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大学改革の中で数字が果たす役割がどんどん大きく

なってきている。本論ではまず，大学改革において

数字がどのような意味をもち，どのような役割を演

じているのかを考えたい。大学改革に関わる多様な

数字の意味や数字を作ること，数字を使うことから

数字のもつ破壊的側面を論じ，大学改革の直面する

課題を掘り下げる。

1
『メトリクスの専制政治』と
『数学破壊兵器』

最近，タイトルだけ見ているとわかりにくいが，
その実，大学あるいは大学改革と関係の深い書籍
が登場して話題になっている。一つは今年 4月
に翻訳出版されたジェリー・ミュラーの『測りす
ぎ：なぜパフォーマンス評価は失敗するのか？』1

である。もう一つは 1年以上前に翻訳出版され
たキャシー・オニールの『あなたを支配し，社会
を破壊する，AI・ビッグデータの罠』2である。
両書はいずれも，数字の作り方や使い方を扱って
いて，さまざまな分野で数字がいかに作られ，い
かに問題を引き起こしているかを紹介する一般向
けの読み物といったものである。
興味深いことに，両書ともに，典型的事例とし
て取り上げているケースが大学に関する各種の数
値化（測定），指標や評価，それらにもとづいて作
成されるランキングなのだ。大学の教育や研究活
動の実態をわかりやすく示す指標を作成せよとい
う，社会や政治から大学に対する圧力は大きい。

ひとたび指標が作られれば，それを用いて大学や
教員個人を評価する圧力が高まり，ひいては大学
ランキングなどへとつながっていく。そして，そ
のような測定や定式化（数学的モデル）には利点もあ
るが，欠陥や悪影響を伴うことも多い。いまや，
測定や定式化は大学や大学関係者の頭から離れな
い悩みの種だ。
両書に書かれていることは，切実さの度合いに
差があっても，大学関係者であれば多かれ少なか
れ皆が感じていることだ。大学を取り巻く評価や
ランキングの本質を平易に説明しているので，大
学問題に関心がある一般の読者にもぜひ読んでほ
しい本だ。
いただけないのは，両者ともに日本語タイトル
と原題のニュアンスが違いすぎていることだ。
『測りすぎ』の原題は『The Tyranny of Metrics』
であり，直訳すれば『メトリクスの専制政治』だ。
metricsとは，一定のルールに則って数値化する
こと，測定すること，またはその結果としての数
値や指標のことを言う。原題には，「測りすぎ」
どころか，もっと毒気があるのだ。
『あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッ
グデータの罠』の原題は『Weapons of Math De-
struction: How Big Data Increases Inequality and 
Threatens Democracy』である。Weapons of 
Math Destructionは本書のキーワードで，訳書の
中では「数学破壊兵器」と訳出されている。原題
を直訳すれば，『数学破壊兵器：ビッグデータは
いかにして不平等を拡大し，民主主義を脅かす
か』であろう。「数学破壊兵器」には，数値化や
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そのための公式，アルゴリズムなどが大量破壊兵
器と同様に社会を破壊する兵器になっているとい
う意味が込められている。兵器を「罠」とすると
著者の意図が伝わらない可能性がある。「AI」は
論外だ。本書には，ビッグデータは登場するが，
AIはほとんど登場しない。AIブームに乗って売
らんがためとしか思えない。本来は，両書ともに，
大学問題と関連づけて読まれる価値のある書籍だ。

2
何が財務省によるメトリクスの
専制政治を許したか

日本の大学改革においても，メトリクスの専制
政治は現実の問題だ。大学改革と数字に関する重
要な話題の一つが，今年度，国立大学の運営費交
付金の配分に業績主義配分（performance-based funding）

を導入したことだ。業績主義配分とは，大学の特
定の成果にもとづいて，資金を配分する方式のこ
とをいう。これまでは，必要性にもとづいて資金
を配分してきたが，それでは大学のコストパフォ
ーマンスが改善されないので，成果の上がってい
る大学に手厚く資金援助をする仕組みを導入し，
それをインセンティブとして改革を進めようとい
うのが業績主義配分のねらいだ。当然ながら，最
終的に予算額の多寡に結びつけるので，業績はな
んらかの形で数値化されることになる。業績指標
の意味，作り方，使い方には問題が多く，かえっ
て逆効果になりかねないことが知られている3。
その導入には慎重さが必要だ。それでは，今回の
業績主義配分の導入はどのように進んだのだろう
か。この間の動きをできるだけわかりやすく整理
して紹介しよう。

