今後の高等教育の規模については、１８歳人口の減少という縮小要因ととも

に、社会人学生・外国人留学生の増加、学術研究の進展や社会経済の発展に伴

う新たな需要等の拡大要因が見込まれている。一方、大学・短期大学について

は１８歳人口の急増に対処するために既に相当の量的整備が行われていること

も考慮する必要がある。

これらのことを総合的に勘案すると、今後における高等教育の整備の方向性

としては、

①高等教育の構造の柔軟化を進める

②大学・短期大学については、量的拡大よりも質的な充実を格段に図ることが

重要である。
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なお、質的充実に当たって重視すべき方向としては、教育機能の強化、世界

的水準の教育研究の推進、生涯学習への適切な対応の三つがあげられる。

（３）高等教育の規模等について

１８歳人口が急減し、ピーク時の平成４年度に比べて規模の縮小が見込まれ

る時期においては、従来のような計画的な整備を設定するという手法をとるこ

とは、適当とはいえない。 そこで、平成１２年度の高等教育の規模に関する

３つのケースを想定した。

当面は、ケース１を念頭に置いて行財政政策を推進することが適当であり、

今後、大学等の新増設については、原則抑制の方針で望む必要がある。

平成１２年度における高等教育の規模の想定について

入学者数 入学定員
入学者数 入学定員 進学率

Ｈ２年度[738] Ｈ３年度[659](566)
千人 千人 ％ との比較 千人 との比較 千人

ケース１ ６４９ ５９０ 40.0 △８９ △６９
(43.0) （２４）

ケース２ ６６７ ６０６ 41.2 △７１ △５３
(44.2) （４０）

ケース３ ６８２ ６２０ 42.2 △５６ △３９
(45.2) （５４）

＊進学率の( )は外国人留学生15千人・社会人学生30千人を含む

＊入学定員の( )は期限を限った定員を除いた場合の数

（４）高等教育の地域配置

地域間格差是正を基本としつつも、特に地方の中枢的都市及びその周辺地域

での大学等の整備を重視する。

現行計画 新計画

首都圏・近畿圏における 原則抑制 原則抑制
工業（場）等制限区域

首都圏・近畿圏・中部圏 原則抑制 原則抑制
の政令指定都市 地域の実情に応じ弾力

地域の実情に応じ弾力 的に対応
的に対応

首都圏・近畿圏・中部圏 地域制限を設けない
以外の政令指定都市
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（５）高等教育の専門分野構成

特定分野の人材養成については、社会的ニーズの変化等に改組転換を含め適

切に対応していく必要がある。

・医師、歯科医師、教員、船舶職員、獣医師は不補充。

・看護職員は、なお整備を図る必要がある。

（６）高等教育財政の充実の在り方

①先進諸国に対して、我が国の高等教育財政支出は不十分であり、公財政支出

のなお一層の充実が必要。

②今後期待される高等教育の質的充実を図り、その努力を積極的に奨励するた

め必要に応じ重点配分をする。

③民間資金の積極的な導入の促進を図る。

以上の各政策については次のように考える。

(ｱ)国立大学の役割の重要性に鑑み、国立学校特別会計の充実・教育研究の充

実のための基盤的整備・大学の努力を奨励するため重点配分を促進する。

(ｲ)公立大学は当該地域で重要な役割を果たしており、その努力を支援するた

めの財政措置の充実に努める。

(ｳ)私学の果たす役割の重要性のかんがみ、私学の経営基盤の安定・教育研究

の一層の質的改善のため経常費補助の推進を図る。

(ｴ)家計における教育費負担が増大しており、その学費負担の軽減を図るため

育英奨学事業の充実に努める。

（７）設置認可の在り方

①大学・短期大学等の新増設は、原則として抑制する。

②学術研究の進展・社会経済の発展に伴う新たな需要、地域社会の発展等の観

点から極めて必要性が高いものは認める。特に、経営基盤の安定性の確保が必

要であることに留意する

③改組転換・編入学定員の設定には積極的に対応する必要がある。

（８）その他

①期限を限った定員（臨時的定員）は、定められた期限の到来によって解消す

ることを原則とする。

②私学経営に関する相談体制の一層の充実。廃止の危機の陥った私学が生じた

場合における学生の取扱い等を検討する
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第２節 平成９年１月２９日大学審議会答申

平成５年度以降の高等教育の計画的整備について（平成３年５月１７日大学

審議会答申）に引き続き、大学審議会は平成１２年度以降の高等教育の将来構

想については、大学の大衆化、生涯教育の進展、国際化などの急激な社会の変

化が予測されるので、将来の高等教育の在り方を検討するため平成７年４月に

大学教育部会に高等教育将来構想専門委員会を設置した。

さらに、高等教育将来構想専門委員会の審議を踏まえ、平成７年１１月には

高等教育将来構想検討部会を設置した。

一方、新聞報道 を見てみると以下の報道があった。
*2

『 。大学審議会は２０００年度以降の大学の定員をどうするかを検討している

最大の問題は十八歳人口の急増期を乗り切るため、１９９９年度末にはなくす

条件で認めた臨時定員の取り扱いである。

大学・短大の入学定員は、現在７０万人。この中に１１万人の臨定が入って

いる。条件通りに臨定を解消できれば、２０１０年には、現在と大差のない大

学進学率を維持できる。もし解消できなければ、１８歳人口の７割を大学に入

れることになる。大学志願者がそんなにいなければ、大学は倒産する。そうな

れば世間は文部省の「無策」を責めるだろう。志願者がいれば、大学は低学力

などに悩むいまの高校に似た状況になるのは必至だ。

文部省は大学の水準を維持するためにも、臨定を解消したい。それができず

に悩んでいるのは、臨定解消に反対の私大が多く、直ちに経営難に陥る大学も

予想されるからだ。生涯学習の時代を理由に「大学全入」を唱える識者も増え

ている。

この問題は２１世紀に日本はどんな大学を持つかということだ。それが来秋

までに決まる。いずれの道を選択するにせよ、国民意識に逆らっては、定着し

ない。

大学は今後、どうあるべきか。文部省の外で、活発な論議を起こす時期では

ないのか。政策が決まってからでは遅すぎる 』。

、 。と 審議会にとらわれない議論の展開を期待する旨が受け取れる内容であった

その後、高等教育将来構想検討部会は、

①高等教育の大衆化、

②高等教育おける「質」の確保、

③社会経済の変化・学問の発展に対応した人材養成、

④高等教育の地域配置の在り方、

の４つの視点から関係者からのヒヤリングを実施するなど専門的かつ慎重な審
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議が重ねられていた。

高等教育将来構想検討部会の審議状況を受けて 「全入」時代の大学像を問、

うという新聞社説 があった。
*3

『ひと握りのエリートだけの大学から、進学率が年々高まってマスプロとい

われる大衆化した現在の大学へ。それがさらに極まって普遍化した大学へ、つ

まり大学のユニバーサル化と国際的に言われる段階へ日本も突き進んでいる。

試算は、そのことをはっきり示した。１９９２年度に最高２０５万人だった

１８歳人口が、２００９年には１２０万人にまで減る。このとき、志願者に対

して大学・短大の総定員数の割合は１００％になる。数字上は、全員入学とい

うわけだ。

むろん志願者が特定の大学に集中するだろうから、浪人ゼロとはいかない。

それでも受験生には門戸が大きく広がり、その一方で欠員が出て倒産の憂き目

にあう大学も予想される。だれでも入れるのなら、質の低下もあきらかだ。

それは好ましくないとして、１８八歳人口の急減に見合うように総定員の枠

を縮小するという選択もありうる。しかし将来構想部会では、全体の規模の縮

小ではなく、新増設の「抑制的対応」を求めている。

急増期に特別にもうけた臨時定員についても、当初の全廃方針を変えて半分

程度をそのまま残すべきだと提案している。

大学審議会と文部省は、２１世紀にむけて大学の「全入」時代を受け入れる

姿勢をはっきりさせたということだろう。

当然の判断というべきだ。社会が複雑多様に急変する時代を迎えて、できる

だけ多くの若者に高度な知識と能力を身につける機会をたくさん用意しておき

たい。若者に限らず、生涯を通じて学ぼうとする国民の意欲にこたえなければ

ならない。

、 、 。しかし 大学自身と学生の質の確保をどうするかは 大きな問題として残る

これまでの高等教育計画のように行政の定員管理によって質を保つのか、規制

を緩めて自由な競争原理によるのか。

、 。 「 」部会の審議では あきらかに後者の方向を打ち出した 従来のような 計画

をやめて「構想」と言い、高等教育機関の「自己責任の原則」を再三強調して

いる。自らの責任において、社会と学生のニーズにこたえて教育研究の改善に

努力すべきだという。方向としてはその通りだろう。

自由化の半面で、大学の質を保障するためには客観的な相互評価の機構が欠

かせない。しかし、日本ではいまだに評価基準さえ機能していない。

審議のまとめは全体を通じて、高等教育機関の「多様化」をはかり、それぞ
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れの理念・目標に基づいて発展していく、という将来の構図を描いている。こ

