
01

危機か機会か
未来のハイヤー・エデュケーションのために

Crisis or Opportunity
For the Future of Higher Education in Japan



02

　カネコ・アンド・アソシエイツ（K&A）は、高度な専門知識を
持つスペシャリストのリクルーティングに特化したエグゼク
ティブサーチ会社です。1998年の設立より、米国カリフォル
ニア州を拠点にグローバル企業を対象としたエグゼクティブ
サーチを手掛けております。
　2006年に東京オフィスを設立し、幅広いネットワークと専
門性を活かして、日本、中国をはじめとするアジア諸国のお
客様に、よりタイムリーなサービスを提供しています。
　近年の海外大学の躍進にはめざましいものがあります。大
学ランキングを確認すれば、一目瞭然に日本の大学がアジア
諸国の大学に遅れをとっている現実が示されています。
　私が生業としているエグゼクティブリクルーティングで、企
業のリーダーと対峙すれば、勤勉で有能である筈の日本人
リーダーの不在に気づかずにはいられません。ダイバーシティ
に富む社員を抱えたグローバル企業を率いる日本人トップが
こんなにも少ないのは何故なのか？　考えるうち、答えは教
育にあるのではと思い至るようになりました。
　エグゼクティブリクルーティングの視座から申し上げれば、
海外では、大学の経営陣、職員の採用においても、私どもの
ようなリクルーティングを専門にする企業が介在し、世界基
準に照らし選別したプロフェッショナルを紹介しています。大
学が外に開かれ、公平で、多様性に富む文化を育む環境で
あり続けるのに重要な役割を担っています。
　多様性という言葉はジェンダーや人種のことだけを指すの
ではなく、その価値観や観念の違いも含みますから、学外の
意見を多く取り入れ採用を行うことで、グローバルスタンダー
ドで学ぶ環境を整えることもできるはずです。

　ハイヤー・エデュケーションの分野で活躍されている皆様と
のヒアリングを重ね、貴重なご意見を頂いた5名の有識者の
お考えを纏め発表するのも、私自身にとってそうであったよう
に、読者の方々にとって、この試みが日本の教育が今向かう
べき方向性を考えるきっかけになればと願うからに他なりま
せん。
　四川大学–香港理工大学災害復興管理学院学部長・グ
レチェン・カロンジ氏には、カリフォルニア大学勤務時に、カ
リフォルニア大学のUCシステムの構築に携わったご経験に
ついて主に伺いました。高いブランド力が評価されている大
学群の存在により、カリフォルニアという州の魅力も増し、そ
して魅力の増したカリフォルニア州の教育機関として大学が
再ブランド化されているというウィンウィンの関係性が素晴ら
しい事例です。日本の大学も少子化により淘汰されていく中
で、UCシステムの様に連携しながら、個々のブランドを確立
できれば、新たな可能性が生まれるのではと考えさせられま
した。
　学校法人梅光学院理事長・大学マネジメント研究会会長・ 

本間政雄氏には、国内の大学における今後の課題を詳細に
示して頂きました。冒頭で、21世記に入るまでは大学教育
には期待が寄せられていなかったことに言及されていますが、
日本の大学は入試のハードルをクリアすれば良かった時代か
ら、急速に大きな舵取りが必要となる局面におかれているの
です。課題の多さは読むだけで挫けそうになるほどですが、
日本の大学が強みとする分野もあると知り、活路が残されて
いることに希望を感じています。
　スウェーデン・ルンド大学工学部部長及び教授のビクター・
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オーボル氏には、歴史あるルンド大学の構内でお話を伺いま
した。ルンド大学は、学術研究が高く評価されている北欧で
2番目に古い由緒ある大学でありながら、変化に対して非常
に柔軟な方策を実践しています。今を生きる学生の革新的
な発想から学ぼうとする姿勢や、「異質なもので成り立ってい
るグループこそ強い」とする大学に根付いた文化価値には大
いに学ぶものがあります。
　APU（立命館アジア太平洋大学）学長である出口治明氏は、
言わずと知れた、ライフネット生命保険株式会社を創業され
た実業家です。立命館アジア太平洋大学学長として着任さ
れてからは、精力的に大学経営に取り組まれています。実業
界からハイヤー・エデュケーションの改革に着手された第一
人者として、大学が成長・輸出産業として飛躍するための要
素を、実業家の視点から明示して下さっています。尖った個
性を育てるために大学が今すべきことを着実に実践し、成果
を上げているAPUの存在は、既に多くの大学関係者が注目
されているところでしょう。
　キリンビール株式会社からキリンホールディングス株式会
社常勤監査役を歴任され、早稲田大学評議員・商議員を勤
められている鈴庄一喜氏もまた、民間企業から教学に活躍
の場を移された方です。実業界で培われた類稀な知見から、
大学におけるエンダウメントの創設と経営におけるガバナンス
の改革について、実例を多く用いてご説明下さいました。
　この専門性の高い施策についての文章を拝読するにつけ、
日本の大学も、管理部門を経営と教学に分け、最高財務責
任者やエンダウメント担当者を採用し、管理会計に即した予
算管理や経営組織を組成するべきだという思いを強くしてい

ます。
　民間企業で活躍されながら、日本の大学を良くしたい、強
くしたいという情熱を燃やして下さるプロフェッショナルを企
業から大学にリクルートし、大学経営に携わって頂くことがで
きたなら、教育現場の改革も飛躍的に進むでしょう。
　この度、大学経営についての知識の浅い私の依頼に快く
お応え下さり、貴重なご意見を寄せてくださった、この5名
の皆様には、この場を借り心からお礼申し上げます。
　足を運んだ先で、諦め顔に話をして下さった教授や大学
関係者もいらした中、目を輝かせて困難な変革を押し進めよ
うとされている数少ない方 こ々そ、今後の日本の発展を教育
界から底上げして下さる開拓者であると思います。
　その情熱と知性と行動力に大いに励まされ、私自身も、微
力ではございますが、ハイヤー・エデュケーションのリクルー
ティングを日本に根付かせることで、競争力が高く、多様性
に富んだ採用が教学以外の場所からも活発に行われる、風
通しの良い学舎が増えるよう尽力したいと決意しています。
　10年後には、エグゼクティブリクルーティングの場で、グ
ローバル組織を堂 と々率いるリーダーシップを身につけた日
本人の若者を多く見ることができるように。
　最後に、多くのヒアリングをサポートして下さった、学校広
報ソーシャルメディア活用勉強会・事務局長・山下研一氏並び
に株式会社シンクアップ栗原直以氏に感謝の意を表します。

金子信義
株式会社カネコ・アンド・アソシエイツ・ジャパン代表

AESCエグゼクティブ サーチ & リーダーシップ コンサルティング グローバル 

アソシエーション2019年APAC及び中東地域理事長
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グレチェン・カロンジ
教授、IDMR学部長、PhDスーパーバイザー
ワシントン大学京セラ材料工学教教、カリフォルニ
ア大学国際戦略開発局所長等、ストラスブール欧
州物質研究協会特別顧問、ユネスコ自然科学担当
副所長なるを経て2014年から四川大学 - 香港理
工大学防災復興学院 学部長および四川大学開発
戦略アドバイザー。

̶グレチェンさん、現在は中国の四川大学で勤務してらっ
しゃいますね。
グレチェン◉はい。中国での私の契約は5年で、あと2年数
カ月残っています。更新するかもしれません。契約終了まで
は中国にいるつもりです。ただ、現在のところ、中国の大学
の状況には大いに不満を感じています。シニアリーダーたち
に、中国の大学で指導的な立場に就くように勧めようとは思
いませんね。
　中国には、党が正しいと信じている若者たちがいます。そ
の一方で、労働者の権利を信じて真摯に取り組む若者のグ
ループもいて、彼らは中国の憲法を信じています。こうした人
たちは大学での立場や役職から身を引かざるを得ない状況
に陥ったり、指導的立場から追いやられたりしています。若
者にしてみればとんでもない窮地ですが、何も言わないのが
最善策だと彼らは知っているのです。
̶中国の大学教育にも課題は多そうですね。日本では学
生数の減少に伴い、大学は大きな危機に瀕しています。旧態
依然としたやり方が大学の衰退を加速させているのです。日
本では私立大学でさえ政府の助成金に大きく依存している
のですから、ひどい話です。その点、米国は違うと思うんです
が。
グレチェン◉そうでもないんです。例えば米国では、マサ
チューセッツ工科大学は「国防総省の6つめの壁」と呼ばれ
ていたことがあるくらいです。
̶現在は、どの程度の公的助成金が使われているのです
か？
グレチェン◉巨額ですね。まさに巨額の助成金が使われてい
ます。
̶助成金がなければ、米国大学の生き残りは難しいと思
いますか？
グレチェン◉難しいでしょうね。ただ、イノベーションと博士
課程の話でいうと、私たちが京都大学で立ち上げたプログラ
ムのようなものであれば生き残れるでしょう。
̶今回話題にしたかったのはそのことです。京都大学に
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四川大学–香港理工大学災害復興管理学院 学部長

グレチェン・カロンジ
グレチェン・カロンジ氏は、米国の科学者であり、
四川大学–香港理工大学防災復興学院の学部長です。
ユネスコの自然科学の副理事長、
ワシントン大学の京セラ・マテリアルサイエンス教授、
マサチューセッツ工科大学の准教授等を経て現職。
カリフォルニア大学システムの成功に大きく寄与するなど、
学術分野で国際的な活躍をされているグレチェンさんに、
日本国外の大学の挑戦や成功についてお伺いしました。

インタビュー：
株式会社カネコ・アンド・アソシエツ・ジャパン
代表取締役社長
金子信義

大学の
クロスボーダー戦略
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「思修館」という興味深い大学院があります。京都大学は、
日本でも最も先進的で、かつ開放的な国立大学のひとつで
すね。
グレチェン◉非常に優れた大学院であると思います。学際的
チーム研究にも尽力されています。
　それに加えて海外体験、企業でのインターンシップですね。
私たちの学部の教員には京都大学で博士号を取得した方が
3名います。思修館のプログラムを終了した研究者の1人を
雇用したかったのですが、その方はインドネシアに帰国されま
した。
　現在、京都大学、ガジャ・マダ大学（インドネシアでトップ2）、

四川大学の3大学間で学術交流を構築しようとしています。
そうすれば、学生は一大学だけでなく、全く異なる２つの国
際的な経験も積むことができますから。これは、京都訪問時
に話そうと思っているテーマのひとつです。
̶どのくらい頻繁に日本を訪れていらっしゃいますか？
グレチェン◉年に2～3回です。以前は、より足しげく訪日し
ていました。
̶グレチェンさんは、北海道大学の大学院などでも指導さ
れていますよね。
グレチェン◉はい、ただ、北海道は長くありません。というのも、
私の専門は「災害」なのですが、北海道はその分野の研究に
それほど力を入れていないんです。私はワシントン大学の京
セラ教授として勤務していた時期があり、京セラの寄付講座
を15年間受け持ちました。
　日本は物質科学に強いので、その頃は、自分の物質科学
分野の知識を深めるためによく訪日していました。
̶京セラがワシントン大学で寄付プログラムを行っている
とは知りませんでした。ワシントン大学は優れた学校ですよ
ね。
グレチェン◉世界ランキングで14位です。ワシントン大学に
は学際的研究の土壌があり、これまで着実な成長を育んでき
ました。ですから、学問領域の境界を超えて横断的なプログ
ラムを構築するのもかなり楽でした。バークレー校よりも随