2. 1．財政制度等審議会における「研究生産性」
の登場
財務省の財政制度等審議会財政制度分科会

（2018年 10月 24日）（注）で，財務省主計局の中島朗洋
主計官は，財政的観点からみた文教・科学技術分
野の論点を指摘した（財政制度等審議会財政制度分科会
2018年 10月 24日「資料 1 文教・科学技術」）。その「論点

6 科学技術」で，日本の科学技術関係予算は，対
GDP比でも実額でも，主要先進国と比べて遜色
のない水準でありながらトップ 10％論文が少な
いなど，データを示しながら「研究開発の生産
性」が低いと述べ，「真の課題は論文生産性の低
さ」だとした。また，国立大学についてみれば，
論文数のシェアの大きい大学群は教員・研究者あ
たりのトップ 10％論文数，総事業費あたりのト
ップ 10％論文数のいずれでみても論文生産性は
格段に高いので，そのような有力大学への資金配
分を増やすべきだが，運営費交付金は有力大学に
配分を集中しているわけではない。教員一人あた
りトップ 10％論文数とその中の国際共著論文数，
若手教員比率，外部資金獲得額などのアウトカム
指標を設定し，それを「厳密な第三者」により相
対評価し，運営費交付金全体の 10％程度は，そ
の評価にもとづいて配分するべきだと論じた。
これに対して，国立大学協会（国大協）は 2018年

11月 2日，山極壽一会長名で「国立大学法人制
度の本旨に則った運営費交付金の措置を！」とい
う声明を発した。声明では，財務省が示した「方
向性は，国立大学の経営基盤を一層不安定で脆弱
なものとするとともに，……財政基盤の弱い大学
の存在自体を危うくし，ひいては我が国の高等教
育及び科学技術・学術研究の体制全体の衰弱化さ
らには崩壊をもたらしかねない」と反対を表明し
た。声明が，財務省が示したエビデンスには疑問
が多いことを指摘した点は注目に値する。例えば，
「財務省は，州立大学が大半を占め政府資金が手
厚く投じられているドイツの大学と，教育に重点
を置く私立大学が多い我が国の大学全体を比較し
ており，極端な数字になっている」と指摘すると
ともに，日本の国立大学についてドイツと比べる
と，論文 1件あたりの研究開発費は財務省がい
う 1.8倍ではなく，1.1倍になると反論した。財
務省が違いを実際以上に強調するような数字を選
んで使っていることを非難した。
財務省が日本の大学の研究生産性についてデー
タを提示する数カ月前の「統合イノベーション戦
略」（2018年 6月 15日）はすでに，「2020年度までに
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総論文数を増やしつつ，総論文数に占めるトップ
10％補正論文数の割合を 10％以上。2023年ま
でに研究大学の教員一人あたりの論文数・総論文
数を増やしつつ，総論文数に占めるトップ 10％
補正論文数の割合を 12％以上」という数値目標
を掲げていた（この目標自体は「統合イノベーション戦略
2019」（2019年 6月 21日）にも引き継がれた）。しかし，
「統合イノベーション戦略」の脚注 87では，「研
究生産性の検討においては，研究費投入と論文産
出・公表のタイミングの違いや，特に国際比較の
際は，研究開発費や研究者数の各国での算出方法
の違い，研究の性格や機器の内外価格差の違いな
どに留意する必要がある。」と，わざわざ注記し
ていた。財務省はこれを無視したと言わざるを得
ない。