のことは教育・研究・社会サービスといった役割分担による大学の種別化なの

か。序列化になったら、あまねく広く高等教育の機会を用意するという普遍化

に影がさす。

つまりは、これまでの審議から、新しい大学像はまだ鮮明に見えてこない。

戦前の旧制に学んだ世代が社会の一線からほぼ消え、郷愁論も薄れた。一方

で戦後の新制大学の理念を象徴した一般教育課程の崩壊と、その後の専門教育

のあり方をめぐって模索が続いている。進行中の大学改革も冬の時代の生き残

り策が先立って、あるべき全体像が見失われている。

二十一世紀を見通した大学の将来構想というからには、そうした指摘にこた

える深みのある議論を期待したい 』と報じている。。

このように、さらなる議論をマスコミは期待していたようであった。

平成９年１月２９日に文部大臣に対して、平成１２年度以降の高等教育の将

来構想について答申が行われた。

この答申の要旨は次のとおりである。

ア 今後における高等教育の発展の方向について

(1)将来構想の対象期間

平成１２年度から１６年度までの５年間とする。

(2)高等教育の普及に対する考え方

高等教育機関に学びたいという意欲が高まっており、積極的に受け止めてい

く必要がある。高等教育機関の多様化と質的向上が必要である。

(3)高等教育の質的向上

１８歳人口の減少に伴い、大学等にとって一層競争的な環境が予想される。

各大学等は教育研究の在り方を工夫していくことが必要である。

、 。また 高等教育の質的向上のため評価の在り方について検討することが必要

さらに、各大学等が入試選抜の在り方を工夫し、厳格な学習成果を評価し、

卒業生の質の確保を図る。

イ 高等教育の規模に関する考え方について

(1)全体規模に関する考え方

大学等の新増設については、基本的には抑制的に対応する。

従来「抑制の例外」としていた事項の運用を見直し 「特別の人材養成に係、

るもので、我が国全体として特に必要と認められるもの」等に配慮することが

必要である。

(2)大学等の地域配置についての考え方

大都市においては、引き続き、大学等の新増設を抑制する。
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しかし、大都市抑制の具体的な在り方について弾力化が必要。このため、工

業（場）等制限区域内において

①極めて重要性の高いもの、

②編入学定員の設定、

については一定の限度内で例外として認める。

また、準制限区域については、地域の実情に応じ弾力的に取り扱う。

(3)臨時的定員の取扱い

臨時的定員については、１８歳人口の急増・急減期の調整を図るという本来

の趣旨に沿えば、平成１１年度末までに解消すべきであるが、

①入学定員の減少に伴う受験生への影響

②臨時的定員が教育機会の確保に果たしてきた役割

③私学経営の影響

などに配慮する必要がある。

この点を踏まえると、臨時的定員を平成１１年度末ですべて解消することは

適切でなく、全体として、本構想の対象期間である平成１６年度までの５年間

程度の間で、段階的に解消することが適切である。

しかしながら、大学等への進学率は、既に現行計画で想定した最大のケース

、 、をも上回って推移しており 現行計画どおり臨時的定員をすべて解消した場合

進学率等が平成１１年度を下回る結果になることが考えられる。

これらを総合的に勘案すれば、

①臨時的定員については、段階的に解消していく

②平成１１年度の規模の５割程度の恒常的定員化を認める

ことが適切である。

なお、臨時的定員の恒常的定員化については、一般的な恒常的定員増の抑制

や大都市部での新増設の抑制の例外として扱うことが必要がある。

また、恒常的定員化については、設置基準を満たす限り、申請に基づき、平

成１１年度の数の５割の範囲内でこれを認めることとする。

さらに、入学定員規模等を考慮して、特に必要と認められる大学等に対して

は、恒常的定員化を認める場合等について例外的に取り扱う等の配慮が必要で

ある。

(4)高等教育財政の充実について

我が国の高等教育における私学の果たす役割の重要性にかんがみ、教育研究

の一層の改善、修学上の経済的負担の軽減、私学の経営基盤の安定のため、私

学助成の推進を図る必要がある。このため、特色ある教育研究等に対する助成

の充実し、その重点的配分を図る必要がある。
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(5)競争的な環境における発展の取り組みについて

１８歳人口の減少に伴い、一層厳しい経営環境になっていくことが予想され

る。各大学等は自らの責任において、ニーズに対応した組織編成の見直し、教

育内容・方法の改善等に、格段の努力を行っていくことが不可欠である。

なお、私学経営に関する相談体制の一層の充実とともに、大学等が廃止され

る場合の学生の取扱については、適切な方策を講じることが必要である。

(6)平成１７年度以降の高等教育の構想等

平成１７年度以降の高等教育の構想については、本構想の対象期間内の適切

な時期に検討を行うことが必要である。

なお、本構想に示した内容については、高等教育機関への進学の動向等に留

意しつつ、対象期間中、必要が生じた場合は、適切な補正を加えていくことと

する。

全体規模の試算①（大学・短期大学）

（臨時的定員をすべて解消した場合） （千人、％）

８年度実績 １１年度 １６年度 ２１年度

１８歳人口 １,７３２ １,５４５ １,４１１ １,２０１

志願者数 １,０９６ ９３４ ９０５ ７６９
（志願倍率） (５４.４) (５４ ４) (５４.４) (６２ ９)． ．

入学定員 ６９３ ７０６ ６１９ ６４１

入学者数 ８００ ７４８ ６８１ ７０１

志願者に対する ７３.０ ８０.１ ７５.３ ９１.１
収 容 力

進学率 ４６.２ ４８.４ ４８.３ ５８.３
（高卒進学率） (４５.５) (４５.１) (５４.６)

＊試算の考え方

１ 現役志願率は、大学・短期大学それぞれの平成８年度実績（大学・・

年０.８％増、短期大学・・０.６％減）で推移するものとした。ただし、

短期大学は１２年度以降、１１年度の想定値で固定するものとした。

２ 入学定員は、恒常的定員の平成８年度実績（大学・・年６.６千人増、

短期大学・・２.２千人減）を維持し、臨時的定員は全て解消するが、

入学者数は１６年度まではなだらかに推移するのもとした。
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３ 外国人留学生、社会人学生の入学者数は、それぞれ15千人、30千人とし

た。

４ 定員超過率は、１.１０倍とした。

全体規模の試算②（大学・短期大学）

（臨時的定員の５割を恒常的定員化した場合） （千人、％）

８年度実績 １１年度 １６年度 ２１年度

１８歳人口 １,７３２ １,５４５ １,４１１ １,２０１

志願者数 １,０９６ ９３４ ８７６ ７０７
（志願倍率） (５４ ４) (５４.４) (５８ ９) (６２ ９)． ． ．

入学定員 ６９３ ７０６ ６５７ ６７９

入学者数 ８００ ７４８ ７１１ ７０７

志願者に対する ７３.０ ８０.１ ８１.１ １００.０
収 容 力

進学率 ４６.２ ４８.４ ５０.４ ５８.８
（高卒進学率） (４５.５) (４７.２) (５５.１)

＊試算の考え方

試算①の考え方に加え、入学定員については

１ 恒常的定員については、大学・短期大学それぞれ、平成７年度から８年度

の増減を維持する。ただし、大学については、１２年度から１６年度までの

、 、 、間 臨時的定員の恒常的定員化に伴い それ以外の恒常的定員増については

通常の1/2となるものとした。

２ 臨時的定員については、１２年度から１６年度にかけて、毎年度、１１年

度規模の１割ずつ解消し、１６年度に５割を恒常的定員化（臨時的定員は全

て解消）するものとする。

巻末（６５頁）に昭和４９年度から平成１４年度の大学・短期大学の規模等

の推移表を添付している。



1 日本私立大学協会「高等教育に関する合同研究会」講演録、平成８年３月*

2 日本私立学校振興・共催事業団*

「私立大学・短期大学 入学志願動向 平成１４年度速報 、平成１４年８月」

3 大学審議会答申 「平成１２年度以降の高等教育の将来構想について 、* 、 」

Ⅱ４（２ 、平成９年１月）

4 朝日新聞、平成１３年４月４日*
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第４章 １／２恒常定員化に伴う入学定員割れの加速化

ここでは、前章で紹介した高等教育政策において臨時的定員の１／２恒常定

、 。員化が導入されたので その後の状況についてマスコミの報道姿勢も紹介する

平成８年度当時、既に定員割れを起こしている大学・短期大学は顕在化して

いた。私立短期大学の１１％は定員割れ を起こしている。また、日本私立学
*1

校振興・共催事業団の資料 によると１６校あった。平成９年度には２３校、
*2

平成１０年度には３５校、平成１１年度には８９校、平成１２年度には１３１
3

校、平成１３年度には１４９校となっている。一方において大学審議会答申
*

にも「既に一部の大学等においては入学定員の充足を困難を来す例も生じてき

ている」との記述が見られる。

新聞報道についていくつか見てみると、

①徳山教育財団が経営する徳山大学(杉光英俊学長)と徳山女子短期大学(吉岡

典威学長)では、徳山大は２年連続、徳山女子短大は５年連続の入学定員割れ

に。大学側は留学生を増やすなど、対応に必死だ。徳山大の新入生は、昨年よ

り９６人少ない２８５人で，定員(４５０人)の６３％強。徳山女子短大は８８

、 、 。人で 昨年を２３人上回ったものの 定員(１５０人)の５９％弱にとどまった

徳山大の河村敦夫・入試室課長は「１８歳人口の減少に加え，不況で地元に通

わせたい親が増えた結果，これまで県内よりも多かった広島県からの入学者が

減少したのが原因」とみる 。
*4

「 。 」② 学園側から何も聞いていない もっと早くわかっていれば手も打てたのに

富山県魚津市の石川精二市長は昨春、新聞報道で事実を知らされた。洗足学

園魚津短大が、入学者募集を２００１年度から停止するという。閉学を視野に

入れた理事会の決定だった。

１８歳人口は１９９２年をピークに減り続ける一方、学生は知名度のある４

年制に集まり、短大経営はどこも青息吐息だ。併設の４年制大学に定員を振り

替える形での募集停止が目立つが 「同短大のように昼間部の短大が廃校とな、



5 朝日新聞、平成１３年２月５日*

6 朝日新聞、平成１３年２月５日*
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るのはまれ」と文部科学省。