分と良かったと思います。
̶ワシントン大学には日本との強いつながりがありますね？
グレチェン◉はい、東アジアとですね。
̶ワシントン大学のロースクールはどうなんでしょう？
グレチェン◉ダン・フット氏をご存知ですか？
̶ダンですか？　いえ、存じ上げません。
グレチェン◉ダンは、ロースクールの教授ですが、ワシントン
大学から東京大学に移籍しています。私たちが2人ともワシ
ントン大学にいた当時、ダンは、私が同大学で生み出した二
カ国間プロジェクトに基づく教育に携わっていました。
̶日本の法律の研究者であるドクター・マイケル・ヤングが、
数年間ワシントン大学の学長を務めていたことがありました。
その関係で、ワシントン大学は日本と何らかの古いつながり
があるのだと認識しています。
グレチェン◉ワシントン大学は、東アジア法のプログラムがと
ても強いのです。おそらく、その分野では全米屈指の大学院
だと思います。それに、中国文学と中国語の研究にも長い歴
史があります。ことアジアに関しては、優れたプログラムがあ
ります。
̶グレッチェン、あなたはすばらしい経歴をお持ちですが、
MIT卒業後はどうされたのですか？
グレチェン◉MITで助教授と准教授を務めてから、ワシント
ン大学で15年間京セラ教授職に就きました。
̶退職までワシントン大学にいようとは思いませんでした
か？　なぜ大学を変えたのです？
グレチェン◉ワシントン大学を離れたのは、カリフォルニア大
学でとても刺激的な仕事があったからです。仕事を辞めて、
シアトルの家も売りました。今思うと、家を売ったのは大きな
失敗でしたね（笑）。シアトルに戻ろうと思っても、今では高騰
していてとても手が届きませんから。
̶ご自宅はどの辺りだったのですか？　シアトルは最も美し
い街のひとつだと思いますが。
グレチェン◉キャピトルヒルです。シアトルには、まだ息子２
人と孫が８人もいるんですよ。

G r e t c h e n  K a l o n j i
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はカリフォルニア州の最も魅力的なセールスポイントにもなり
ました。ですから、重要な取り組みの一環として、カリフォル
ニア大学はカナダ、メキシコ、中国、インドの各国とつながり
を構築したのです。
　カリフォルニア大学のシステム（UCシステム）で私が携わった
ものには、他にも約40年ぶりに実施された学内研究基金と、
その決定プロセスの評価があります。これは、「マルチキャン
パス・リサーチ・プロポーザル」と呼ばれるもので、基金の規模
は比較的小さいのですが、キャンパス同士が協力して取り組
むプロジェクトの起爆剤になりました。また、「脳神経科学の
最先端施設」など単独のキャンパスとしては大きすぎる投資
の場合は、全米チームを立ち上げ、米国の大学として将来ど
のような取り組みに携わるべきなのかを考えるためにマルチ
キャンパスのプロジェクトを検討するというようなことも行いま
した。
　その後にユネスコへ移りました。
̶当時カリフォルニア大学には競争力の高い国際的な戦
略が何かあったように思うのですが、何年のことですか？
グレチェン◉残念ながら当時はありませんでした。2005年か
ら2010年頃です。
̶既に高い評価を勝ち得ているから、海外からも自然と学
生が集まってくると想定されていたのでしょうか？
グレチェン◉各キャンパスには独自の戦略がありましたが、
キャンパス間での連携はありませんでした。つまり、各キャン
パスによって大きく違っていたのです。とはいえ、全体として、
カリフォルニア大学は、優れた研究や、カリフォルニア州の好
調な経済活動により、優秀な人材を集めることができたと思
います。
̶私はいつも、カリフォルニア大学という大学は全く別個
の組織で構成されているなと感じていました。どこも「カリフォ
ルニア大学」という名称は同じですが、それぞれのキャンパス
が個々のブランドとして確立されています。
グレチェン◉ええ、それが強みですよね。例えばサンタクルー
ズ校は、一般教養が強いように。

̶私はオレゴン州ポートランドの高校を出ました。ポートラ
ンドの街はとても気に入っています。進学時に、2校合格し、
1校落ちたのですが、その不合格がワシントン大学でした。ワ
シントン大学は学生の大半がワシントン州出身で、学部生は
実に97%が州内出身者です。大学は州内から、大学院は州
外から、と言われています。
　私は、ワシントン大学に通いたかったですね。何しろキャン
パスが美しいから。
　カリフォルニア大学では具体的に何をされたのですか？　
拠点はバークレーでしたか？
グレチェン◉オークランドです。大学の事務局があるからで
す。オークランドなら誰も妬まないでしょう？（笑）　私の職務
は2つで、最初の3年程は主に10キャンパスシステムのため
の国際戦略の構築に携わっていました。戦略的な問題は、ど
のようにして10キャンパスの独立性を保ち、さらに、国際的
には、「完全に独立したひとつの大学」と同等の強さを固持
しながら団結するのか、ということでした（カリフォルニア大学に
は総長と呼ばれる職があり、各キャンパスには学長がいます）。

　それから、４つの大きな取り組みも策定しました。
　中国と共同で画期的な「10プラス10」システムを作りまし
た。カリフォルニア大学10校と中国の研究型大学の上位10

校とをまとめて、共同投資で戦略的研究分野を総合的に選
んだのです。中国政府はこの「10プラス10」を大変気に入っ
たため、中国の国家留学基金管理委員会は、どの国よりも多
くの奨学金を私たちの大学に提供してくれました。中国はこう
した取り組みに積極的に投資していましたね。
　カナダとも協力体制を敷きました。カリフォルニアの戦略
的イノベーション、それに、カナダ・メキシコ・カリフォルニアの
パートナーシップも構築地ました。カリフォルニアが、あたか
も1つの国家のような役割を担っていました。構想の中心は、
当時州知事を務めていたアーノルド・シュワルツェネッガー氏
です。私は、シュワルツネッガー氏の国際的なミッションのう
ちの学術分野を担当したんです。
　カリフォルニアの高度な教育制度はブランド力が高く、これ
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̶そのとおり。リバーサイド校は、昔からその地域のアフリ
カ系やラテンアメリカ系の学校に通うマイノリティの学生から
注目されてきました。また、アーバイン校は、アジア系の学生
に狙いを定めています。全米でもアジア系の学生が大多数を
占めるのはこの学校だけです。
グレチェン◉実は、カリフォルニア大学の各キャンパスがカリ
フォルニア州の経済に与えた影響を調査研究した女性がい
まして、その人の名前はちょっと思い出せないのですが、彼
女のデータはよく利用させてもらいました。何が効果的で、
何が効果的でないのかを理解するための学術的な研究も数
多くありました。UCSD（カリフォルニア大学サンディエゴ校）とUCI

（カリフォルニア大学アーバイン校）は同時期に設立されたのです
が、当初、UCSDの方が高い効果を出していました。
̶なぜなのでしょうか？
グレチェン◉おそらくリーダーシップの違いでしょう。サンディ
エゴ校は、ディック・アトキンソンのような学長の存在があり、
勢いがありました。加えて、私の上司だったロバート・ダイン
ズが学長で、UCシステムのトップに就きました。どの学長も、
非常に革新的なリーダーシップを発揮していました。それか
らサンディエゴといえば……
̶ラホヤですね！
グレチェン◉（笑）　カリフォルニア大学サンディエゴ校は、サ
ンディエゴ市のために、国際的なビジネス戦略の基盤となる
CONNECTという組織を作りました。これが経済成長をけん
引する存在となり、サンディエゴを活気のない海軍の田舎町
からエネルギッシュな街へと変えたのです。
̶そうでした、確かにサンディエゴは活気のない海軍の田
舎町でした。それが今ではUCSDがバイオテクノロジーや海
洋技術などで有名です。ベンチャーキャピタルやIT企業、技
術系企業の土壌をしっかりと作りました。こうしたベンチャー
は、UCSDがサンディエゴでCONNECTを作る前には存在
しなかったものです。
　アーバイン校もジャーナリズムの優れたプログラムで有名
です。個人的には、1番はバークレー校、2番がロサンゼル

ス校、次にサンディエゴ校だと思いますね。
グレチェン◉「California Institutes for Science & 

Innovation（カリフォルニア科学イノベーション研究所）」のことはよく
ご存じですか？
̶いいえ。
グレチェン◉設立されたのは15年前です。そのコンセプトは、
「今後の経済において、カリフォルニアが、如何に先進的な
立場を継続的に維持するか」にあります。シュワルツェネッ
ガー氏の前に知事を務めたグレイ・デービス氏には、抜群の
構想がありました。それは、研究所創設の提案を率先して実
現するというものです。カリフォルニア州は研究所あたり1億
ドルから2億ドルを投資しました。カリフォルニア大学2校以
上と協働することが原則です。また、学長は、州の出資金を
ほぼ倍増させるよう取り組みました。面白いアイデアがいくつ
かあり、私たちはまず４件の提案に投資しました。4つのうち
3つは極めて有益な成果を達成したと思います。そのひとつ
がCalit2と呼ばれるものです。この「2」というのは、アーバイ
ン校とサンディエゴ校を指します。IT関連に特化したプロジェ
クトです。
　また、カリフォルニア州は、研究のための環境作りを促進
しました。この4つの研究所は結果的に当初投入された資
金を約4倍に増やしています。民間の大きな資金援助があっ
たからに他ならない成果です。なかでもずば抜けて革新的な
成果をあげたのが、バイオメディカルの定量的研究です。こ
の研究所の主体は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校、
バークレー校、サンタクルーズ校の3校とバークレー研究所
で、特にサンタクルーズ校は、量的遺伝学の研究分野で最
も優れたキャンパスです。なんせ大御所を何人か採用するこ
とができましたからね。とにかく、このバイオメディカル研究
所は、出だしから好調で、何百ものベンチャーキャピタルやス
タートアップ企業を支援する優れたモデルを生み出しました。
サンフランシスコのミッションベイ地区一帯を、ごみ溜めから
一大開発地域へと変えたのもこのプロジェクトです。
　UCシステムや民間セクター、起業に関心があるのなら、こ
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貧困ラインよりも低い所得で生活しています。
̶そうなんですか？　それは知りませんでした。
グレチェン◉私達は（私だけでなく世界各地を飛び回っているUCシ