2. 2．2019年度予算での研究生産性にもとづ
く資金配分の導入
国大協の声はかき消され，結局 2019年度予算
の中で，客観的指標による，成果を中心とした実
績状況にもとづく配分の仕組みを剏設することに
なった。国立大学運営費交付金の配分のうち 700
億円分を，成果に係る客観・共通指標により「相
対的に」把握された実績状況にもとづいて配分す
ることとなった。「相対的」というのは，他大学
との比較という意味であるから，いくら頑張って
良い成果を出しても，他大学がそれ以上に頑張っ
た場合はマイナスの方向に評価されるということ
である。そのため，終わりない競争に駆り立てら
れることになり，これを「軍拡競争」にたとえる
ことがある。
なお，2019年度予算の成立時点ではどのよう

な指標，方式で配分するかは決まっておらず，
2019年夏ごろまでに客観・共通指標を決めて，
2019年度の配分から業績にもとづく配分を開始
することとした。ただし，2019年度は激変緩和
のため，業績にもとづく配分の大きさは小さくし，
2020年度以降本格的に業績主義配分を導入する
ことになった。業績評価の大枠としては，「会計
マネジメント改革状況」，「教員一人あたり外部資

金獲得実績（共同研究等の研究教育資金，寄付金等の経営資
金）」，「若手研究者比率」，「運営費交付金等コス
トあたりトップ 10％論文数」，「人事給与・施設
マネジメント改革状況」を数値化し，それを国立
大学の重点支援の 3類型（①地域貢献等，②専門分野等，
③世界・卓越等）ごとに相対化する方針を示した。こ
のうち研究生産性に関する指標は，運営費交付金
等コストあたりトップ 10％論文数であり，重点
支援③の大学群のみに適用されることになった。
このような方針に対して国大協は，会長コメン
ト「平成 31年度国立大学関係予算及び税制改正
等について」（2019年 1月 23日）を発し，「第 3期中期
目標期間の途中における大幅な配分方法の見直し
や，評価基準及び評価手法が不明なままに評価対
象経費を過度に大きくすることは，国立大学法人
の財政基盤を不安定にする」，「2020年度以降の
評価及び予算への反映等については，国立大学協
会と十分に協議して見直しを行う」ことを要望し
た。国大協が望んだ協議はどうなったのか，各大
学の意向がどこまで反映されたのか，財務省の意
向はどうだったのかは知る由もないが，結果とし
て，2019年 8月 9日に文科省は「令和元年度国
立大学法人運営費交付金における新しい評価・資
源配分の仕組みについて（成果を中心とした実績
状況に基づく配分の仕組みの剏設）」を発表し，
成果指標の測定方法とその結果を公表した。評価
項目は事前に提示されていた指標と大きく変わる
ものではなかった。
「運営費交付金等コストあたりトップ 10％論
文数」については，「第 3期中期目標期間の期首
である平成 28年から平成 30年 11月現在までの，
大学別の被引用数の高い論文を示すトップ 10％
論文数（分数カウント）を，平成 28年度から平成
29年度の運営費交付金等（特殊要因経費を除き，
機能強化促進費（補助金）を含む。）及び科研費等
（科学研究費補助金など研究者個人を対象とする
競争的研究費）の合計額の平均で除した数値」，す
なわちコストパフォーマンスの形で定式化された。
この定式化の妥当性には多くの疑問がある。金の
かからない研究，つまり大型の実験装置・設備な
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どを使わない研究に重点を移すようなインセンテ
ィブを与えたいのだろうか。たしかに，財務省か
らみると研究のパフォーマンスの最大化というよ
りは，国にとってのコストの最小化を目指す指標
になっている。
このような業績主義配分の仕組みは，今後一層
強化される見込みだ。「統合イノベーション戦略
2019」では，教育研究や学問分野ごとの特性を
反映した客観・共通指標および評価による運営費
交付金の配分に活用し，配分の対象額および変動
幅を順次拡大し，第 4期中期目標期間には，運
営費交付金全体を指標による配分にもっていくと
いう書き振りである。『経済財政運営と改革の基
本方針 2019』（2019年 6月 21日）は，「国は国立大学
との自律的契約関係を再定義し，真の自律的経営
に相応しい法的枠組みの再検討を行う。その際，
現行の「国立大学法人評価」，「認証評価」および
「重点支援評価」に関し，廃止を含め抜本的な簡
素化を図り，教育・研究の成果について，中長期
的努力の成果を含め厳正かつ客観的な評価に転換
する。」と，国立大学法人制度そのものの大胆な
見直しにも言及している。