同短大は音楽科と文科の２学科。川崎市に音楽大学を持つ同学園の先代理事

長の出身地という縁で８０年に創立された。敷地約５万７０００平方メートル

は、同市が無償提供した。全国大学女子軟式野球大会を主催し、開催地として

市のＰＲにもなった。しかし、学生が集まらない。９７年度から４年連続で定
5

員を割った。
*

③岩手県久慈市にあるアレン国際短期大学。午後５時過ぎになると、勤めを終

えた会社員や主婦らが６時限目のフランス語の講義に駆け付ける。一般学生に

まじり、２０席ほどある教室が半分近く埋まるのは、日が暮れかけたころから

だ。

１９７０年に開学した。県北部にはこの短大以外に高等教育機関はないが、

、 。 、９７年度以降 定員を大きく割り込んでいる 英語英文科(定員８０人)のみで

１年時に米国で３カ月の語学研修を必修にするなど、実践的な英語教育を売り

物にしてきたが、新入生は９８年度が４７人、９９年度は社会人入試の主婦ら

２５人を加えても４５人と激減した。

昨春からは入学金(３０万円)を全額免除、一般入試での英語試験をやめ、面

接と書類選考だけと、大胆な戦略を打ち出した。それでも高卒学生は１４人し

か集まらず、昨秋は初の後期募集に踏み切った。市や地元企業も協力し、市職

員を含む社会人３９人の入学で危機は一時脱した。来年度は中国人留学生３０

人の入学が決まったが、一般学生は推薦で合格が決まった８人だけ。岩島久夫

学長は「いつまでも(入学金免除といった)奇策ではなく、学生を引きつけるカ
6

リキュラムの充実しかない と言い 福祉分野の講座充実に取り組んでいる」 、 。
*

④昨春の私立短大の入試結果を地域別にみると、定員を上回ったのは南関東だ

け。北陸や北関東、中国・四国などは軒並み定員の９０％を割った(日本私学

振興・共済事業団まとめ)。

静岡県御殿場市の富士フェニックス短大を経営する加藤学園は、米国フロリ

ダ州の私立大との間で教授陣を出し合い合弁大学「ＫＬＣ」を開設した。 学

、 、生は短大の英語英米文学科とＫＬＣに同時在籍し ４年間の４割をアメリカで

残りを日本で学ぶ。日本では「私塾」扱いだが、フロリダ州認定の４年制卒業

資格が得られるという。

しかし、入学者は昨春が８人、今春はまだ３人。２月の追加募集と、東南ア

ジアでも募集するという。



7 朝日新聞、平成１３年２月５日*

8 雑誌 『選択６月号』１２４頁、平成１４年６月* 、

9 宗教者養成、医師養成、歯科医師養成大学。特に、歯科医師養成大学では入学定員の*

８割を入学者数としている。
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同学園は「知名度はまだないが、学力水準を下げずに、赤字覚悟で続ける。

やがて地域であこがれの大学にできれば」と強気の姿勢だ。よほどの特色を出

せぬと厳しい。

大学専門誌「カレッジマネジメント」の中津井泉編集長の話

もはや地元の短大を出ていれば就職に有利な時代ではない。短大はおろか４

大もすでに飽和状態で、いずれ定員割れを起こす。地場産業と直結した学科と

か、よほどの特色を出せないと厳しい。たとえ特色を出せても、受験生の目に

留まるほど評判を上げていくには年月がかかるし、そこに至るまで経営的に持

ちこたえられるかどうか。定員割れだからといって、留学生で埋めていては先
7が見えている。*

以上のような報道が既になされている。

平成１３年度の全私立大学の入試結果が『選択６月号』 に掲載され、全私*8

大のうち１４９校（３０.２％）が定員割れを起こしていた。これだけの個別

資料が公になったのは初めてである。私学振興・共催事業団と文部科学省には

資料があることは知っていたが情報が漏洩されるとは考えてはいなかった。

この資料によると、定員割れしている私大のうち充足率（入学者数／入学定

員）が５０％未満が２２大学、５０～１００％未満が１２７校となっている。

独自資料に基づき特別の要因等のある大学 を除いて考慮すると、５０％未
*9

満が２０大学、５０～１００％未満が１１７校となっている。

このように、私立大学においても臨時的定員の１／２恒常定員化に伴う入学

定員割れの加速化が起きている。

巻末に全私立大学の平成１３年度の入試結果、その結果に基づく規模別の志

願倍率と定員充足率グラフ、地域別の志願倍率と定員充足率グラフ、設置年代

別の志願倍率と定員充足率グラフ、設置学部数別の志願倍率と定員充足率グラ

フを添付している。

これらのグラフから定員充足率について顕著な点が示された。

①募集人員が９９９人以下の大学に定員割れを起こしている率が高い。

②平成年代に設置された大学に定員割れを起こしている率が高い。

③設置学部が２学部以下の大学に定員割れを起こしている率が高い。



10 Ｇ氏については、インタビューが修論提出日以降となったので、同氏が平成８年３月*

４日に行った講演録から関係部分を引用した。
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第５章 関係者からのインタビュー摘録
－臨時的定員政策の制定過程の経緯は何であったのか

（Ⅰ）関係者からのインタビュー

臨定的定員政策の制定過程を確認するため、５０年代前期計画の基本となっ

た高等教育懇談会報告、５０年代後期計画、６０年代計画、平成５年度以降計

画及び平成１２年度以降構想に係る審議会答申、報告について、当時の関係者

（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ の各氏）に直接インタビューを行った。
*10

そのインタビュー内容について、いくつかのテーマごとに集約すると次の区分

けになった。

○ 高等教育懇談会の設立の経緯について

○ 高等教育懇談会の審議経過について

○ 臨時的定員政策の策定の審議経過について

○ 臨時的定員44,000人の考え方について

○ 地区別に整備の目途の数値を示したことについて

○ 臨時的定員政策について国立大学増分が少なかった理由について

○ 臨時的定員政策の対外的説明について

○ 臨時的定員政策の目的について

○ 臨時的定員政策での設置基準の運用について

○ 臨時的定員政策の取り扱い方針が厳しくなっていったことについて

○ 第二次臨時的定員政策について

○ 臨時的定員政策の総括について

○ 大学・短期大学進学率の推移について

○ 高等教育の発展に関する考え方について

○ 高等教育政策について

○ 臨教審との関係について

以下、上記のテーマごとにインタビュー記録を摘録することとする。多くの事

実について、確認させていただき、また、貴重な発見も行うことができた。イ

ンタビューさせていただいた先輩諸氏にあつく感謝したい。

このインタビューによって筆者が何を発見したかについては（Ⅱ）において

述べたい。
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○ 高等教育懇談会の設立の経緯について

文部省Ｂ氏：

「この懇談会は、当初は高等教育改革推進会議という名前を考えたが現実には

高等教育懇談会と呼称された 」。

「審議会というのは、正式な審議会をつくるのは一々、予算でどうしてこうし

、 。 、てと法制局できちんとやってというふうに 手順がやっかいなんです だから

、 。構えのほうを先につくるよりも 実質を先に議論してもらわなければいけない

大学をどうするかということについて、日本では大学政策というのはだれも考

えていないみたいだなあと思ったわけだ。だから、それはどうするんですかと

いうことを、大学人に集まってもらって呼びかけるほかない。大学論を書いた

本なんていうのは、ほとんど僕は探せなかったわけです 「先生、困ったもの。

ですね、だれも大学を議論してくれない」と言ったら、こうやって皇先生は自

分のものを持ってきてくださった。

だから、その高等教育懇談会というので、日本の大学はどういうふうにあっ

たらいいかという議論を少しやってもらおうと思って、自治省からは横浜の市

長をやっていた、自治省の財政局長だった人に入ってもらうし、それから財界

の大御所にも入ってもらった 」。

「別に専門委員もあった、それは文部省限りでつくったものです。それで、こ

れからの日本の高等教育をどうしますかという話をしてもらった 」。

「大学問題でいろんな議論を起こしていくときに、フォーマルなことを言って

いても、だれもフォーマルなことを今まで真剣に考えたことはないんだ。学生

はワアーッと押しかけてくるのにどうしますかと。多くの人は、勉強しない学

生がふえて邪魔でしようがないという感じです 」。

「少子化の中で子供が１人しかいなかったら、それは進学ブームが高等学校に

は昭和37、38、39年のころに来ているわけです。大学への進学ブームというの

は、41年から始まって、40年代の前半ずうっと伸びているわけだ。そのときま

でただ数字がふえて、みんなが大学へ行くのはけしからんという議論ばかり多

いんじゃないかと思う。要するに実際にその実情というのは、自分の小さい町

工場を後の息子に譲るといっても、職工さんで来る人が大学あるいは専門学校

まで学んでいるとすれば、だてだけでもいいけれども、後を継ぐ子供が高等学

校じゃしようがないねというので、一生懸命海外まで出かけていく。それは全

く余計なことなわけです 」。

「県が大学に金を出すなんていうのは余計なことだと（自治省は）猛烈に妨害

したもんな。でも、それが横浜の市長を入れて、高等教育懇談会でそんなこと

を言っていたらだめだよというふうに少し空気をかえようとしたときの人選だ

。 、 、 。」った けれども 皆さんが 大学は国だという意識が濃厚にこびりついている
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学識経験者Ｆ氏：