ステムのトップも含めて）さまざまなプレゼンテーションをするので
すが、こうしたプレゼンは学力や研究内容だけでなく、社会
の役割や貧困に苦しむ若者たちに関するものもあります。最
近の研究調査には、社会の格差軽減で大学が果たす役割を
比較するものもあります。対象となる公立大学は、カリフォル
ニア大学バークレー校とロサンゼルス校の他には数校しかあ
りません。私立大学のポモナ・カレッジは大変顕著な成果を
上げています。とにかく、もう一度あの調査研究をチェックし
なければ。こうやって話をしていたら、居ても立っても居られ
なくなってきました。こうした情報に目を通す時間がなかなか
取れないものですから。
̶社会正義や格差の問題は、日本の大学教育に欠けてい
る要素です。
グレチェン◉これは国際的な問題です。どの国でも欠けてい
る要素なのです。というのも、4つの大学格付けシステムのど
れにも、こうした問題を反映させるものがまったくないからで
す。
̶なぜなのでしょうか？
グレチェン◉数値化するのがとても難しいからでしょうね。
̶大学教育は社会正義や格差に深くかかわるべきだと私
は思いますが、日本はますます階級意識の強い社会へと変化
する傾向にあります。富める者とそうでない者との間の所得
格差がさらに広がっているのです。日本の母子家庭・父子家
庭の貧困率は40％を超えます。日本が抱える課題のひとつ
は、この隠れた貧困に関するものです。
グレチェン◉それは知りませんでした。もっとよく知りたいです
ね。
̶ユネスコでは何をされていたのですか？
グレチェン◉自然科学担当の副事務局長を務めました。事務
局長にはアシスタントの副事務局長が5名います。教育に1

名、文化に1名、コミュニケーション及び情報に1名、そして、

の事例は詳しく調べる価値がありますよ。
　他にもバークレー校がリーダー校となってプロジェクト
「Center for Information Technology Research in the 

Interest of Society」（CITRIS）がありますが、これも非常に
素晴らしい例です。とにかく、提案された内容はどれもとても
革新的でした。最初にチェックされたのは、アーバイン校の
Calit2です。検討チームには当時MITの学長を務めていた
チャールズ・ベスト氏もいたのですが、その彼が、「これまでの
大学史で、これほどまでイノベーションに溢れて高い成果を
もたらしたプロジェクトは見たことがない」と感嘆していたの
を今でも覚えています。
̶州と学校の相乗効果がもたらした素晴らしい例ですね。
UCシステムは、カリフォルニア州からの予算削減が続いたあ
とも、単に細 と々生き残る以上の成長を見せましたが、どの
ようにして実現したのですか？
グレチェン◉そうですね、私自身、現場を離れてもう8年です。
予算削減後については、同僚から如何に大変かという話を聞
くばかりです。残念なのは、大学の生き残りのメカニズムが、
アジアの富裕層の若者たちに依存していることです。州外学
生の授業料は州内学生よりも約3倍以上高い状況です。こ
れが、結果的には、大学の真の使命を歪めてしまいました。
̶カリフォルニア大学は、今でもアフリカ系米国人学生の
獲得には大苦戦を強いられています。
グレチェン◉アフリカ系米国人学生の割合はとても低いです
ね。バークレー校は悲惨です。
̶アフリカ系米国人学生の割合がどのくらいかご存知です
か？
グレチェン◉ちょっとわからないですね。理工系はわずか2%

程度だと思います。
̶アジア系米国人は30～40％で、これは人口比よりも高
い数字です。カリフォルニア大学のすばらしい点のひとつは、
民族や社会経済的背景の割合に関しては多様性のある学校
であることです。
グレチェン◉ロサンゼルス校では、学生の3分の1が全米の
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社会・人文科学と自然科学それぞれに1名。ご存知のように、
ユネスコ（UNESCO）の「E」は「Education」（教育）の「E」、「S」

は「Science」（科学）の「S」、「C」は「Culture」（文化）の「C」

です。
̶もはやユネスコが何の頭文字かを考える人はいませんね
（笑）。

グレチェン◉そうなんです。ユネスコといえば世界遺産と思わ
れていますよね。皆さんが知っているのはそのくらいです。た
だし、発展途上国では、ユネスコの自然科学の活動領域が
よく知られています。世界には自然科学関連委員会の委員
長が300名います。それに、ユネスコ関連の研究センターも
あります。そのひとつが東京大学の水害に関するセンターで
す。しかし、その多くは発展途上国にあります。日本はユネ
スコの活動を非常に真剣に考えています。分担金に加えて、
発展途上国で実施されているユネスコの数多くのプロジェク
トにも資金援助しています。日本は水のプロジェクトが好き
ですね。韓国も多くの出資をしています。
̶ユネスコにはどのくらい在籍していましたか？
グレチェン◉約4年半です。
̶それから四川大学に行ったのですね。
グレチェン◉そうです。
̶ちなみに、四川への移動を決めたのはなぜですか？
グレチェン◉四川大学とはかれこれ20年以上の付き合いが
あります。ワシントン大学で働いていた頃、当時の学長と同じ
プロジェクトに携わり、そのあとにまた国際戦略の開発でも
ご一緒しました。ワシントン大学は、中国を戦略的に重要視
しており、学生のために、学際的研究や体験をより効果的に
統合できないものかと考えていました。そこで、メインのパー
トナーを探しまわっているうちに、四川大学に辿りついたので
す。なぜかというと、複数の分野で環境にかかわる研究調査
がとても重要になったからです。四川は大河や水力発電、生
物多様性と、電力と水の問題の相互作用、森林生態学など
に大きく依存しています。四川大学は、学際的なコラボレー
ションを熱心に行うに良いパートナーだと思います。共通の

環境問題に対し、講師陣と学生とが協働できるプログラム
を作りました。私は、1998年からカリフォルニア大学に移る
2005年まで、年に3～4回は四川に滞在しました。中国から
も米国からも数多くの賞や補助金を頂きました。
̶四川大学では、数多くの学際的研究が行われています
か？
グレチェン◉はい。これまでの2人の学長の時はそうでした。
私が初めて四川大学を訪れたのは1998年で、現在は3人目
の学長です。私は、ワシントン大学を離れたあと、カリフォル
ニア大学では全く違う役割を担いました。「10プラス10」の
話をしましたよね。四川大学もその「10プラス10」のひとつ
です。長い歴史があるのです。
　それから、2008年に四川地震がありました。当時私はカリ
フォルニアにいたのですが、カリフォルニアの災害関連の専
門家グループを組織して、地震直後に現地に入りました。全
米科学財団すらまだ誰も派遣できていない早さです。それ以
来、現在も一緒に作業を続けている人々がいます。前学長
は学際的災害研究所の設立を構想していました。私は遠く
から応援するにすぎなかったのですが、大学に来ないかと声
をかけられました。学際的特徴があるので、大学の同僚や友
人が数多く参加しました。人類学者、考古学者、生物学者、
技術者など、多くの人がいました。
̶グレチェンさんが教えているのは、大学院の学生です
か？
グレチェン◉現在は、修士号と博士号のプログラムを受け
持っています。また、中国教育部から「双一流」（Double First 

Class）と呼ばれる支援を受けて、学部では初めてとなる、災
害関連の優れた学際的プログラムを作っています。
̶ありがとうございました。今後日本の大学が活路を見出
すだめのヒントを沢山頂いた気がします。
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学校法人梅光学院理事長 大学マネジメント研究会 会長

本間政雄

大学改革に
必要な多様性

本間政雄 （ほんま・まさお）
1948年愛知県名古屋市市出身。文部官僚として
活躍した後、高等教育政策、大学経営の専門家と
して、学校法人立命館副総長、立命館アジア太平
洋大学副学長、学校法人関東学院常務理事を歴
任。2005年から国立大学マネジメント研究会を創
設し、会長を務める。2013年以降、学校法人梅光
学院理事長を務めている。

大学に求められる多様性とは？

　今日、大学の人材育成に対し、産業界や社会一般からの
期待が急速に高まっています。1990年代の末ごろまでは、産
業界の多くのトップ・リーダーが「大学教育には、何も期待し
ない」「大学で中途半端な知識を学んでも実社会では役に立
たない」と大学教育の在り方に関心を示すことは稀でした。
それが、21世紀に入って、経済がグローバル化し、企業間の
国際競争が激化する一方、ICTや最先端科学技術が目覚ま
しく進歩するとともに、大学に対し、国際場裡で戦える人材を
きちんと育ててほしいという声が急速に高まってきました。
　こうした産業界からの要請に対し、文部科学省は、大学教育
の質の向上や大学教育のグローバル化を進めるための様々
な施策を打ち出してきました。「G（グローバル）30」や「スーパー・
グローバル大学創生事業（SGU）」などがその代表格です。
　しかし、これらの様々な政策や財政支援にもかかわらず、
一部の大学を除いて、大学のグローバル化は遅 と々して進
んではいません。G30、SGUに選ばれた東京大学の海外で
学ぶ日本人学生数は、この10年間300～400人で推移し、
受け入れ外国人留学生数も、大学院生は、この10年間で
1000人増え約3200名になっていますが、学部学生は３００
名に満たない状況が続いています。東大の学部学生数は約
14000人ですから、外国人学生の比率は2.1%です。これで
はとても「スーパー・グローバル」などと言えない低調さです。
　大学のグローバル化といえば、どうしても「外国人」の教員
や学生を増やそう、となりますが、日本人の教員や学生の多
様性も重要です。外国で教育・研究経験のある教員、20歳
前後の若者ばかりでなく社会人の学生、女性の教員は言うま
でもなく、学長、理事、副学長、学部長、事務局長や部課長
などに女性が当たり前にいることが必要です。そんな多様性
のある大学では、教育・研究に「厚みと奥行き」が出てきます。
今の大学の経営陣の大半は50～70代の男性がほとんどで
す。経営陣も教職員も学生も非常に画一的ですから、グロー

今日は、これまで20年にわたって京都大学や
立命館アジア太平洋大学など全国にまたがる
大小7つの大学で経営の一角を担ってきた経験と
14年前に設立した大学マネジメント研究会の活動を通じて
多くの大学関係者と意見交換を行ってきた経験を踏まえて、
今後大学がどう変わらなければならないかを
考えてみたいと思います。
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バル化をなかなか受け入れられないのではないでしょうか。
　大学のグローバル化を進めるうえで、外国人が学長や副学
長など、教育・研究や大学経営の責任ある地位に就くことは
もちろん有効です。私も、立命館アジア太平洋大学で、外国
人の副学長や学部長と机を並べて3年間一緒に仕事をしま
したので、そのことは肌感覚で理解できます。法人化（2004

年）前後、5年余り京都大学で仕事をしましたが、総長、副学
長７名、それに20名以上いる学部長、研究所長に外国人は
一人もいませんでした。それから15年たった今でもその状況
は変っていません。留学生交流のデータを見る限り京大もグ
ローバル化では東大と大差ない状況です。
　日本の大学で外国人が本当に責任のある立場で経営に携
わるには、まだまだ時間がかかるでしょう。また、外国人が学
長や副学長になっても、日本的な保守的な文化に「同化」し
なくては仕事を円滑に進めることはできません。現状では、少
し失礼な言い方になりますが、外国人学長がグローバル化の
いわば「広告塔」として期待されている面もあるのではないで
しょうか。そもそも「外国人」を意識せざるを得ない現状が、
大学だけでなく日本全体が、グローバル化が進んでいないこ
とを示しているように思います。