2. 3．論文生産性指標の難しさと逆効果
科学技術・学術政策研究所の伊神4は，論文生
産性という指標について留意すべき事項を指摘し
ている。論文生産性は，研究者や研究資金などの
インプット指標を分母として，分子である論文数
などのアウトプット指標を除して算出される単純
な指標である。言うまでもないことなのだが，イ
ンプット側にせよ，アウトプット側にせよ，指標
の種類やそのデータソース，算出方法，算出の範
囲などは極めて多様であり，その結果，ありとあ
らゆる研究生産性の数字を作り出せるのだ。我々
が各種のデータを読む場合には，数値の背後にあ
るデータや計算方法の癖を理解することが必要な
のだ。具体的事例については，豊田5が，データ
の癖や読み方などについて詳述しているので，そ
れを参照されたい。
伊神や豊田が指摘しているように，研究活動は

インプット（分母）がそのままアウトプット（分子）に
結びつくような単純なプロセスではない。したが
って，この種の研究生産性指標は，論文生産性を
向上させるための方法や戦略について何も示唆し
ない。それにもかかわらず，論文生産性に関する
指標が目標として設定されると，研究者個人の業
績，組織や大学，さらには国全体のパフォーマン
スに，逆効果をもたらしかねない。
研究生産性に関する知られた分析として Linda 

Butlerの研究がある6。Butlerは，オーストリア
が論文数に応じて大学に対する研究費配分や機関
内の研究費配分を行う政策を採用したところ，論
文の総数は増えたものの，増えたのは被引用数が
少ない，いわば質の低い論文だったこと，その結
果，国全体の平均被引用数は低下し，被引用数で
みた国別の順位が大幅に落ちた事実を示した。
ここにはいくつかの教訓がある。単純に論文数

を増やすという目標では，論文の量は増えても質
は落ちるという負の効果をもたらすということで
ある。論文数によって研究費配分の多寡を決める
という単純な業績主義配分方式をそのまま研究者
や研究機関の目標にすると，研究者たちは論文数
の増加を目指す。しかし，普通の研究者ならば，
書ける論文は書いているのであり，突然，質の高
い論文を追加的に書ける可能性は低い。論文数を
増やそうとすれば，増加した分の論文の質は逓減
していく蓋然性が高い。その結果，国としても大
学としても，質の面ではランキングなどを落とす
ことになる。
論文数も増やし，質も高めるという矛盾するよ
うな目標を国が提示するのは，笑ってやり過ごせ
ばいいが，それを大学レベルでやれば，研究現場
に混乱をもたらす。分野別に論文の多寡や引用の
多寡に特徴があるにもかかわらず，それを無視し
て研究者を平均的研究者として扱ってはいけない。
個々の研究者にどのような支援をするのかを考え，
機関としてのパフォーマンスを最大化するように，
分野別，個人別の役割分担や資源配分，支援のあ
り方などを組み立てることが機関の戦略のはずで
ある。
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2. 4．業績主義配分の難しさは残り続ける
業績主義配分の難しさについては，すでに指摘
されているところだ。これまでの経験からいくつ
かのレッスンがある。思いつくところから列挙し
ておこう。
第 1に，教育のための経費と研究のための経