「田中角栄が「山紫水明の地に大学を」というようなことを言いだした。文部

省も懇談会をつくってまじめにやろうとしていた」

○ 高等教育懇談会の審議経過について

文部省Ｂ氏：

「この48年度の報告書は、１年間に21回の部会を経て、こうした結論が出され

た 」。

「 、 。地域計画を考えたら 本当は国立というのは地方につくらなければいけない

私学は都会に勝手につくってくれるんだから。だから、昔の旧高等専門学校と

いうのは、その意味では非常によくできている。そこは政府が意識的に国公立

に専門分野を考えながら地方の配置を考えていかないと、みんな中央に寄って

しまう 」。

「僕は高等教育懇談会では、東京にだけこんなに寄っていいんですか、もう少

し専門学校を転化して大学というものを地方につくらなくてもいいんですかと

いうことが、その一番のねらいなんです。それがそこへだれも行ってくれなく

て、結果的に起こったのが無医大県の解消 」。

「それは資料をつくって、こういうふうに地域別にアンバランスです。例えば

東京と京都にしかありません。これを何とか政策的に大学を配置していって、

そしてみんな東京に来なくてもいいように、というふうに高等教育政策を立て

たいと 」。

「 進学希望者を）大学でどういうふうにこなさなければいけないか。そのこ（

とを皆さんに訴えるために、この図面（大学・短期大学の規模等の推移）をつ

くった。これはいま当たり前のようにしていろいろなところに使われています

けれども、これは高等教育懇談会の産物です 」。

文部省Ｃ氏：

「それ（高等教育懇談会報告）が、これのもとです。昭和５１年度～５５年度

の前期計画のもとでしょう 」。

「そのときは要するに高等教育マップの考え方だった。この概念を

だれがというより、ある意味では自民党も一緒でした。

要するに紛争があって、私大も経常収支ベースが非常に苦しい。都

会にばかり集中するし、均衡がとれないし、高等教育を一体どうし

ようかという問題があって、量よりも質だということ」

学識経験者Ｆ氏：

「それまでは田中角栄の日本列島改造論で景気のいいときでしたから、拡張ム

ードだったんでしょうね 」。
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「 山紫水明の地に大学を」という話が出ました。ということは、具体化する「

となると、地方分散――地方に国立ないし公立の大学を建てていこう、という

ようなことなのでしょう 」。

○ 臨時的定員政策の策定の審議経過について

文部省Ａ氏：

「あんまり委員会の中では議論がなかった。それで、大沼淳さんと、下河辺淳

さんらに専門委員になってもらって委員会を作り、そこで何度も議論をしても

らった。事務的にこの臨定案を作り了承された。これは非常に技術的な問題だ

ったのでそのようになった 」。

文部省Ｄ氏：

「今の審議会のように自由な議論ではなく、事務局で検討してきた事案につい

て審議会で議論していただいた 」。

「私学の人達は役所の提案に対しては、特に反対の意向は示さなかった 」。

「臨定を平成１１年度にうまく収斂させられるのか。それが一番悩ましいこと

だった。議論の一つに、期間を付しての開始期間を固定すべきであると言う議

論があった 」。

「 定員管理を緩めれば、結果的に入学者が増えるが）業界団体があるので、（

。 、 。」思い切った変革は出来ない 定員管理は崩すことは出来ない 生命線であった

学識経験者Ｆ氏

「それはかなり記憶があります。武蔵嵐山で合宿をしたことか。４万４０００

（臨時的定員）人と４万２０００（恒常的定員）人でしたか 」。

「天城勲さん、近藤道生さん、道正邦彦さん、下河辺淳さん、大沼淳さんらが

専門委員会委員でした 」。

「割合熱心なんです。特に下河辺氏は、ハードからソフトへみたいな大学改革

の国土行政が転換するときに、そのソフトのほうの一つで、感じとして大学教

育にものすごく関心を持ってきたのではないでしょうか 」。

「異論はなかったということで、随分時間はかかっていたような気がします。

最初の案が出てから答申に至るまで１年半ぐらい。時間的に余裕があったの

で 」。

○ 臨時的定員４４,０００人の考え方について

文部省Ａ氏：

「山も超えて（２０５万人 、山を降りれば、元の数字になるということで）

４４,０００人案を作った 」。
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文部省Ｄ氏：

「１８歳人口が急増することに対応しなければならないということから決まっ

。 、 。」ていった 昭和５８年の進学率を固定し 昭和６７年の入学者数を想定した

「 。 。」このモデルしか考える状況になかった 具体の指標がないと議論は出来ない

「これも大学マップの考えと取り入れたものである 」。

学識経験者Ｆ氏

「僕はリーズナブルだと思います。そのぐらいでよかったと思う 」。

私学関係者Ｇ氏：

「山があって谷があるという要するに５０万の落差がある｡それをどう調整す

るかということが主たる目的でした｡」

「３５～３６％の進学率を維持するために最小限度必要なのは約１０万人くら

いと､ふやせばいいという。その１０万人からふやすということは水増しがあ

りますから、それで約８万６,０００人の定員増加をしようということになり

ます。この８万６,０００人の定員増加のうち４万２,０００人は恒常定員、残

りの４万４,０００人は臨時定員であろうというふうに確定をした｡」

○ 地区別に整備の目途の数値を示したことについて

文部省Ｄ氏：

「地方分散である。首都圏整備法で２３区内には大学を作らせないとなった。

当時の西岡大臣は大学マップ（例えば北海道には農業関連の大学）を作れと主

張していた。文部省は計画をしっかりたてて大学を整備していくべきだと言わ

れていた 」。

学識経験者Ｆ氏

「結局、目の子勘定でやった。でも都道府県別の進学率とか残留率とかいうの

は、いっぱい表を出してね 」。

「この新潟・長野・山梨・静岡、甲信越とか、この組み方でも、ちょっと操作

した記憶があります。あまり不自然にならないように 」。

○ 臨時的定員政策について国立大学増分が少なかった理由について

文部省Ａ氏：

「そういう（国立大学の増分をもっと増やす）ことは無かった。教官の定員管

理が厳しかったのが、一番の原因である。増やそうにも増やせない現実があっ

。 。 、た 学生１００人増やすとなると教官は１０人付けなくてはいけない その点

私学の場合は、いくらでも増やしてくれるのだから、私学の定員管理を甘くす
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ればよいのではないかとの気持ちがあったのではなかろうか 」。

文部省Ｄ氏：

「当時は、質よりも量の充実という考えであった。大学をもっと増やしていき

たいと考えていた。国民皆大学論を持っていた。しかし、私学助成で押さえら

れてしまう。設置認可も押さえろと言われていた 」。

○ 臨時的定員政策の対外的説明について

文部省Ａ氏：

「この第二次ベビーブームの時には浪人生が２０万人ぐらいになる。これは大

学進学希望者と実際の入学者との差である。昭和４１年においては、進学希望

率が３４％に対し、進学率は１６.１ 、４０万人であった。すると平成４年%
の２０５万人の時にもそういった状況が起こる。つまり、大学進学希望者と入

学者との差、昭和４１年では約１８％の差が生じたが、今回はその差をを作ら

ないようにしなければならない、もしこの差が以前のように広がれば不満が大

学あるいは政府に対して爆発する。このふくらみが、少なくてすんだのは、こ

の臨定政策のおかげである。これが臨定を設けた基本的な理由だと説いて回っ

た記憶がある 」。

文部省Ｄ氏：

「臨定開始当時に、齋藤審議官、国分私学部長が私学をまわり国の政策を説明

しに行った 」。

文部省Ｅ氏：

「大学と短大では判断が違った。短大は要請でもしないと目標に達しないと思

っていた 」。

「短大にはずいぶんお願いしてまわり便宜も図った。大学に対してはほっとい

ても大丈夫だと考えていた。大学は抑制的にし、質の向上を見極めていた 」。

○ 臨時的定員政策の目的について

文部省Ａ氏：

「第一次ベビーブームの時に、浪人生が4５万人となった。この不満分子が学

園紛争の大きな原動力であるというイメージがあった 「政策的には浪人生の。」

増加というような傾向は、避けなければならない、いわゆる急増対策である。

それが基本的な考え方であった。しかし、この報告書にはそのような裏の事情

は描かれていない 」。

文部省Ｄ氏：

「形式的にはそう（教育条件の悪化を是認した政策）だが、実質論で言えば定

員超過の改善であった。入学者が増えているにもかかわらず、定員超過率が
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． 。 。」１.５倍から１ ３倍になることは凄いことである そう言う側面は強かった