多様性は大学経営の視野を広げる

　スウェーデンのルンド大学を例にあげましょう。歴史のある
名門大学です。私がこの大学を訪れたのは7～8年前、その
時驚いたのは学生が副学長をしていることでした。27～28歳
くらいの医学部の学生でしたが、1年休学して1年任期で学
生担当副学長をしているとのことでした。学生の福利厚生や
奨学金といった問題について責任者を務めますが、大学の人
事・財務などにはか関わらないとのことでした。
　こうした大学経営に学生を参画させる考え方は、日本では
過激と思われるかもしれません。しかし、学生が最大のステー
クホルダーと言いながら、学長選挙に学生を参画させていな

いのが日本の大学です。1960年代末の大学紛争の後遺症
もあるでしょうが、ルンド大学のような形はおそらく２０年経っ
ても、日本では実現しないでしょう。ちなみに、フランスでは、
60年代末のいわゆる「5月革命」を経て、学長選挙には、学
生も、食堂や清掃従業員を含む職員も投票しています。今、
日本の大学経営に必要なのは、こうした多様性です。
　ともあれ、いわゆるダイバーシティ経営を行わなければ、経
営陣の視野が狭くなります。大きな変革の時代である今日、
時代を先読みして手を打っていくには広い視野が必要です。
　国立大学の法人化の際、外部人材の登用が義務付けられ
ました。法人化自体が、閉鎖的で非効率な国立大学の在り
方に風穴を開け、企業の経営手法の導入や「開かれた」大
学経営を実現するために行われたものですから、これは当然
のことです。
　理事に少なくとも1名の外部人材の登用、文部科学大臣
が任命する監事の配置、半数以上外部人材が入った経営協
議会の設置が義務付けられました。
しかし、法人化が意図した外部人材を経営や監査・評価に参
画させることによって「開かれた、効率的な大学経営」を実現
しようという企図は形骸化してしまいました。
　まず、「外部理事」の多くが、文部科学省からの出向者で
占められており、また企業出身者などが理事になる場合も大
半が非常勤であり、大学経営の実質は、学内の教員出身の
副学長や学部長と文科省から出向している部課長が握ってい
ます。
　監事はどうでしょうか？　本来、監事は納税者・国民の代
表として、国立大学が教育・研究、経営に関し、国民の負託・
期待に応えているか、適法で効率的・効果的に行われている
かをチェックするのが役割です。しかし、法人化の際、強い
権限を持つ監事が、学内に「入ってくる」ことに強い危機感を
持った国立大学は、文科省と談判を行って、大学が推薦する
候補者を文科大臣が任命するという制度の形骸化を図りまし
た。その結果、2名の監事の大半は非常勤となり、また国立
大学の学長や副学長や学部長経験者が監事に就く例が目立
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ちます。それ自体が悪いということではありませんが、納税者
の代表というより、同じ国立大学学長という「身内意識」ゆえ、
どうしても監査が「甘くなる」傾向は否めないでしょう。
　経営協議会も、委員は学長が任命するのですから、どうし
ても「無難な」人選になりがちです。大学に対して率直かつ
厳しい意見を言うような人は委員に選ばれないのです。また、
選ばれた方も、年に数回、それも2時間程度しか開催されず、
時間の大半が大学からの報告という状況では、大学の教育・
研究について的を射た意見を言うことはできません。経営面
についても、事務の効率化や外部資金の獲得の必要性など
について一般論は言えても、具体論まで踏み込んで言うこと
はなかなかできないのが現状です。
　私が、京都大学で経営協議会委員の人選にあたった時に
は、JR西日本の井手前社長、IBMの北城社長、NTTドコモ
の大星公二氏など名だたる経営者と、立命館、同志社大学
の前・現総長に委員になっていただきました。特に、井手氏か
らは、「京大の事務職員数は多すぎる。立命館は、京大の半
分くらいの職員で頑張っている。早急に、組織改革、業務改
革を行って職員を減らせ」と厳しく言われました。私が、「立
命館には大学病院はないし、教員数も京大の半分、一方京
大には原子炉実験所など研究所も多く、医・薬・工学部などは
企業との共同研究も活発で、簡単に比較はできません」と説
明すると、「君は、役人だからあれこれ理屈を言ってすぐにで
きないという。つべこべいわず、努力しろ」と言われました。も
ちろん、私は法人化後、事務改革に全力投球するつもりでい
ましたので、井出氏の発言をむしろ追い風にしましたが、経
営協議会委員というのは、本来「波風を立てること」を恐れず、
大学のため、学生のため、そして国民のために歯に衣を着せ
ずに意見を言う人にこそお願いすべきだと思いますが、現状で
はそうなってはいないようです。
　私立大学ではどうでしょうか？　私立大学と一口に言って
も、成り立ち、歴史や文化、規模、専門分野別構成、立地な
どきわめて多様ですから、一概には言えませんが、他大学で
の経営経験、国際経験、企業・自治体での経験などをもち、

多様な価値観を持つ本当の意味での「外部人材」をあまり登
用しないという点では、国公立大学と大きく異なるわけではあ
りません。ただ、私立学校法で、卒業生や学外の有識者など
多様なステークホルダーの代表を理事にするよう定められて
いますので、理事会で選任する理事長に、卒業生で企業経
験のある人を起用する場合が結構あります。また、財務担当
理事に、メイン・バンクから財務や資産運用に明るい人材を派
遣してくるケースも多くみられますので、国公立大学に比べれ
ば、経営陣に多様性があるように見えます。
　国公立大学と私立大学の外部人材登用に関する差異は、
独立行政法人の一種である国立大学法人と公益法人の一種
である学校法人を規定する法令の違いに由来するところが大
きいのですが、一方で国からの補助金が経常費の9％しかな
く、収入の8割を授業料で賄わなくてはならない私学は、競
争環境が厳しく、それだけに必要とあらば、経営全般、入試、
広報、就職、財務、人事・労務などの専門人材を躊躇なく登
用するという危機感の違いが大きいように思います。
　しかし、グローバルに見れば、日本の大学の経営陣に多様
性は希薄であり、当該大学の50歳以上の日本人の男性教員
が圧倒的に多数を占め、意思決定をほぼ独占的に行うという
構図が基本です。監事に代表される外部の「目」も十分機能
しているようには見えません。そして、このような現状では、グ
ローバル化は言うに及ばず、日本の大学の喫緊の課題である
教育の質の向上も、なかなか前進しないように思います。

日本の大学教育に対する期待は？

　我が国の大学の課題は、グローバル化の遅れや大学経営
陣の多様性の欠如、教育の質の低下など少なくありませんが、
一方でアジア・アフリカの発展途上にある国々から大きな期待
が寄せられている分野があります。それは理工系の教育・研
究です。太平洋戦争による徹底的な破壊から、戦後僅か20

年で復興を成し遂げ、1970年代以降は、化学、製鉄、造船、
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自動車、家電などの産業が世界市場を席巻し、1980年代に
はGDPで米国に次ぐ世界第2位の躍進を遂げた姿は、当時
のアジアの国々のリーダーに衝撃を与えました。彼らは、この
ような目覚ましい復興・発展の背景に、日本人の勤勉な国民
性と広く普及した教育にあると考えました。そして、マレーシ
アは「ルック・イースト」政策という旗印の下、政府が日本留
学のための奨学金を設け、数多くの学生を日本の大学・大学
院に留学させました。インドネシアも日本留学のための奨学
金を設けました。
　1990年代後半から、日本の大学の協力を得て、自国に理
工系大学を作ろうという動きが出てきました。先陣を切ったの
は、今回もマレーシアであり、既にマレーシア工科大学ができ
ており、日本の大学の教員が常駐し、カリキュラムの作成や研
究指導の進め方などを助言しています。
　また、エジプトも、日本の協力を得て、北部の第二の都市、
アレキサンドリアに日本・エジプト工科大学を設立しました。
私自身も、立命館副総長として、この大学の設立準備に協力
し、大学の管理運営面のアドバイザーとして現地に赴いたこ
とがあります。エジプトについていえば、既に40年以上前の
1977年に、旧文部省は理工系の高等教育機関の設立のた
めに、調査団を派遣していたのです。実は、私自身も、まだ
20代の若手官僚でしたが、3名の大学教授とともに、この調
査団の一員としてアレキサンドリアを訪問しました。エジプト
だけでなくイラク、イランを訪問することになっていましたが、
イラクのバグダッド空港で搭乗機に積んであった時限爆弾が
爆発し、調査団のメンバー2人が重傷を負ったために、イラ
ンは断念しなければならなかったのですが、当時から中東の
国 に々は日本の理工系教育に関心があったことがわかります。
　2年前に、大学マネジメント研究会で、インドネシアの主要
大学を7つ訪問したことがあるのですが、トップ大学の一つと
いわれるガジャマダ大学の学長は、一橋大学で博士号をとっ
ていますし、ご子息も現在同じ一橋大学の大学院で勉強中と
のことでした。ボゴール農科大学の学長も高知大学農学部
で博士号をとり、現在同大の教授の半分近くは日本の大学に

留学しているとのことでした。
　そうした経験から言えば、日本の大学に期待されているの
は理工系です。最近は、高等専門学校（高専）が注目されてい
ます。高専は、5年間一貫教育でモノづくりに強い技術者を
養成する高等教育機関です。私は、かねてから途上国では、
ものづくりに強い、中堅技術者養成を行う高専のような機関
が必要だと考えていましたが、ようやく高専側も文科省もこの
ことに気が付いて積極的に高専システムをアジアに「輸出」し
ようとしていますので「わが意を得たり」という思いです。
　文科省は、国費留学生が博士号を取得することを支援す
るための制度も設けました。短期間日本の大学で研究を行っ
たり、指導教員を相手国に派遣して博士論文を完成するため
の支援を日本学術振興会を通じて行ってきたのです。アジア
をはじめ途上国では博士号を持っていることが大学教員や研
究者としてキャリアを歩んでいくうえで大きな意味を持ちます。
今後ともこうした事業を続けていくことが重要だと思います。

知徳体を教える日本の義務教育への評価

　日本の学校制度は、明治維新後、急速に整備が進み、約
30年で3～4年の初等義務教育が普及し、我が国の近代化
の基礎となりました。その背景には、世界史的にも稀な270