費の区別が業績主義配分を導入する前提だという
ことだ。研究成果にもとづく資源の配分は研究資
金の配分に反映されるべきであり，それが教育そ
の他の活動にまで影響を及ぼすようなことは避け
なければならない。先行している国では，その点
に留意して，まず研究費部分を区別することから
始めているわけだが，日本のように使途を区別し
ない運営費交付金の仕組みに適用するのはインプ
ットとアウトプット，アウトカムが交錯するため
に，資金配分制度の評価すら難しい。
第 2に，指標や数値は，複雑なものごとの一
面を切り取って示すに過ぎない。業績主義配分は，
大学が本来もっている歴史や突出した強みの伝統，
名物教授の存在，多様性など，大学がもつ物語の
ほとんどすべてを捨象する。そのような評価を続
ければ，社会は次第に大学を教育のための工場，
単純な指標で生産性が測定できる工場だと認識す
るようになりかねない。その結果，大学が本来有
する広い目標からかけ離れた特定の方向に改革が
進むことになりかねない。
第 3に，相対評価による資源配分は，限られ
た資源の争奪戦に陥る。当然ながら，大学は定め
られた指標で，いかによい成果を示すかに腐心す
ることになるが，他の大学も同じことをするので，
いくら努力してよい成果を示しても，他の大学が
もっと優れた成果を示せば相対的には「負け」に
なる。この様子は軍拡競争にたとえられる7。
Geuna and Martinはこの軍拡競争を進化論に倣
って赤の女王効果と呼んでいる8。これは，ルイ
ス・キャロル『鏡の国のアリス』に登場する赤の
女王の寓話になぞらえたものだ。すなわち，同じ
ところにとどまるためにも走り続けなければなら
ないし，他者を追い越すためには何倍も速く走ら
なければならないのだ。少しでも休んだら，それ

は脱落を意味する。業績主義配分は大学を皆が永
遠に走り続ける国へと誘い込むものなのだ。
第 4に，今回の国立大学運営費交付金の業績
評価がそうであるように，多数の断片的な指標を
採用した場合には，指標間にいわゆる交絡効果が
存在する可能性がある。簡単に言えば，多数の指
標の背後に隠れた変数や相関関係などが存在して
いる場合，それぞれの指標は互いに独立ではなく
なる。その結果，有利な大学はもっと有利に，不
利な大学はもっと不利になるという効果をもたら
す可能性が高い。
第 5に，ひとたび導入された指標を別の指標
に変更することは簡単ではない。各大学は決まっ
た指標体系の中でいかによい成績を上げるかに腐
心する。うまく適応できた大学や評価の高い大学
は，指標を変更されると有利な条件が失われるの
で，指標の変更に抵抗することになる。評価する
立場の第三者も，評価方法を頻繁に変更すること
にはコストがかかるので，指標の変更はできるだ
け少なくしたい。新しい指標の妥当性などを検証
するには，それなりの手間がかかるので，その点
でも指標の変更にはハードルがある。最悪なのは，
安易に測定できる指標ばかり採用し，それが定着
してしまうことだ。だからこそ，最初の指標の選
定には熟慮が必要なのである。
第 6に，学生に対する影響だ。国立大学の場合，

業績評価にもとづいて配分された運営費交付金で
もその使途は研究活動や組織ガバナンスに限定さ
れるわけではなく，教育にも影響が及ぶ。業績評
価のよい大学を選んだ場合とそうでない場合で，
学生の教育条件に差が生じる可能性がでてくる。
この違いは，将来の業績評価を予見して大学を選
択できなかった学生が，自己責任として甘受せざ
るをえない不利益なのだろうか。ここに，数値化，
指標化に内在する問題が現れる。つまり，公平と
いう観点だ。業績指標は，とかく生産性や効率に
関心が向かいがちだ。そこには公平という観点は
ない。業績評価は公平性に優越するのだろうか。
この問題は，次に述べる入試改革で議論されてい
る受験機会の公平性の問題につながっていく。
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2. 5．メトリクスの専制政治を許したのは
業績主義配分は結局「なし崩し」に導入されて
いくことになりそうだ。なぜ「なし崩し」になる
のか。今回の導入をめぐる議論の進み方を注意深
くみると，意図したかどうかはわからないが，巧
妙な誘導があることがわかる。我々はとかく，政
府というと一枚岩のように捉えがちだが，実際は
そうではない。誰がどのような場で，どのように
言い出したのか，よく分析する必要がある。
国立大学の運営費交付金配分へ研究生産性指標
による業績主義配分方式をかなりの割合で導入し
ようと具体的に言い出したのは財政制度等審議会
財政制度分科会，つまり，財務省の審議会の場で
あり，文科省の中央教育審議会や国立大学法人評
価委員会ではない。財政制度等審議会に，文科省
はもちろん国大協関係者が呼ばれたわけではない。
つまり，当事者や反論する相手がいない場で，彼
らよりも先に，一方的に見解を表明するという，
ある種の情報操作である。ニュースは第一報が一
番注目されるから，いい加減な情報でも，定着し
てしまう危険性がある。国大協が事後的に反論し
たが，そのような反論はみっともない言い訳で，
既得権を守ろうとしているだけだとみられてしま
う可能性がある。非公式な場で，議論をしている
可能性もあるが，それも力にはなりにくい。
最近，フィルターバブルという言葉をよく聞く
ようになった。ネット社会では，好みの情報ばか
りに触れて，関心のない情報を退けるような壁を
自分の周囲に築きがちで，これをフィルターバブ
ルという。人々は特定のフィルターを通過した解
説記事もどきをもとに議論を展開することになる。
このような情報環境の中では，先に言った者が勝
ちだ。それも一方的であればあるほど，確固たる
フィルターバブルが形成される。財務省が意図し
たかどうかはわからないが，結果的には現代の情
報環境の特性をうまく利用して世論を誘導したと
いうことか。
結局，財務省によるメトリクスの専制政治を許