「臨定は看板（定員）と実体（定員超過）の正常化である 」。

「そう言った（当時、国会質問、新聞論調もあり、浪人生を増やしては行けな

いという）状況であった 」。

文部省Ｅ氏：

「文部省が恐れていたのは、社会的問題として不合格率が高くなることであっ

た。人口が減ることは見えていたので臨定で対応することとした 」。

○ 臨時的定員政策での設置基準の運用について

文部省Ａ氏：

「 、 、施設設備について基準を厳しくしなかったのは やはり臨時の措置であるし

又財務当局との関係があったんだと思います。設備の基準を厳しくすると助成

をしなければならなくなるのでそうしなかった。しかし、これは臨時的とはい

え詰め込み教育を公式化した結果になった 」。

○ 臨時的定員政策の取り扱い方針が厳しくなっていったことについて

文部省Ｄ氏：

「その（短大は大都市部の申請が多く予定数をすぐに上回ったので、窓口を閉

めた。他の地域のみ翌年も受け付けた）ようだった 」。

文部省Ｅ氏：

「大﨑局長が短大膨張には非常に批判的であった 」。

○ 第二次臨時的定員政策について

文部省Ａ氏：

「８６,０００人政策（恒常的定員＋臨時的定員）を取ったが、その人数を超

えるエネルギーが（平成２年当時）高かったのではないか。つまり、拡張する

という政策が、基本的な世の中の認識と違うのは、大学は絶えず絶対数が増え

ているそれから、進学率があがっている。最近に至るまでそうである。これは

どんな計画を作ろうと高等教育の拡大というのは、いつも木田さんが言ってい

ることだけど、このことは悪いことではないので、そのエネルギーがある限り

どんどん大きくなっていくのは当たり前である。 現実的に、これだけ進学率

が上昇している。１８歳人口が減っているいる時も（昭和４１年度～昭和６０

年度 、進学率が上がっている。それだけのエネルギーを国民が持っているの）

で、成長期にはそれだけの、勢力があり、その爆発しようとするエネルギーの
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勢力に合わせたので、それが青天井（平成２年度の第２次臨時定員増）の根拠

になったのではないだろうか 」。

文部省Ｄ氏：

「この計画は設置審の提言なので、そこまで（臨定を再度受け付けるときに高

等教育計画を変更）しなかったと言うことである。当時の上層部はそこまでの

（審議会に諮る）判断をしなかった為であろう 」。

「 （ ） 。」それ 定員の上限を決めなかったこと は計画としてはラフだったのかな

「終わりが決まっているのだからそこ（定員の上限）まではと言う気持ちがあ

ったのかな 」。

「そう言うこと（現在の１／２認可の状況を見るともっとしっかりとした議論

が必要）もあるでしょう。

文部省Ｅ氏：

「第２次の時は大学と短期大学の臨定の学生数のアンバランスを調整すること

が目的と思っていった 」。

私学関係者Ｇ氏：

「平成３年度以降の計画が出てまいりまして､これは私立学校の要望があった

んでしょうけれども、そこでもう１回ぼんとふやします 」。

○ 臨時的定員政策の総括について

文部省Ａ氏：

「臨定の計画というのはそういうふうに高等教育が拡大しようというエネルギ

ーをそのまま認めようとした、ごく素直な政策である。 背後には、第一次ベ

ビーブーム時にはずっと抑えていたもんだから浪人がたくさん出て、大きなあ

つれきを生じた。二度と同じあつれきを、生じさせないという基本的な姿勢で

あった。 総括すればそういうことであろう。昭和５１年には補助金政策が始

まり、規制を厳しくするという。一種の違った政策が紛れ込んできた。それで

話がややこしくなっている それは全然違う山脈である。いわば、富士山と愛

宕山が一緒にあるようなものである 」。

文部省Ｃ氏：

「臨定で関西の短大が予想以上の臨定定員を出してきたということに我々は驚

きました。それはある意味では予想よりもはるかに高い状況だった。それで今

度は、待てよと。潮が引いたときに、臨定のおさめ方をどうするかというのが

最初から問題になった。引いたときに、どういう引き方を出したらいいか。特

に短大の場合 」。

「関西系統の短大が思った以上出たということは、ある意味では臨

定の計画に対してどういうプラス効果、マイナス効果を与えたかと
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いう問題ではないかと私はそう思っている 」。

「臨定で内部蓄積をしたこともあります。内部蓄積がうまく活用できていた間

はいいが、いま内部蓄積どころの騒ぎではないダウンになっています。今の短

大の落ち込みはすごい状況だ。若干まだストックがあるからいいけれども、ス

トックを使いつぶしたらどうにもならない 」。

文部省Ｄ氏：

「臨定申請は短大が多く、大学はそれほどでもなかったのは、短大の方は意志

決定が早かった結果であろう。大学の方は決定までに時間がかかった。定員超

過率は短大の方が高かった 」。

「 平成１４年度入試結果で大学の３割が定員割れを起こしているが）７割は（

うまくいっているという見方も出きる 」。

「 臨定の１／２恒定化政策が策定された、平成８年当時既に定員割れを起こ（

している短大もありましたが）私学団体にもいろいろ温度差がある 」。

文部省Ｅ氏：

「申請を持ってきたって簡単には臨定なんか認めないよと言っていた。短大が

（ ） 。」あの頃 昭和６１年 水ぶくれをしなければ何とかなったという思いがある

「臨定をしたところとしないところで不公正ではないかという議論があった、

後に新増設する場合に振り替え財源に差が出てきた 」。

「定員を認可することはどういう意味があるのか、収容定員は基本的なことが

出来ているかを確かめる必要がある、そのためは財政状況を確認する必要があ

る。それが確認できれば心配することはない。学生が減ったときの後始末が問

題だ。後始末をシリアスに考えればもっと厳しくしたんだろうけど、何とかな

るだろうと思っていたのかな 」。

「臨定終期の変更は大学側からの要請であり、自由化議論が幅をきかせてきて

いたんだろう 」。

「 臨定は将来のことを考えて体力を蓄えておく考えもあったが）貯め込んだ（

基本金は消え、現物（建物）に替わっていった 」。

学識経験者Ｆ氏

「そのとき、そのとおりやっていればよかったと思う。しかし、始まった途端

にぐちゃぐちゃになってしまった 」。

「厳重に臨定だといって減らしますというのをきちっとやっておけば良かっ

た 」。

「このときに朝日新聞が、大学へ行かなくてもいいじゃないか、大学へ行った

からといってどうなるんだと。だけど、むしろ本当に志のある人は行けるよう

に編入の道だとか、そういうことを一発書けば、それでだいぶ変わったと思い

ます 」。

私学関係者Ｇ氏：
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「その計画の問題点はそういう意味で、実は７０万人くらい、６０～７０万く

らいでその計画をとめる予定であったのが１０万人さらにふえていってしまっ

た。この１０万人さらにふえていったことが、これから大変大きな問題になる

だろうと私は思います 」。

○ 大学・短期大学進学率の推移について

文部省Ａ氏：

「進学率が、５０％を超えると思っていました。つい４～5年前まではそう思

っていました。しかし一方、ここ数年、４９％でとどまっているという現状で

す。成熟社会となって、進学率が止まってしまった。このような事は今までか

つてなかったことである。これは、成長社会から成熟社会に変わったというこ

とでしょう 」。

文部省Ｃ氏：

「進学率というのは割り算の結果です。問題は実数です。６０万人のほうが意

味がある 」。

文部省Ｄ氏：

「表面上は （進学欲求を）抑制したようになっていたが、例えば定員超過率、

が高くても（２倍でも）私学助成は続けていた 」。

学識経験者Ｆ氏

「東京の進学率なんていうのは６０％だったのが、一時は４０何％まで落ちて

しまったんです。それでも社会問題にならない 」。

「 入学者を）締めていて、それでまた６０％に戻った。東京の大学・短大進（

学率が４０何％と下がったといっても、だれも問題にしない 」。

私学関係者Ｇ氏：

「専修学校を含めると、何と６４％が高等教育段階へ進学しています。ですか

らその多様化というのはとっくに起きてるわけでして、要するに１８歳人口の

６５％の人たちが高等教育の段階に進んだときに高等教育の質とは一体何をい

うのかということを真剣に考えないと、日本の教育は崩壊するだろうと 」。

「成熟化社会になったんですね。成熟化社会というのは何かというと、もう成

長しないということなんです 」。

○ 高等教育の発展に関する考え方について

文部省Ａ氏：

「 高等教育を）拡大しようとするエネルギーがある一方で、同時に、学園紛（

争の処理で私学助成を始めた、それに対して、財政当局は、非常に不満に思っ
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ていた、しかし、議員立法でこの制度を作られてしまった。補助金を出す以上