年にも及ぶ政治的安定の下で商品流通経済が発展し、幕末
期に武士階級のための藩校が300校近く、庶民階級のため
の寺子屋が数万と教育が広く普及していたことが挙げられま
す。特に、藩校は、知識を得るだけでなく、武士としての徳目
を身に着け、徳目を体現するため体を鍛えることを目指しまし
た。いわゆる文武両道です。
　明治維新後の学校制度も、こうした藩校の伝統を引き継
ぎ、知育、徳育、体育の三位一体となったものでした。現在
の学校制度も知識だけでなく、「心身ともに健全な成長を促
す」としてこの伝統を守っています。
　しかし、このような学校の在り方は、世界的に見れば極め
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てユニークであり、欧米の学校は、英国の寄宿制のエリート
養成校であるパブリック・スクールなどの例外を別とすれば、
基本的には知育を主とするものです。フランスでは、パリの街
を歩いていてもどこに学校があるのか全く分かりませんが、こ
れは日本の学校のように広い運動場や体育館がないからで
す。フランスの学校では、体育はコミュニティの役割・責任と
され、学校は直接関与しません。また、徳育は、家庭と教会
の役割ですから、日本の学校のように道徳の時間もありませ
んし、教室・廊下・便所掃除などを課することもありません。
　われわれ日本人は、学校はこういうものと思い込んでいるの
で、当たり前に知・徳・体一体の学校の在り方を受け入れてい
ますが、多くの外国人から見ると奇異に感じます。しかし、最
近、こうした日本の学校の在り方が、日本人の規律正しさや
勤勉さ、安心・安全な社会、ひいては経済発展の根底にある
のではないかとの評価がなされるようになりました。特に、中
東諸国の中に、こうした日本の学校制度を取り入れようとする
国が現れてきました。大学に関しては、米国や英国などから
教員を招き、巨費を投じて立派な施設・設備を作っているよう
ですが、日本に対する期待は、初等教育にあるようです。実
際、立命館にも、いくつかの中東諸国から「日本的な小学校
を、ウチの国でも作ってほしい」という要請もありました。
　日本の学校では、生徒の非行を防ぐため、先生が夜の盛り
場を見回ったりする「夜回り先生」が話題になりますが、この
話をフランスですると、なぜ先生がそんなことをするのかと驚
かれます。フランスの公立小学校・中学校の先生は、定められ
た知識の体系を教えるだけの存在ですから、日本のように「恩
師」として尊敬される対象ではありません。以前は、大学を出
ていなくてもなることのできた職業です。知的な仕事ではあり
ますが、いわば「労働者」の扱いです。ですから給料も高くあ
りません。高校の先生は、全く別です。決められたことを教え
るのではなく、考えさせる教育を行うので、先生も大学と同じ
ようにプロフェッサーと呼ばれます。
　そういう意味では、日本の経済発展の秘密はどこにあるの
かと考えれば、やはり小中高の教育がしっかりしていることが

あげられます。高等学校の進学率が97%、卒業率も8割と
高いことがあげられます。米国も進学率自体は高いのですが、
学業不振だけでなく非行、暴力、妊娠、貧困などの理由で中
退するものが少なくなく、仮に卒業率が8割というと校長が表
彰されるくらいです。
　日本では、1990年代半ばに、高校中退率が初めて10万
人、全体の2%を超えました。私は、当時文部省の高校課
長でしたが、この数字を記者会見で発表した際、記者たちか
ら随分文部省の怠慢、無策を非難されました。しかし、中退
率2%といえば、50人のクラスに1人です。中退者の多くは、
進路変更（専門学校などに進学）、病気、親の失業などによる経
済的理由などが原因で、勉強に興味を持てない、学業につい
ていけないなど学校や文部省に責任があるケースは、そのう
ちの2割くらいです。従って、10万人という数字だけを聞け
ば、「大問題」ということになりますが、中身を精査すれば、そ
して他の先進諸国と比べれば、日本の学校は非常によくやっ
ていると思います。ヨーロッパでは、社会経済階級による後
期中等教育（高校など）、高等教育の進学率に大きな差異があ
り、そもそも1990年代末まで後期中等教育の進学率自体が
3～4割と低迷し、課題は進学率を日米並みに引き上げること
と階級による進学格差の縮小であったのです。

人口減少社会と大学の規模問題

　今日、日本の大学が直面する最大の問題は、18歳人口の
急減です。第二次ベビー・ブーム世代が18歳と大学進学適
齢期に達した1992年、18歳人口は205万人でしたが、この
25年で4割以上減少しました。一方、同じころに始まった政
府の大学・学部の設置認可に関する規制緩和により、大学の
数と規模は、私立大学を中心に急速に拡大しました。社会人
学生が欧米諸国に比べて極端に少なく、留学生の増加も多く
見込めない日本の大学は、18歳人口に大きく依存しています
から、その減少は「市場」の縮小に直結します。私立大学の
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大半は、学生の払う授業料に収入の8割を依存していますか
ら、入学定員を満たすことができなければ、いずれ経営破綻
します。
　現在、学生数3千人以下で地方の中小規模の都市に立地
する大学を中心に定員割れの私大は4割に達しています。私
学事業団の行った財務経営分析結果によれば、今後数年で
経営破綻の惧れがある（レッド・ゾーン）私大は約30校、5、6年
以内に危険水域に陥る私大（イエロー・ゾーン）が70校程度ある
と警鐘を鳴らしています。
　一方で、公費（税金）で経費の6割を賄っている国立大学の
入学定員は約10万人でこの25年ほとんど減っていません。
公立大学に至っては新設が相次ぎ、この25年で41校が93

校に、学生数は7万人から16万人（いずれも2019年）へと倍増
以上の増加です。若年人口の減少によって、この30年間で
数千校の公立小中高校が統合再編されてきましたが、大学
に関する限り、国公立大学は規模の維持、拡大が行われて
きたということです。税投入により、国公立大学の授業料は
約54万円と格安に抑えられていますし、施設・設備費はほぼ
100%税金で賄われますから、国公立大学が増えることは、
高等教育機会の拡大につながり、結構なことのように一見思
えます。
　しかし、国と地方の債務が1122兆円という天文学的な数
字に達し、今後の急速な高齢化によって医療、介護・福祉な
どの社会保障費が国家予算の4割にも達するという状況で、
国公立大学を現状の規模の維持、拡大が財政的に持続可
能かという問題があります。また、これらの原資となるお金は
国債（借金）の発行で賄われるので、現役世代にその付けを
回すことが許されるかという問題があります。
　今後は、市場は縮小の一途と見込まれる中で、国立大学
ですら、入学者の確保がむつかしくなり、地方の国立大学が
首都圏や関西圏にまで入試説明会を開催したり、補習教育
が必要になっています。明らかに国公立大学の定員は過剰
です。
　私立大学がこれだけ普及し、グローバル化や社会人の受

け入れ、教育の質の向上などで国公立大学をリードするよ
うになり、学術研究の面でも旧帝大と比肩するような成果も
着 と々生まれるようになっています。こういう状況を踏まえて、
国公立大学は本来の役割に立ち返り、私大では取り組みにく
い1）医療系、理工系、農林・水産・商船などの分野での学部
教育、2）大学院を中心とした高度の学術研究、3）採算の関
係から私大が立地しにくい地方における高等教育機会の提供
という3つの機能に絞って、学部の規模を縮小する方向で戦
略的に再編成を行うことが必要です。
　2018年11月に中央教育審議会が「2040年に向けた高
等教育のグランド・デザインについて」という答申を出しました
が、その中で「国立大学の役割を踏まえて、規模や分野別の
規模について、国立大学とよく話し合いながら、検討を進め
るべき」としています。上記の3つを踏まえ、「筋肉質の」国
公立大学に生まれ変わるための思い切った政策を実施してほ
しいと思っています。
　こうしたことは、昨年新幹線の月刊誌『Wedge』の2017

年12月号にも書きました。それを読んだ経団連からお声が
掛かり、翌18年の教育問題委員会で話をしました。国立大
学は戦略的に無駄をそぎ落とすこと、特に東大・京大は大学
院にシフトして、教育負担の大きい学部の学生数は減らして、
大学院教育と研究に注力でき、国際的な競争力も高まると話
したわけです。
　この話は、経団連も同意してくれたようで、わずかその1か
月後に文科大臣との定期協議の場で、18歳人口の減少に応
じた国立大学の規模の適正化を図るべきだと申し入れをして
います。
　公立大学についても、文科省は「所管外」として傍観してい
ますが、高等教育政策に責任と権限を持つ政策官庁として、
例えば公立大学の主管の総務省と協議会を作り、公立大学
設置のガイドラインを策定することを提案したいと思います。
公立でないとできない分野、例えば地方の伝統工芸の維持、
看護・農業・医療など、地域密着の人材養成などに絞っていく
のです。公立大学の中には、首都大学東京のように、多くの
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国立、私立大学がある大都市に立地して、毎年膨大な額の
税金を投入して維持している大学もあります。
　実は、文科省は過去に進学率を抑制する政策をとったこと
があります。1975年から25年間、進学率を3割程度に抑制
するため、「工場等制限法」という特別立法を行い、大都市
における大学・学部の新増設を原則認めないようにしたので
す。当時既に「レジャーランド」と言われていた大学の質の低
下をそれ以上招かないようにする狙いがありましたが、それだ
けでなく全体規模を抑制したうえで、授業料の額を逐次引き
上げて国立大学の補助金依存率を下げる一方、1970年代
に始まった私大への補助金を増額し、国立大学も私大も最
終的に補助金依存率を経常費の5割に均衡させ、財政面で
の「イコール・フッティング（同等の競争条件）」を実現することを
意図していたのです。
　しかし、こうした抑制策は、いわゆる「受験地獄」を現出さ
せたため、1980年代半ばの臨時教育審議会の規制緩和を
基調とした累次の答申により、方向転換がはかられました。
1990年代半ばから、第二次ベビー・ブームによる進学者の
増加に対応するために、教員の増員や施設・設備の整備がな
くても、臨時的に定員増を認めました。これが「臨定」ですが、
人件費増がなくても授業料収入が増えるので私大にとっては
とても「おいしい」政策でした。問題は、ブームが去って臨定
の解消を求めた際、私大が抵抗したことです。結局、臨定の
半分までなら自動的に恒常的な定員として認めることになりま
した。
　こうして抑制策はなし崩しとなり、ついには工場棟制限法も
廃止されて、今世紀初頭には「準則主義」、すなわち形式的
な要件を満たしていれば、学生が実際に集められるかについ
て厳格な審査なく、ほぼ自動的に大学・学部の新増設や定員
増加が認められることになりました。
　こうして30年前に比べると、私大の数、学生数は、1992

年の384校168万人から607校215万人へと急増しました。
まさに、大学進学者が5割を超え、非進学者が比較少数と
なる「ユニバーサル」段階になったのです。進学率が3割台で