したのは，財務省の情報操作の巧みさに太刀打ち
できなかった文科省と国立大学自身なのだろう。

3
大学改革の原点にもどって

3. 1．入試改革の数字と公平性
もう一つ，大学改革と数字に関する話題を。

2020年度から大学入試は大学入学共通テストに
切り替えられる予定だが，いまだに非難轟々で，
出口がみえないといったところだ。中でも英語の
民間試験の利用については異論が多い。単に点数
化するための手段であるだけならば，複数の試験
があろうが，大都市と地方のあいだで受験機会に
差があろうが，たいした問題ではない。本質的問
題はシステム全体の公平性にある。
大学の評価であろうが，入学試験であろうが，
数値化は大切だ。試験問題にせよ，大学の評価シ
ートにせよ，それ自体は客観的に数値化できるよ
うに作られている。だからといって，それらを使
った大学の評価や入試が全体として合理的なもの
になるとは限らない。現実社会の中では，試験問
題や評価シートが置かれている条件が多様であり，
そのため没価値に見える数字の背後に公平性など
の価値観がつきまとう。だから，英語民間試験の
採用に踏み出すことを躊躇する大学や，異論を唱
える高校関係者が少なくないのだ。
その際に公平性をどこまで犠牲にしていいのか
は，公式を使って計算すれば済むような問題では
ない。ある意味では，数値化の対極にある政治的
な議論の対象とすべき問題であり，透明性が確保
された空間での熟議が必要なのである。

3. 2．入試改革の前に
メトリクスの専制政治に振り回されているあい
だに，我々は大学改革の大切な論点を見逃してい
る可能性がある。入試改革の背後に見逃されてい
る問題を一つ指摘したい。この問題は，大学改革
の歴史にとって象徴的だ。
高大接続の問題は，高校教育の改革，入試改革，
大学教育改革の 3要素に大別されるが，入試ば
かりに関心が集まりがちで，高大接続の観点から
大学改革が論じられことは多くない。大学教育改
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革に関しては，いわゆる 3ポリシー，すなわち
「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー），
「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシ
ー）および「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポ
リシー）と，認証評価制度の改革の問題に集約され
ている。これら自体は高大接続とは関係なく議論
されてきたことだ。しかし，現場の感覚では，3
ポリシーを整備したからといって高大接続が改善
するとは思えない。
大学入試というメトリクスの横暴の陰で，大学
の現場が直面している高大接続の大問題は，いわ
ゆる未履修問題だ（かつて，高校の必修科目が未履修で，
その時間を受験対策などに充てていたことなどが社会問題化し