は、数は締めなければならないという論理が働いた。

全体的に高等教育を拡大しようとするエネルギーと私学助成に対する数の制

限というこの２つのマグマが、昭和５１年の時に交錯している。臨時的定員を

増やそうとするのは、基本的マグマである。昭和５１年度からは、補助金をを

出さなければいけない。締め付けなければならないという別の論理が働いて、

それで拮抗しているんでしょうね。ただ１つの論理ではないんです」

文部省Ｂ氏：

「それは一方（第１次ベビーブームの世代が大学へ入るときに、かなりの浪人

生が出ましたよね。あるいは不本意入学が出て、変な話ですけれども、学園紛

争でとっ捕まった連中はみんないわゆる二期校クラスが多くてという、そうい

った屈折した思いがあった）ではそうだろうね。けれども、そのためには国立

でどんどんと地方に大学をふやせという論調はあまり出なかったな 」。

「荒木大臣にこういう（第１次ベビーブームの時代が大学へ入る）状況で、地

方の国立大学というのをもう少し積極的に大きくしておかないと困りますよと

言ってやろうとしたら、山形から出ていた私学の代弁をする科学技術庁長官の

池田正之輔さんがいて。

荒木さんと閣議の席でやり合って、国は金のかかる理工系だけふやしていれ

ばいいんだ。池田総理さんの言う所得倍増計画で、理工系の拡充をやらなけれ

ばならない。それは私学では金がかかってやれないから、国は理工系だけやっ

ていればいい。人文系は私学に任せればいい。こういう大げんかをやって、荒

木さんが閣議の席では引っ込んだようになっている。実際は、理工系の拡充と

あとは医科大学の無医大県解消というところだけが、国の施設。だから、医学

部だけは国立と私立とが半々ぐらいになっている。私立もできたし 」。

「本当は理学部も工学部もそれを考えなければいけないですし、それから、国

立は人文社会系が弱過ぎる。法学部というのは、戦前は東京と京都にしかなか

った。そこへもっていって、みんながワアーッと押しかけていくから 」。

「それは税制全体で国の金の回し方全体に絡むことだから。それは大学や教育

のところだけでどうのこうのと言いにくいです。しかし、そこはもっと大きな

課題として呼びかけていかなければいけない。その意味では、大学側の関係者

の呼びかけが非常に少ないという点は残念と思ったのは、池田内閣が所得倍増

計画というのをやる。そうするとこのときは、経済発展のために何が本当に必

要かという議論をしたのです。そのときに大学が必要だという議論をしていな

い。ただ、景気がよくなったら、大学へ行くのがふえるであろうということだ

けが議論された 」。

文部省Ｃ氏：

「私立の短大は、やはり女子の教育機関としての意味が非常にあります。それ
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が４年制志向になっていくという現象がある。それから男女を含めて社会的要

請に非常に応じやすいような教育機関としての短大があったけれども、それは

専修学校に食われたと思うのです。専修学校に食われ、４年制大学の高学歴志

向があって、その二つに踏み荒らされて、短大がいま沈没しかかっている。そ

の引っ張り合いです 」。

「第１次ベビーブームを乗り越えて、安定期に入ったなと。大体、入学定員、

入学実員６０万人の線が１０年間ずっと来るわけです。１０年間来て、もう大

体この辺で１０年間６０万人であったというのは、日本の大学にとっては本当

にプラスだった 」。

「日本の高等教育を考えると、割り算の結果の進学率だけで議論をするのは危

ない。進学率と実数を把握すべきです。大学政策は実数なのです。何万人、入

れたかです。それをたまたま逆算すればどうなるか。母数が変われば割り算し

た結果は違うんですから。子供のほうは政策ではない 」。

文部省Ｅ氏：

「日本は第一次ベビーブームの時に自由競争をはかったために民活優等生にな

った。アメリカはその時に公立大が７割になり、日本は国立大が２割以下とな

った。

公財政でどこまで高等教育を支えるかという議論がなかった。進学率はどの

くらいが適当かという議論がつめられなかった。昭和４０年代以降の大事なポ

イントを押さえられないで流してきた。

（ ）。高等教育計画をつくって一度試みた 昭和５０年代に人口が安定するので

質の改良と言ってきたが抽象的だった。この時点で、地域の配置、専門分野の

バランス、国立・私学との役割分担、社会が抱えるべき進学率はどうあるべき

かという議論があってしかるべきだった。

誰かが高等教育費を負担をしなければならない。社会全体が負担できる高等

教育をどうするのか、単純に増えればよいと言う議論ではなく、公の財政がど

こまで負担するのかという議論がなかった。

当時の高等教育計画はほっとけばこうなるでしょうだった。医学・歯学の定員

しか管理できなかった、国立大では多少の専門分野調整はした。

そこのところのグランドデザインがかならずしもなかった。大学審計画分科会

で議論すべきであったが、臨定の後始末をどうするかで終わってしまった 」。

○ 高等教育政策について

文部省Ａ氏：

「日本には一人前の高等教育政策も高等教育も無かったんだろう。今までの日

本は、追い付き型近代化で、やっと追い付いてきたんでしょうね 」。
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文部省Ｂ氏：

「 私学の）補助金は決定的に今でも少ないですよ。日本の大学、高等教育に（

使っている金というのは、生徒１人当たりにとってみれば高等学校に使ってい

る金と同じです。そんなばかなことはない。だから、アメリカやヨーロッパの

半分です。それはなぜそうなっているかといったら、私学の数をふやしている

から。そうして、私学に対する補助金が少ないから 」。

「戦前の専門学校はみんな官立です。今で考えたら、もう少し国立が多くてい

いじゃありませんかと。僕は本当は県立をふやしたかった。医科大学も県立で

つくってほしかった。知事に大分個別に話しました。けれども、県立医大とい

うものに対する信頼が政治家に全くないんです。大学局長。おまえは県立大学

はどういう実情か知っていて物を言っているかと政治家が怒って、おれのとこ

ろの県にだけ県立をつくるとは何事だ。それは、ほったらかしにしたらひどい

、 。」んだけれども 大体短大まで国立でつくっているというばかなことはないよ

文部省Ｃ氏：

「意図的に大学の定員をどうこうするということが国公私を通じての政策とし

て浮かび上がってくるのは、所得倍増政策です。政府が理工系を中心に何万人

ぐらいにするというような計画を持ち出して、その数字を見ながら各国立大学

の概算要求を持ってくるし、私学も定員増から学科増から持ってきて、そのト

ータルを政府として理工系学生増募として所得倍増政策の重要なマンパワーポ

リシーにしたということです 」。

「全部が所得倍増政策であり、理工系の増募です。そういう大きな時代の流れ

というのが確かにあった。そして紛争を経て、さてどうするかになって、やは

り計画的にいかなければならないと。計画にいくというときには、あまりにも

理工系学生増募というようなことで大学全体をエクスパンションしたから、と

。 、にかく定員オーバー率がものすごかった だから私学助成をやるということは

経常費を少しでも楽にして定員オーバー率を下げないと、そもそも教育の質が

確保できないではないかという問題にぶつかった。

それで経常費助成もやるし、増員なども原則とめてしまった。そして増員等

をするときには限られた場合のみに限るというようなことをやったわけです。

量より質への転換をせざるを得なかった。そうやってずっときているうちに、

今度は18歳人口減の問題が出てきて、いろんな要因が次々に出てきたわけで

す 」。

「高等教育の場合も、１８歳人口がふえる、いろいろな問題があって高等教育

のエクスパンションをやった。理工系学生増募もあった。とにかく必要に応じ

てどんどんふやしていった。ふやしていったときに、これに伴っての配慮が欠

けたという点があったか、なかったかということがあるでしょう。

ある受け入れをやるためには、経費もたくさんかかるから、また所得倍増政
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策でインフレ現象になるから、どれだけの授業料をあまり無理なく国民が負担