「レジャーランド」と揶揄された大学の進学率が6割に迫る
今日、同じように大学を名乗っても、その内実が大学によって
大きく異なることは容易に想像できるでしょう。

国立大学の統合再編

　文科省は、前述の「グランド・デザイン答申」を受けて、法
律改正を行って、国立大学について「一法人複数大学制度」
を導入しました。これにより、2020年度から東海国立大学
機構という法人が発足し、名古屋大学と岐阜大学がその傘
下に入ることになりました。ほかにも、北海道の3大学（小樽商
科大学、帯広畜産大学、北見工業大学）など幾つかの地域で統合
再編が検討中です。文科省や当該大学は、統合による「規模
のメリット」により、教育・研究や経営力が強化されるとしてい
ますが、これは大いに疑問です。
　実は、国立大学の再編・統合は、何も今回始まったことで
はありません。戦前にあった官立大学や高等商業、高等工業、
医科、蚕糸、林業などの専門学校、師範学校などを統合して
新制の国立大学が数多く誕生しました。しかし、これら多様
な、地理的にも離れた高等教育機関が一つの組織となって、
「規模のメリット」を生かすことができた国立大学は、横浜国
立大学や名古屋大学のようにばらばらに離れていた学部を1

か所に統合したところに限られています。
　国立大学の統合再編の第2の波は、2001年の小泉政権
下の「国立大学の構造改革のプラン」（遠山プラン）の下でやっ
てきます。「国立大学の数は多すぎる。大半の国立大学は民
営化（私学化）する」と言い出した小泉首相を説得し、民営化
阻止のために、大胆な統合再編により国立大学の数を大幅
に削減するとしたのです。
　最終的に、統合により99あった国立大学は86にまで減り
ましたが、「規模のメリット」についてはその後ほとんど検証さ
れていません。統合した大学でも、新たな教育研究組織がで
きたか、学部を超えた共同研究の成果が生まれたか、外部
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資金の獲得につながったか、事務組織の効率化ができたかと
いったことについて問題意識も希薄なようです。
　国立大学と私立大学双方で経営を担った私の経験からす
ると、国立大学のように学長が教育・研究だけでなく経営の
最高責任者も兼ね、理事は学長が任免する学長の補佐役に
過ぎないという、いわば学長にかなりの権限が集中する国立
大学法人制度は、大学を改革するうえで学校法人よりふさわ
しい仕組みであると思います。
　その仕組みを崩して、理事長と学長を分離し、複数の国立
大学の上にアンブレラ法人なるものを作って、わざわざ意思
決定を煩雑化、複雑化する意味が全く理解できません。仮に、
それが「規模のメリット」を生かすため、というならそれは単な
る机上の夢想、砂上の楼閣です。
　大学の意思決定はただでさえ時間がかかり、「足して二で
割る」式の中途半端なものに終わる傾向が強いのに、歴史も
規模も文化も異なり、地理的にも距離のある二つの大学が、
人的・物的・知的資源を共有して新たなものを作り出したり、
経営の効率化ができると考えるのは、これまでの経験をきち
んと検証していないからです。京大や東大は、歴史的に見れ
ば工部省や農務省などの傘下にあった分科大学をまとめたも
のですが、帝国大学として一つの大学になった後100年経っ
ても、分科大学＝学部は、依然として独立性を主張するため、
大学として一体的な大学経営ができていません。笑い話のよ
うな話ですが、京大でも東大でも各学部は、今でもここは自
分たちの敷地だ、自分たちの建物だといって所有権を主張し
ているのです。そういう事情を骨身に染みて知っている者とし
て見れば、今回の1法人複数大学制度による「統合」も北海
道3大学の「緩やかな連携」も到底うまくいくとは思えません。

大学の統合再編にはグランド・デザインが要る

　国立大学の統合再編について、大学任せにしている現状に
も大いに問題があります。名古屋大学と岐阜大学の場合も、

なぜ物理的に近い名古屋工業大学との統合を模索しなかっ
たのか理解できません。当事者に聞いたところでは、規模の
大きな名古屋大学に「吸収されること」を名工大が恐れた、と
いうのが最大の理由のようです。
　「遠山プラン」による統合でも、大分大学と大分医科大学、
山梨大学と山梨医科大学との統合など数多くの同じパターン
の統合が実現しましたが、ではなぜ滋賀大学と滋賀医科大
学、静岡大学と浜松医科大学の統合はできなかったのでしょ
うか。神戸商船大学は神戸大学との統合を選択しましたが、
東京商船大学との統合の方が、実習船の共用など「規模のメ
リット」は図りやすかったのではないでしょうか。さらに、大阪
外国語大学は大阪大学と統合しましたが、なぜ東京外国語
大学は東大と統合しなかったのでしょうか。
　それは、統合再編を大学の判断に任せたからです。そうし
た判断は、個別大学の事情に左右されがちで、国家的見地
から合理的な統合案にはなりえません。国立大学が、わが国
の将来にとって極めて重要なことにかんがみれば、まず文科
省が再編の青写真を描き、その上で国立大学に案を提示し、
個別の事情を考慮して調整を行うべきだったのです。

統合再編によらない「規模のメリット」

　規模のメリットは、大きな時間とエネルギーが必要な統合
でなくても実現できます。例えば、「連合大学院」方式です。
これは、複数の大学が教員や施設・設備などの「資源」を相
互利用して大学院を作るものです。1大学ではできない大学
院が実現可能になる、まさに「規模のメリット」を生かすアイ
デアです。この仕組みは1990年代に作られ、獣医学、学校
教育学、医療情報学など多くの分野で実績があります。今回
名古屋大学と一緒になる岐阜大学でも、この方式を活用し
て、3つもの連合大学院を設置しています。これには大学だ
けではなく、企業の研究所や経済産業省所管の産業技術総
合研究所なども協力して教育・研究上の大きな成果を上げて
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います。最近も、東外大・電通・農工大の3大学が、共同サス
テナビリティ専攻という博士課程を設置しました。
　何も法律改正までして1法人複数大学制度など作らなくて
も、無理やり一つの大学にならなくても、もっと簡素でスピー
ディな手続きで、機能的な連携協力は実現できるのです。教
養教育などの共同化や研究施設・設備や運動場などの共同
利用などは、協力協定一つ結べば明日からでも実施できます。
　ことさらに統合を言い立てるのは、政治的なアピール以外
の何物にも見えません。同じようにして生まれた専門職大学
も、結局は失敗に終わりそうです。大学経営の経験がなく、
実情に疎い霞が関の官僚が、政治家に「何かしている」とア
ピールしたいと考えたまさに机上の空論です。

大学の経費削減・資金運用にも実現できる

　統合再編によらない規模のメリットは、ほかの分野でも実
現できます。例えば、物品の共同購入です。東大では、法人
化にあたって、JRで共同購入を担当していた石堂氏を副理
事に登用し、物品購入の共同調達の仕組みを考えてもらい、
それによれば調達価格の2割を落とせるという試算でした。
東大では、様々な物品を学部・研究室単位でバラバラに調達
しているため、コストが高くついていますが、これを一括購入
にすれば規模のメリットによって割引率が高くなります。石堂
氏は、近隣の他の国立大学とも組もうとしたのですが、結局
は従来のやり方に固執する教員の同意が得られずとん挫した
ようです。実にもったいない話です。
　経費といえば、大学の損害保険にも規模のメリットは適用
できます。国立大学は法人化される以前は、国家賠償法によ
り、公務員が過失により第三者に損害を与えても、本人に代
わって国が補償するという仕組みがありました。したがって、
損害賠償保険は不要でした。しかし、法人化、非公務員化
後は、民間と同じように法人に賠償責任が生じます。そこで、
それぞれの国立大学が個別に保険を掛けると、リスクの見積

もりや計算の手間などにより膨大な保険料が発生します。
　そんな時、ある損保会社から一括保険制度の提案があり、
それによれば各大学の保険料は大幅な減額ができることにな
りました。例えば、京大で個別に損害保険を掛けると、日本
全国に演習林や火山観測所があり、原子炉もあり、医療ミス
のリスクのある大きな病院もあって、年間で数億円の保険料
が掛かると予想されていました。ところが、規模のメリットを
生かした新たな保険により、全国立大学をカバーして7億円
ほどの保険料ですむことになりました。これは私学にも適用で
きます。私立大学連盟（私大連）や私大協が一括して契約する
ようにすれば相当の節約ができます。
　資金運用についても同様です。米国では、中小の大学が
資金を持ち寄って1兆円規模の「コモン・ファンド」なるものを
作り、プロのファンド・マネージャーを雇って毎年5%以上の
運用利回りを達成しているといいますが、わが国でもおなじこ
とができるはずです。実際に、日本版「コモン・ファンド」が動
き始めています。1大学では資金運用に回せる金額が5億円
しかなくても、10大学が集まれば50億円です。これこそ「規
模のメリット」そのものではないでしょうか。
　つまり、1法人複数大学制度という法制度によらなくても、
いくらでも規模のメリットは実現できるということです。

地方小規模大学の挑戦

　私が理事長を務めている梅光学院は、県庁所在地でも地
方中核都市でもないところ（山口県下関市）に立地していますか
ら、確かに経営が厳しい。しかし、多様性という観点からすれ
ば、私学が全て大都市の大規模な私学になることは、問い直
されるべきだと思います。ミッション系の学校や、地域で長く
貢献している大学が、定員が未充足だから教育内容に問題が
あるのではないかという一方的な考え方は当てはまりません。
　全国で出生率が一番低い都道府県は東京です。住宅が高
い、長時間の通勤で家に帰ったら疲れてなにもできない、大
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都市に集中することの問題点があります。東京はもちろん便
利ですが、フランスやドイツ、イギリスのように、田舎住まいを
よしとする時代に変化する過程にあると思います。住居が安
い、生活費も格段に安い、助け合いの世界が田舎のよさです。
　梅光学院大学に学生は1300人しかいませんが、幼稚園と
中学・高校があり、地域に親しまれています。地域になくては
ならない場所です。大学がなくなれば、若者もインテリも町か
らいなくなり、図書館もなくなります。
　ですからやはり、日本全体のグランド・デザインを描くのであ
れば、公立大学の抑制、本来の役割に特化する国立大学、
基本的に自由競争の私学がよいと思います。地方の文化を
守ることは、言うまでもなくすごく大事なことです。そのうえで、
地方における私立大学については、何らかの指標による評価
が必要です。

M a s a o  H o n m a
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ビクター・オーバル
スウェーデン ルンド大学教授 

2009年から工学部（LTH）部長
1988年理学修士、1994年博士号をルンド大学の
電気工学において修得。現在はワイヤレスコミュニ
ケーションのアルゴリズムと構造、イメージ加工、及
び生体医学のデジタル化を主に研究している。