たことがあったが，それとは別の問題）。大学入学後に，
分野によっては，例えば高校レベルの物理，化学，
生物の複数またはすべてを学習し，基礎的知識を
獲得していることを期待する場合がある。ところ
が，現在の高校のカリキュラムではそれらの科目
をすべて履修する必要はない。そのため，特定科
目について，高校レベルの基礎的知識がないまま
に入学してくる。さらに，後期日程の入試や推薦
入試，AO入試など，多様な入試形態が存在する
ため，高校で未履修の科目がある学生はますます
増えるのだ。結果として，入学後に勉強について
いくのに苦労する学生，教えるのに苦労する教師
が大量に発生するのだ。
こうしたことを回避するためにアドミッショ
ン・ポリシーがあるのではないかという人もいる
かもしれない。しかし，アドミッション・ポリシ
ーに書けることは入試の科目選択の説明くらいだ。
そもそも高校教育のカリキュラムを逸脱して履修
科目の要件を書くことはほぼ不可能だ。つまり，
高校で未履修科目があることは，学生個人の能力
の問題ではない。高大接続の制度上の問題なので
ある。
かつては，リメディアル教育と言って，基礎学
力が十分でない学生に対して補習をしたことがあ
る。しかし，今日の未履修問題は，レベルの高い
大学でも直面する構造的問題である。それを個人
の問題として扱って，留年や中退に至るのは，本

人にとっても不本意なことだろうし，大学にとっ
ても損失であり，また無責任だ。問題の本質は，
高校までの教育と大学教育のあいだにできた隙間
だ。まさに高大接続の問題なのだ。
この問題は普通教育と大学（専門）教育との間隙

をいかに埋めるかという問題でもある。これこそ，
今日につながる大学改革の原点であった。大学改
革の始まりを「大綱化」からとすれば，「大学教
育の改善について（答申）」（1991年 2月 8日）におけ
る，いわゆる設置基準の大綱化，すなわち一般教
育と専門教育との区別の廃止が大学改革の原点だ。
当時は，大学の一般教育の位置付けが不明確だっ
た。旧制高校では「高等学校ハ男子ノ高等普通教
育ヲ完成スルヲ以テ目的トシ」（高等学校令，1918年

12月 6日勅令第 1条）と規定されていたことから，旧
制高校を引き継いだ新制大学の一般教育は普通教
育の完成を目的とするという見方があった。一方
で，新制高校も高等普通教育（現在の学校教育法では，
高度な普通教育）を担うものとされた。これだと一般
教育は，中等教育か高等教育か，言い換えれば，
高校の役割か大学の役割かが判然としない。読み
方によっては，高校までの復習を大学の一般教育
でやるような感じになる。
そこで，一般教育はつまらないとか，無駄だと
か，一般教育不要論が登場した。大学教員の間に
も科学技術が高度化する中で，専門教育の内容が
増えていくので，専門科目の時間を増やしたいと
いう考えも出てくる。その上，一般教育担当教員
の処遇の問題などもあり，一般教育の廃止へと動
いたのが大綱化答申だった。
未履修問題の現実を見ると，いまこそ普通教育
の完成を目的とした一般教育が必要なのではない
か。それがかつての一般教育とは異なるとしても，
高校までの教育と大学での教育を，制度的に結び
つける確固たる仕組みが必要なのではないか。今
日の大学は，未履修問題に組織的に立ち向かう術
をもたない。高大接続問題のうち，入試改革をめ
ぐる混乱を乗り越えたとしても，未履修問題は続
く。大綱化以来の大学改革は，一周回って高大接
続の原点ともいうべき一般教育のあり方を再評価，
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再検討すべき段階に到達したのではないか。
残念なことに，かつて存在していた一般教育学
会は大学教育学会と名称を変更して 20年以上が
経つ。いまや一般教育をまともに議論する学会が
存在しないのは残念なことだ。中央教育審議会の
最近の議論を見ても，未履修問題が登場すること
はない。これも残念なことだ。
大学改革は本当に大学の改革につながったのだ
ろうか。数値化，定式化により，政策が合理化，
高度化したように見えることは確かだ。しかし，
そこにはメトリクスの専制政治という危うさを伴
っている。高大接続も時代の変化に対応するため
に必要な課題だろう。しかし，トリッキーな改革
ばかりを繰り出す前に，現場を見る必要があるの
ではないか。大学改革を原点から振り返るのには
いいタイミングだ。
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