してくれるか。それと、人件費がアップしていく調和があれでよかったか。そ

れから経常費助成がないと調和しない。物事を決定するときは、その実施に伴

うコスト、リスク、事後のトラブルを考えなければならない。

しかし、それも授業料値上げを問題とする紛争があったわけですから、非常

な犠牲を払いました。それは何かというと、高等教育はどれだけお金が要るか

ということと、授業料負担でどのくらい賄えるかということ。その授業料とい

うのは、私学の場合、人件費が上がれば上がらざるを得ない。その辺のパラド

ックスの中で悩んでいる。だからＡとＢとＣという三つの現象のバランスをど

うとるかというのが非常に難しい。気づかないエレメントが出てくる 」。

「文教政策において理工学生増募をやる。１８歳で高校急増対策をやる。やら

なければしようがないから、やっていった。理工系学生の増募、工業高校の増

員もやった。それで対応したつもりで来ているけれども、そのときに、もし事

情がもう少しわかっているならば配慮しておいたほうがよかったと思うような

事項で、配慮不十分だというような事項があったのか、なかったのか、という

反省はあります 」。

文部省Ｄ氏：

「臨定政策は抑制政策の中でいろいろと充実してきたのは事実である 」。

「設置認可状況を回顧すると、うまい状況で行われてきたと思っている 」。

「認可の制度はずいぶん変化していったが、抑制政策があったからこれだけの

数で済んだとも言える 」。

文部省Ｅ氏：

「進学率が何パーセントが適切かという答えが見つけられない。イギリスのデ

アリングレポートは進学率を１０％増やそうときめた。進学率をいくらにする

いうきちっとした議論が必要だ。決めたらそこにどうやって持っていくかを考

えればよい。イギリスが既設以外のもので増やそうとした。日本もそういう議

論をすべきであった 」。

「日本は困ったときでないと結論がでない。問題がないときにまとめることは

困難な土壌がある。

天城の学長会議で、将来のことを考えて相談体制をしっかりしなければ行けな

いと言ったら、よけいなお世話だという雰囲気があった。将来のことは自分た

ちで考える。そうは言ったって、潰れたら認可したんじゃないかと言ってくる

ではないか。そこには古典的な自由化論争があった 」。

「大学がつぶれた場合、残された学生をどうするんだということはずっと前か

ら言っている。議論は進んでいるんじゃないのかな。学生をどこかで振り分け

てやっていくのかな 」。

「 。財務の処理責任の問題と学生の対応問題とは分けて議論しなければ行けない
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大学が努力するだけでは間に合わないから、公的機関が斡旋する必要がある。

学生の行き場がない場合は、テンタティブに考えればブリッジを作り、一時国

有化し学生が卒業するまで公的資金を導入することが考えられる。銀行の場合

は、信用不安が増大するので公的資金は導入しやすいが、一私大がつぶれても

大学のシステムの信用には関わらない。導入するのは難しい。 法人を助ける

議論と学生を助ける議論は別に考えるべきだ 」。

「財務上の責任ではなくて、学生の救済に限定して考えれば臨時的な措置（経

営困難な大学に資金を出す）が必要なのではないか、精算法人の制度も考えて

おくべきだと以前から言っている 」。

「関係機関に相談体制があってもアドバイスしかできない。ゴタゴタが起きな

いと私学を救うという法律は通らないね 」。

「大学が無くなっても問題は学生が瞬時にゼロにならない、真綿で首を絞めら

れる状況だな、経営者に頑張ってもらわないと 」。

「大学が解散したときの学籍簿管理については、最悪文部省が引きとるを得ざ

るを得ない、学籍証明は出さなくてはいけない 」。

「倒産に関する研究はしておくべきだ。この時期では、手遅れだけど 」。

「需要と地域振興を考えて高等教育のグランドデザインがいる。今回の中教審

大学部会で議論することになっている 」。

「短大は大学の一種類である言っている、大学の２年制課程だ。中で変えてい

けばよい 」。

学識経験者Ｆ氏

「そこで行司になるのはやはり新聞論評だと思います。そんなに大学をふやし

てどうするんだと。実質的な教育をもっとやれというようなことを一斉に各社

が書けば、そんなことにはならない。みんな大学に入れなくて大変だみたいな

ことを書くから、僕はそのときに新聞は駄目だなと思った 」。

私学関係者Ｇ氏：

「特に北東北だとか南九州､そういうところへ重点的に学校の定員増加を認め

ていこうという、むしろ奨励策みたいなものを取ろうというふうな考え方が出

てきております。ですから、このときから本当の意味の文教行政の計画が始ま

っていくというふうに考えていただいていいと思います｡」

「あらゆる能力の人たちが入ってくるということ。要するにセレクトした能力

の人を教育するのではなくて、本当の能力の多様な人たちが入ってくる。教育

基本法ではないですけれども、その辺の考え方は基本的に私は変わってくるん

だろうと思います 」。

「要するに進学率（６５％）がそういうふうになってきていて、それでなおか

つどうやって確保していくかという、質のいいのをどうやって確保していくか

という命題にぶつかってくるわけです 」。
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「 、 、今まで私たちの大学その他は 文部省がどうのこうのと言っているけれども

。 。 、厚く保護されていた 認可というのは実は保護のことなんです しかもそれが

補助金の対象になるような形で、自由競争条件を制約したわけですから。自由

競争条件を制約したために、順調に来ている学校というのはたくさんあるわけ

です 」。

○ 臨教審との関係について

文部省Ｄ氏：

「臨教審はもっと大きなこと（制度論）を議論していた 」。

学識経験者Ｆ氏

「大学改革の方向――短大からの編入学だとか、そこのところの定性的な議論

は随分ありました。ですから数字に関するよりも、例えば設置基準を弾力化す

るとか、そこがほとんど今度は臨教審の答申に書かれて、さらに臨教審の答申

から大学審に流れていったという感じです 」。

「臨教審では量のことはあまり議論しなくて、国公私立という種別のことも徹

底的には議論しなかったですね 」。
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（Ⅱ）新たな発見

インタビュー結果、臨時的定員政策に関する報告、答申等には記されなかっ

た事実がいくつか判明した。そのうち重要と思われる事項についてまとめると

次のようになった。

① 臨定政策の真の目的について

第１次ベビーブーム世代が大学進学を目指した結果、大量の不合格者、不本

意入学者が増加し、社会問題となったので、その再現を起こさないために積極

的に取られた施策である。

② 臨時的定員数４４,０００人について

この審議会報告は臨定の数について単一モデルしか考えられていなかった。

都道府県別の進学率とか残留率とかの表を作成し目の子勘定で作られた。

③ 志願率予測について

進学率の予測（３５.６％ 、定員超過率の予測（１.２８倍）を考慮してい）

たので、志願率が上昇するとは考えていなかった。

④ 第１次臨時的定員政策について

志願率の上昇の結果、不合格者数が増加するとは予想していなかったので、

第２次臨定は想定されていなかった。

量の拡大より質の確保が大切だと考える委員がいた。

⑤ 地域区分の変更について

地域の集計数が不自然にならないように従来の地域区分を変更した。

⑥ 臨定終期について

地方私立短期大学の臨定は特例として恒常定員化してほしいなど、私学関係

者のなかではいろいろ意見があった。

⑦ 認可制度について

表面上規制の反対を唱えているが、内面は保護されているという認識が私学

関係者にあった。

⑧ 全入問題について

現役志願率６５％、進学率５５％と想定した場合、臨時的定員が恒常定員化

されたら平成１４年度、１／２恒常定員化されたら平成１９年度、全廃されて

も平成２３年度には全入問題が起きるとの認識が私学関係者にあった。
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⑧ 報告、答申の具現化について

過去において、報告、答申内容がそのまま実施された事例は稀なことであっ

た。

特に、全入問題については、私学関係者の中で相当に意識されていたことが

分かった。しかしその一方で、臨定がなくなると収益の６０％が減少するとの

主張もあり、今後の財政の見通しや将来構想の想定は、各大学ごとに独自性を

生かしながら作成するしか方途がないとの考えがあった。

残念ながら、この想定よりは遥かに速く全入時代がやってくるとは誰もが考

えなかった結果として、臨時的定員の１／２恒常定員化政策が行われた。



1 龍慶昭・佐々木亮著『 政策評価」の理論と技法』１２６頁、多賀出版、* 「

平成１２年９月

2 文部省「高等教育懇談会報告（５０年代前期計画 、昭和５１年３月* ）」

3 文部省「大学設置審議会報告（５０年代後期計画 、昭和５４年１２月* ）」
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終 章
臨時的定員政策の事業評価について－

前章までに高等教育施策の動向、特に臨時的定員政策の導入の経緯、その実

、 。施結果 関係者からのインタビューをとおして臨時的定員政策を検証してきた

近年、わが国においても行政評価（パフォーマンス・メジャーメント）が導

入されている。

この考え方 は極めてシンプルで分かりやすい。公共政策や公共プログラム
*1

の成果と効率性を定期的に測定することである。また、公言された目標に対し

てどれだけの進捗があったか測定することであるとも言われている。より具体

的には、公共政策や公共プログラムの目的・目標・成果を明らかにし、当初の

数値目標をどれだけ達成できたかを評価し、現場での実施改善と意思決定（人

事、予算配分を含む）に利用する仕組みである。

本研究では、この事後評価の考え方を取り入れ、その手法を用いて臨時的定

員政策をさらに検証することとしたいので、再度ここで高等教育政策の時間的

推移を簡略に記すこととする。

日本の高等教育政策は、昭和５０年度に高等教育計画 が策定され、進学率
*2

の予想を立てて、定員規模を管理しようとした。それは、１８歳人口がほぼ安

定していた時期であったので、計画管理がしやすいと考えられていた。

私学助成が昭和５１年度から本格的に始まっており、平均１.８倍もあった

私立大学・私立短期大学の定員超過率が徐々に下がり始めていた。補助金の政

策誘導（定員超過は補助金の減額、不交付事由となっている）があったことは

事実である。

（ ） 、 、５年間 昭和５１年度～５５年度 は 特に必要があると認める場合を除き

私立大学の新増設が認められないことが法律で決まっていた。その後の6年間

についも同様の計画 が立てられたが、わが国の財政状況は急速に悪化して、
*3

国立大学の新増設もほとんど行われなかった。

一方で、平成４年度の１８歳人口２０５万人をどうやって切り抜けていくの

か、浪人生をいかに出さずにこの問題を納めるのかが問題となっていた。しか

し、その後は１８歳人口は減少の一歩をたどることが分かっていたので定員の

増員をすべて恒常定員とすることにはせず、４万２千人の恒常定員増と４万４



4 文部省「平成元年度学校基本調査 、平成元年度* 」
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千人の臨時的定員増の施策を導入した。