留学生を受け入れるメリット
多様性がもたらす強さ

　世界ではグローバル化が進んでおり、特に研究分野で顕
著です。ルンド大学は研究において国外の大学とコラボレー
ションを重ねてきました。というのも、研究と教育はつながっ
ていなければならないと考えるからです。学生がいなければ
大学などあり得ませんし、優れた大学には優れた研究がなけ
ればならないと言えます。
　いかなる分野であれ、異質なもので成り立っているグルー
プは強くなります。それは理事会でも、企業でも、学生の集
まりでも同じです。文化が多様だと考え方も多様になります。
そうした多様な考え方は教育の方法に影響を与えますし、留
学生は大学の発展に大いに貢献してくれます。ルンド大学で
は、留学生がごく普通の学生生活を送ることができるように、
教授と学生自治会の双方が熱心に取り組んでいます。とはい
え、これは決して簡単なことではありません。
　それでも、留学生の受け入れにデメリットは一切感じませ
ん。3学年、4学年の課程では多くの授業が英語で行われて
います。また、留学生の修士課程には、ITを駆使し、ワイヤ
レスネットワーク経由で行うコースもあります。もし留学生が
いなければ、こうしたコースの多くは中止せざるを得なかった
でしょう。留学生を受け入れると、それまでの制度に変化の
波が起こります。留学生は確実にスウェーデン社会にメリッ
トをもたらしてくれるのです。特にそのまま滞在してもらえると
更なる効果が期待できます。実際、多くの留学生がここに住
み着いています。

企業と取り組むメリット
社会のための教育を念頭に

　本学は企業や行政と密にやりとりを続けています。さまざ
まな企業から多くの人材を集め、成長する方法を話し合って
きました。これは、大学にとってもカリキュラムの構築に役立っ

03
ルンド大学は、常に世界の大学トップ100に
ランクインしており、スウェーデン国内で留学生に最も
人気のある大学です。学術研究で優れた業績を
残していることは特に知られており、
革新的な発見を数多く生み出しました。
超音波診断やブルートゥースといったテクノロジーは
そのほんの一例で、ルンド大学の研究に基づいた
影響力のあるイノベーションは数多く存在します。
さらにこの大学のおもしろいところは、
大学の最高意思決定機関である理事会に
学生も参加している点です。
理事会は副学長、教員・学生の代表、
コミュニティ・企業の代表で構成されています。

スウェーデン ルンド大学教授 工学部（LTH）部長

ビクター・オーバル

先手をとって
変化する大学であれ
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ています。私たちは社会のために学生を教育しているのです
から、外部組織との協働は不可欠です。また、研究職を離れ
る若者たちを指導し、就職のサポートをするこにも重きを置
いています。

大学の役割
基本を教え、挑戦する機会を与える

　若者世代を育てるためには何が必要なのでしょうか？　大
学として、どのようにすれば生涯学習の場を提供できるので
しょうか？
　鍵はデジタル化だと私は考えます。私たちは、その基盤と
なるものを学生に教えなければなりません。AIは数学であり、
統計学です。必要なのは基礎なのです。
電子工学を例に考えてみましょう。工学部の1年目に学ぶの
は非常に基本的な内容で、学生たちは直ぐに飽きてしまいま
す。しかし、教え方によっては学生に関心を持たせることもで
きるでしょう。教授陣も日々、頭を悩ませているのです。デジ
タルの分野では、教授よりも学生の方がスキルが高い場合が
あります。そのため、教授陣が新しいことを話し合う機会に
は、博士課程の学生にもコンサルタントとして加わってもらう
のも珍しいことではありません。
　変化は常に必要であり、大学は先手を取って変化しなけ
ればなりません。多くの人は変わることに不安を感じますが、
新しいことにチャレンジするよう、大学が人々の背中を押さな
ければなりません。新しい環境に馴染むのは、当然ながら簡
単なことではありません。しかし、コンピュータサイエンスなど
のような科目にとって、変化を退けることは致命的です。コン
ピュータサイエンスの分野などは、学生が入学してから卒業
するまでの5年で、がらりと様変わりします。とはいえ、すべ
ての基本は数学ですから、基本が変わることはありません。
　大学が学生を教育するのは社会のためであり、大学のた
めではない、ということを私たちは肝に銘じなければなりま
せん。

MIRAIプロジェクト

　他の国との共同研究は頻繁に行われています。たとえ
ば、2015年10月に東京のスウェーデン大使館が始めた
「MIRAIプロジェクト」もそのひとつです。スウェーデンと日
本の大学の学長や理事長、大使、複数の資金提供組織が、
この3年のプロジェクトに関わり、マテリアル・持続可能性・高
齢化の3つメインテーマとして掲げています。私たちスウェー
デンと日本は全く違うように見えますが、似たところもたくさ
んあります。ですから、当初考えたのは、協力の強化でした。
研究者の交換留学に関して何度も話し合いを重ねましたが、
どちらの国にもプロジェクトに参加したいという研究者が不
足していました。日本の文化や食べ物はスウェーデンで人気
が高まっているのに、なぜ参加したがらないのか私にはわか
りません。日本の学生もスウェーデンに来たがらないのです。

力関係に変化を与える人事の重要性

　大学で直接人材を雇用する必要性はある程度ありますが、
研究グループのような分野では、学内だけで人材を探すと、
グループ内の考え方が凝り固まってしまうため、良くないこと
と認識しています。外からの影響が必要です。関係性のない
第三者機関にリクルートを依頼し、外部から人を受け入れる
と、グループ内の力関係に変化が生じます。大学にとっては
それが重要なのです。
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出口治明 （でぐち・はるあき）
1948年、三重県美杉村（現・津市）生まれ。京都
大学法学部（専攻：憲法）を卒業。1972年、日本生
命保険相互会社に入社、ロンドン現地法人社長、
国際業務部長などを歴任。2008年、ライフネット
生命保険株式会社を開業、代表取締役社長に就
任。2012年、上場。2017年、同社を退任。2018

年1月、立命館アジア太平洋大学（APU）学長に就
任（現在に至る）。主な著書（単著）『哲学と宗教全
史』（ダイヤモンド社）『全世界史（上・下）』（新潮文
庫）『人類5000年史（Ⅰ・Ⅱ）』（ちくま新書）『0から学
ぶ「日本史」講義』（文藝春秋）『生命保険入門（新
版）』（岩波書店）『「任せ方」の教科書』（角川書店）
『人生を面白くする本物の教養』（幻冬舎新書）、そ
の他多数。

大学のマネジメント

　トップの仕事は、基本的に、大きいビジョンや方向性を示
す、なかなか決まらない問題を決断する、あるいはみんなに
気持ちよく働いてもらうことなどです。その意味では、大学と
企業のマネジメントに本質的な違いはありません。
　ただ、例えば立命館では理事長がいて、総長がいる。理
事長は経営の責任者、総長は教学の責任者。経営と研究、
教育、学問の自由という問題、この2つは性質を異にするの
で、大学では一般に、経営と教学の責任者がいることになっ
ているのだと思います。
　大学においては、経営問題なのか教学問題なのか、そこさ
え割り切れれば、それぞれの責任者が決めれば、それでいい
のですが、重なっている部分もあります。その場合、意思決
定にやや時間がかかるのは仕方がありません。
　僕はAPUに赴任してから、ずっと「One APU」という話を
してきました。APUをよくしたいと思っているのは、学生も教
職員も関係者全員が一緒です。学ぶ主体は学生ですから、
学生がきちんと主体的に学ぶ。それを教員は、教えることに
よってサポートする。職員は、そういう環境を整えることでサ
ポートする。そういう意味では教職員の区別は本質的にはな
く、機能が違うだけだと思っています。　
 

大学は教育産業かつ成長・輸出産業

　日本で大学の話をすると、「18歳の人口が激減して、大学
はどうなるだろう」という話になります。しかし、普通に考え
れば18歳の人口が激減すれば、定員減をするのか、あるい
は統廃合するのか、いずれかしか解はありません。だから、こ
の問題の設定自体が間違っていると僕は思っています。大学
は成長産業であり、輸出産業と考えるべきでしょう。
　例えば競争力の強いアメリカの大学は、100万人の留学

APU（立命館アジア太平洋大学） 学長

出口治明

大学は
成長産業である

APU（立命館アジア太平洋大学）は
2030ビジョンで世界を変えるチェンジメーカーの
輩出を目的としています。このたび、APUの出口学長に、
APUから見た大学のグローバル化について、
お聞きし、まとめました。

インタビュー・編集：
学校広報ソーシャルメディア活用勉強会 事務局長
山下研一
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の優れた大学が持っている認証ですから、ではAPUにしよう
と思って来学するわけです。国際認証は、いわば大学のミシュ
ランの三つ星なのです。
 

英語入試による大学のグローバル化

　当然、秋に英語で入試を行わなければ誰も来ません。グ
ローバルな入学基準は秋入学、英語入試です。大学の経営
をグローバル化しようと思えば、まず秋に英語で入試を行わ
ない限り、世界の優れた学生は来ません。
　それから学生だけではなく、先生方や経営陣もグローバル
化しなければなりません。APUの国際経営学部は、学部長
は日本人、副学部長は4人いてドイツ人・カナダ人・バングラ
デシュ人・フィリピン人です。アジア太平洋学部は、学部長
が中国人、副学部長は日本人・アメリカ人・イラン人です。こ
ういう経営をしているからこそ、グローバルな学生に対応で
きるのです。これはある意味では、企業と一緒です。学内の
メールなどの諸連絡や会議はすべて日・英二言語で行ってい
ます。
　現在、日本の上場企業の収益の6～7割は海外からです。
18歳人口が減っていく中での大学も企業と同様に、グローバ
ル化するかどうかが問われている、ということに尽きると思い
ます。

グローバル化は成長するかどうかが鍵

　世界中から優れた留学生が来るかどうかは、日本の魅力と
重なっていると思いますが、端的には日本が成長するかどう
かに尽きると思います。
　若者が選ぶのは、やはり成長していて、新しいことにチャレ
ンジできる、みんながワクワク・ドキドキするところです。日本
に外国から優れた人材に来てもらおうと思えば、日本の社会

生を受け入れています。アメリカは授業費も生活費も高いで
すから、1年で一人1000万円くらい掛かります。掛け算をす
れば、10兆円の有効需要が生まれます。
　それに対して、日本の輸出産業で10兆円以上を稼いでい
るところがいくつあるかといえば、実は自動車および自動車
関連産業の一つしかありません。世界の人口は増えつつあり
ますから、グローバルに見れば大学は成長産業です。大学
は教育機関であると同時に、国家戦略的な見地からみれば
成長産業なのです。
　しかもアメリカでは、毎年10兆円の有効需要にプラスし
て、大学からGAFA（Google, Apple, Facebook, Amazon）やユ
ニコーン（評価額が10億ドル以上の非上場ベンチャー企業）が生ま
れてきています。大学は戦略的にも重要なのです。
　次に、APUにはなぜ留学生が3000人も来ているかといえ
ば、AACSB（The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business）とTedQual（Tourism Education Quality）という国際
認証を取得しているからです。
　わかりやすくいえば、大学は世界に2万校以上あるため、
どこへ行けばいいのか誰にもわかりません。例えば、インドネ
シアを例にとりましょう。ジャカルタの町で、東大・慶應といっ
ても誰も知りません。