臨時的定員は予定数に達したので一度門を閉めたが、合格率が予想を超え下

。 、降し昭和６１年度の６７.３％から平成元年度の６３.８％となった その結果

、 、不合格者が４０万人 に達し 浪人生が２０万人出現し社会問題になったため
*4

再度、臨時的定員政策を行うこととし、約６万７千人の増員が行われた。しか

しこの施策決定時には具体的な計画数設定が行われず実施されたのである。

それは、期限が来たらこの定員は無くなると考えていたのでシリアスには検

討さていなかったのである。

平成８年になって私学諸団体との折り合いが付いたと考えられ、臨時的定員

の１／２を恒常定員とする方針が出た。

総論としては、私学諸団体にも臨時的定員をなくさないと全入時代がすぐに

来るとの認識があったが、個別事情になると臨定廃止とは反対の方向に施策は

動いた。

この時期から文部省は護送船団方式を止め、各大学の責任において拡張、縮

小を決めるべきと主張し始めた。

、 、 。平成１４年度において 大学で３割 短大で５割の定員割れを起こしている

この責任の一端は、臨時的定員政策の終了政策にもあると筆者は考えている。

、 、全入 定員割れ問題が起こることは遅かれ速かれ分かっていたことであったが

誰も私の時代にはこのことは起きない、我が大学には来ないと考えている。

それが、問題の先送りをさせてしまった原因と考えられる。大学にはよくあ

る事象ではあるが。

以上、簡略的に高等教育計画、特に臨時的定員政策についての時間的な変遷

を明らかにしたので、この臨時的定員政策の事後評価を行うこととする。

なお、今回の評価では、あえて最終局面にはスポットを当てない（臨時的定

員の１／２恒常定員化政策が終わるのは平成１６年度のため）こととした。

この臨時的定員政策の事後評価については次の指標で行うこととし、

①政策目標、

②施策目標、

③施策手段、

④アウトプット指標、

⑤アウトカム指標

の５区分に分けて、臨時的定員政策の政策決定時点での事項を整理すると次表

のようなった。
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第１次臨時的定員政策 第２次臨時的定員政策

政 策 目 標 大学の適正定員管理 大学の適正定員管理

施 策 目 標 進学率を１８歳人口の急増 不合格者の増大、合格率の

に対しても同一水準に保つ 低下を防ぐ

施 策 手 段 平成５年以降は１８歳人口 平成５年以降は１８歳人口

が急減期にはいるので、期間 が急減期にはいるので、期間

を付した定員増政策を行う を付した定員増政策を行う。

さらに、審査条件の緩和を

行う。

成 果 指 標 浪人生を増やさない 浪人生を増やさない

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ指標 ４４,０００人 特に定めない

ｱｳﾄｶﾑ 指 標 進学率(３５.６ )を保つ 進学率(３５.６ )を保つ% %

上記の指標に基づいて総括し評価すると次表のようになった。

第１次臨時的定員政策 第２次臨時的定員政策

予定の増員数は達成したが 増員数を定めなかったため、

定員超過率の改善により、実 私学では定員が６万人増加し

評 価 際の入学者は想定規模を下回 た。

った。志願率が上昇し、不合 教育条件については、実質

格者数が増大した。 審査が無かったので学校間で

結果として、この増員施策 不均衡が生じた。

は数字的には不十分なものと 内部留保の促進を目指した

なった。 が、実際には多くが費消に回

ってしまった。

上記結果に基づいて考察させられたことは、やはり日本には真の高等教育政

。 、策を呼べる政策が存在していなかったのではないかという疑問である それは

日本の高等教育計画の諸報告と英国の高等教育制度検討委員会（デアリング委



5 文部省高等教育局『英国高等教育制度検討委員会（デアリング委員会）報告 、平成９* 』

年１２月

60

員会）報告とを対比してみれば明らかである。日本語訳された報告書 によれ
*5

ば、高等教育制度検討委員会は、各界の意見聴取、作業部会、諸外国の高等教

育調査を行い、過去３０年あまりのイギリスの高等教育の分析を基に、目的、

規模、財政、教育・研究及び学生支援と高等教育全般にわたって検討を加え、

全体として生涯教育社会における位置づけを展開するとともに、国際競争力の

向上に向けた高等教育の役割を強調した。高等教育制度検討委員会報告書は全

２４章からなり、９３の勧告を行い、豊富な調査資料と併せて全体で1,700頁

にわたっている。報告書によれば、高等教育の拡大、高等教育財政の改善、教

育機能・教育内容の改善、高等教育の水準・質の管理、高等教育における地域

経済の振興、及び研究基盤の整備などについて勧告している。また、勧告の対

象は、政府、高等教育機関及び財政審議会、高等教育の代表団体、学生組合、

研究審議会など広範囲にわたり、その実施については、短・中・長期の期限を

示しつつ数値目標を示すなど具体的な提案を行っている。こうした検討委員会

の勧告について、労働党政府は、一部を除き基本的に受け入れていく方針とし

ており、勧告の実施に当たっては法制化の措置が必要なものについては議会に

提出する予定となっている。

国際競争力と経済発展のために高等教育への進学率を何％にするのか、高等

教育に掛かる経費を誰が負担するのか、という基本的な施策が真剣に検討され

ているのである。

しかし、残念ながら日本では具体的に検討されていないのである。具体的に

検討することができないということ自体に問題があるのではないだろうか。具

体的に検討ができないと言ったほうが正確な表現かも知れない。財務の負担問

題は文部省の所掌外であり、文部省が指揮できる大学の入学定員は２割も満た

ない状況である。

かの臨時教育審議会でも高等教育計画に関する政策については、具体の施策

がほとんど出てこなかったことからも明らかなように、検討することについて

かなり困難な状況が示されている。

なお、前述の５０年代前期計画は法的な新増設抑制政策、私学助成政策が極

めて有効に働き、高等教育政策は絵に描いたように実施できたので高等教育計

画の名に値するものとなった。

日本においては、高等教育計画という言葉は既に使用されず高等教育の構想

という言葉に置き換わっている。大学審議会は、高等教育規模の縮小の時期に

おいては、計画的な整備目標を設定することは適当ではないと言っている。



6 読売新聞夕刊、平成15年1月10日、*

日経新聞朝刊、産経新聞朝刊、平成15年1月1１日
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しかしながら日本の将来のことを考えると、知力の蓄積が必要であるという

ことは誰もが疑わないことであろう。明治時代に、高度成長期時代に、列国に

追いつくことのみを目指していた時代には、教育に投資することは国のもっと

も大事な施策であった。人作りこそが国の反映を支える基であることが強烈に

理解されていたからではないか。列国に追いつき、そして肩を並べた瞬間から

その事実は、忘れられてしまったようである。

日本において、英国の高等教育制度検討委員会（デアリング委員会）と同程

度の権限を持ちかつ政府に施策を実施させるような委員会組織ができるとすれ

ば、日本の将来像を見据え、高等教育の将来施策を真に検討できると推察され

ており、わが国を支える人作り、国際競争力、経済発展のために高等教育への

進学率を何％にするのか、高等教育人口を何人にするのか、高等教育に掛かる

経費を誰が負担するのかという事案に一定の結論・方向性が出されるものと考

えられる。

次に、臨時的定員政策と１／２恒常定員化政策と大学の定員充足率の相関関

係について考察する必要があると考えられる。

巻末に全私立大学の平成１３年度の入試結果に基づく規模別の志願倍率と定

員充足率グラフ、地域別の志願倍率と定員充足率グラフ、設置年代別の志願倍

率と定員充足率グラフ、設置学部数別の志願倍率と定員充足率グラフを添付し

ている。そのグラフから前述したように、

①募集人員が９９９人以下の大学に定員割れを起こしている率が高い。

②平成年代に設置された大学に定員割れを起こしている率が高い。

③設置学部が２学部以下の大学に定員割れを起こしている率が高い。

という結果が出ている。

しかしこの結果が、上記の政策のどのような原因・作用によって生じたのか

という因果関係が現状においては明確にされていない。

平成１６年度に臨時的定員の１／２恒常定員化政策が終わるので、その時点

においてこれら関係を明確にすることとしたい。

突然のニュースが２つ飛び込んできた。それは、酒田短期大学の廃止、立志

。 。館大学の廃止というものであった いよいよ大学・短期大学の倒産が始まった

一番おそれていたことが現実のものとなってしまい、各私学にとっては対岸の

火事だと思っていたことが、幻想にすぎなかったことをはっきりと自覚したは

ずである。

マスコミにおいては、今回の倒産報道 を含め、報道姿勢について一時の現*6
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象、関係者の対応状況を批判するだけではなく、長期展望に立ち、日本の将来

を見据えた報道姿勢に転換する必要があると考える。