　ジャカルタの灘高や開成高にあたる高校の優秀な生徒が、
海外に行きたいと思ったとします。
　その時、たぶん最初は、アメリカの大学を調べると思いま
す。けれども、アメリカの大学は授業料や生活費が高いです
から、うちの親は1000万円も仕送りはできないと諦めるかも
しれません。ところが、日本の大学なら、学費や生活費はア
メリカの大学の3分の1以下です。
　それでは、日本の大学でどこが良いだろうかと調べると、
AACSBとTedQualを取得しているAPUのような大学が検
索されてくる。AACSBは世界でも最高水準のビジネス教
育を提供する教育機関として認証するもの（日本では4校）、

TedQualは観光学教育の国際認証（日本では2校）です。世界
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がフェアに外国人を垣根なく受け入れ、ワクワク・ドキドキす
る体験を味あわせ、しかも成長していく社会、チャレンジがで
きる社会を創らなければなりません。そうでなければ社会は
成長せず、優秀な外国人も来ません。
　日本の魅力を一言でいえば、古いお寺があるとかそういう
ことではないと思います。IT革命で知られる、アメリカのシリ
コンバレーや中国の北京や深センのような場所・大学を作る
ことができるかどうかに掛かっていると思います。
　基本的には、技術革新の話になります。平成元年の世界
のトップ企業20社を見ると、NTT がトップで日本企業は14

社ありました。今はゼロ、トヨタで35位です。
　それではどこが日本企業の代わりに、世界のトップ20に躍
り出たのかといえば、GAFAであり、ユニコーンに象徴される
新興企業です。これらはすべてアイディア勝負の企業です。
　世界中から集まって来た、ダイバーシティあふれる高学歴
のダブルドクターやダブルマスターが、ガンガン議論しながら
新しい産業を生み出しています。そこに、ユニコーンが生まれ
るのです。

考える力・尖った個性を育てる教育を

　僕は歴史オタクですが、世界中から多様な人材が集まるダ
イバーシティと高学歴が、新しい産業を生み出す鍵だという
ことは、歴史が証明しています。今までの日本のように素直
で協調性があり、上司の言うことをよく聞く人をいくら集めて
も、新しいアイディアや産業は生まれません。Apple設立者
のジョブスのような人を作る以外に方法はありません。
　教育についても同様で、時代が変われば変わるほど、自分
の頭で考えなければいけなくなると思います。何事をもゼロク
リアーで考える力が要ります。僕は考える力がすごく大事だと
思っています。原点から社会常識を疑う力がなければ、新し
い産業は生み出せません。これからの教育は、まさにジョブ
スが代表しているように、尖った個性をどのように育てるかと

いうことが、基本だと考えています。
　そのためには高校のクラス分けについて、国立理系・国立
文系・私立理系・私立文系などと分けるのはもうやめて、偏差
値を上げることにひたすら頑張るクラスと、偏差値はどうでも
いいので尖った個性を徹底的に伸ばすクラスと、二つに分け
るべきだと思います。
　偏差値を上げることは、もちろん大事です。ただ、不登校
などの問題は、その偏差値一辺倒の教育には合わない、偏
差値に興味はない、クイズ王にはなりたくないという子どもが
たくさんいるということです。
　僕はよく「東大かAPUか」という話をしています。偏差値
を上げることに興味のある子どもたちは、東大を目指せばい
いでしょう。偏差値にもクイズ王にも興味がない子どもたち
は、 APUが引き受けます。だから高校のクラスは2つに大別
し、偏差値Aクラス・Bクラス・Cクラスと、個性型、尖った個
性を作るクラスに分けなければ、多様な人間は育たないと思
います。

グローバル化の時代に普遍的な日本人の特性はない

　グローバル化の時代において、日本人の普遍的な特性の
ようなものはないと思います。例えば、ある日本人のカップル
に明日、赤ちゃんが生まれるとします。明後日、ワシントンに
養子に出して、20年後に再会すれば、そのカップルのお子さ
んは何人でしょう。カップルにそっくりな顔をしていますが、日
本語もできませんし、間違いなくアメリカ人です。つまり、普
遍的な、日本人などというものはないのです。
　僕たちが普通に「日本人」と呼んでいるのは、今の日本社
会の社会常識を反映している人たちに過ぎません。極論すれ
ば戦後の日本人が我慢強いといわれたのは、製造業の工場
モデルに適応しただけのことです。室町時代の日本人はバサ
ラ大名に象徴されるように、全員がほぼロックンローラーで
す。同じ日本人といっても時代によって全く違うのです。
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　日本人とかアメリカ人とかいうのは、せいぜいこの20～30

年の間、その社会で生まれてその社会の常識を反映した人
たちのことを指しているに過ぎません。時代を超えた普遍的
な日本人の特性や個性などというものを考えること自体がお
かしいと僕は思っています。
　「日本人が優れており、日本の経営が優れているので、戦
後の日本はGDP世界第2位の大国まで登りつめた」という
のも、まったく違うのではないでしょうか。戦後の日本の高度
成長は、ディヴィッド・アトキンソンがきれいに数字で分析して
いるように、主として人口が増えたことによるものです。冷戦
構造の中で人口が増え、製造業の工場モデルがうまく機能し
ただけに過ぎません。
　日本人が優れている、アメリカ人が劣っている、あるいは逆
のような考え方もまたありえません。ホモ・サピエンスはすべ
て一緒だと思います。

個性を伸ばす大学教育を

　日本の教育の現状については、次のように考えればよいと
思います。ピサ（PISA）の結果を見ると、15歳の日本人の学
力はG7中ナンバーワンです。シンガポールや香港、北京・上
海など、国家が総力を挙げてエリートを育てようとしていると
ころにはとても勝てませんが、G7の中では最高です。だから、
日本の義務教育は相対的にはうまくいっていると思います。
　それはなぜかといえば、やはり先生方が一所懸命、仕事を
されているからであり、先生方の能力が高いからではないで
しょうか。義務教育は読み書きそろばんですから、板書でも
学力は上がります。だから、先生方が優秀だとレベルが上が
ります。
　ところが大学教育は、基礎教育の上に各人の個性を伸ば
さなければいけません。個性を伸ばすには板書だけでは無理
です。一人一人の個性を見て、丁寧に教えていかなければ
いけないからです。

　だからAPUでは、例えば「ミネソタメソッド」などの、新し
い教授法を大幅に取り入れようと思っています。もっと簡単
にいえば、ST比に象徴されるように、1人の先生が持ってい
る学生数を減らすことですが、個性を見て指導していくには、
やはり10～20人が限界です。
　これは何を意味するかといえば、お金がなければできない
ということです。身も蓋もない話ですが、ST比40を20にす
るには、先生を倍、雇わなければできません。
　日本の大学が世界のトップ100位の中に、東大・京大しか
入れないのは、つまるところ、お金がないからだということに
なります。日本の教育へ公的支出のGDPに対する比率は、
先進国の中で最低レベルです。つまりお金がなければ、よい
教育はできるはずがないのです。

日本の教育投資における構造問題

　それでは、これは文科省が悪いのかといえば、決してそ
うではなく、日本の構造問題です。日本の租税負担率は、
OECDの中ではかなり低い方です。租税負担率、社会保険
料や税金の所得に対する割合は、先進国の中で下から5～6

番目という低さです。つまり日本は小負担の国なのです。
　一方、給付を見ると、給付の大層を占める社会保障支出
は、平均より上、つまり、日本は中給付の国です。小負担、
中給付で回るはずがありませんから、これまでは、国債を発
行して借金で回してきたわけです。しかし、それにも限界が
来ています。
　平成元年と平成30年の国家予算を比べてみると、GDP 

500兆円があまり変わりませんから、税収もあまり変わりませ
ん。けれども社会保障支出は増えています。これは厚労省が
悪いのではなく、社会全体が高齢化したからむしろ当然です。
　一方、教育や防衛、公共事業など、政策投資といわれて
いる予算はトータルで増えていません。つまり、わが国は、新
しい投資ができなくなっているのです。文科省が悪いのでは

H a r u a k i  D e g u c h i



26

なく、プライマリーバランスが壊れていることが問題の根本で
す。教育にお金を注ぎ込むには、消費税を上げ、プライマリー
バランスを戻して、政策投資を行えるようにする以外の方法
はありません。その根本問題から逃げていては話が前には進
みません。
　本庶先生がノーベル賞をもらわれて、文科大臣に初めて
会った時に「このままお金を減らしていったら、日本の教育は
ダメになる」といわれたそうです。僕はその通りだと思います。
数字を見れば誰にでもわかります。データを見ないのがおか
しいのです。
　痛みは伴いますが、プライマリーバランスを早く回復させて、
教育投資を実行しない限り、教育の明日はないと思います。

教育投資が日本の大学を強くする

　一部の人は、民間からお金を取って来いといいますが、例
えば、ハーバード大学は自己資金を4兆円ぐらい持っていま
す。アメリカは3%成長していますから、利率も3%あると
仮定すれば毎年1200億円も入って来ます。日本の大学で、
1200億円以上の予算を持っているところが、いくつあります
かという話です。日本は国立大学優先で、先進国にキャッチ
アップしようとやってきたわけですから、自己資金の蓄積がな
いところに民間資金を取って来いといっても、そもそも無理な
話なのです。もちろん大学が民間からお金を取ってくること
は大切なことですが、それは物事の本質ではないのです。
　ハーバード大学の自己資金4兆円は民間の寄付がベース
となっていますが、その大半は自己増殖したものです。金利
が7%であるとすると10年で元本が倍になります。つまり50

年で32倍になるわけです。100年では1000倍を超えます。
欧米の大学の自己資金は高度成長期に全て自己増殖したも
のです。金利ゼロの日本で今から始めても欧米の大学に追
いつくことはできません。
　さらに、コーポレートガバナンスが進めば進むほど、民間

のお金は集まりにくくなります。社外役員はその教育投資が
その会社の企業価値にどれだけプラスになるかということを
たずねなければ、義務違反になります。だから、昔なら今年
100億円を儲けた、10億円を立命館に寄付しよう、自分は
立命館を出ているから、そういう理屈で役員会は通りました。
ガバナンスが進めば、その10億円がその企業の企業価値に、
どういうルートでどれだけ貢献するのかを説明できない限り、
寄付はできません。
　これは仕方がありません。仕組みとして、コーポレートガバ
ナンスは、そういうものなのです。社外役員は株主のために
投資を厳しくチェックします。基本的には、企業価値の向上
以外にはお金を使ってはならないという考え方です。そうする
と、特に基礎研究にはお金が回らなくなります。
　日本は国立大学を中心に高等教育を行ってきた以上、大
本は、国費を投入する以外、大学を強くすることはできませ
ん。こういう構造問題をやはりみんながしっかりと、認識しな
ければいけないと思います。
　大学の位置付けや、大学は何をするところなのか、どうす
れば日本の大学が強くなるのかといったことは、国会でも真
剣に議論すべきだと僕は思います。なぜなら大学は、10年
先の日本社会の縮図だからです。大学で学んだ人が、10年
先の日本を支えるのです。その大学の競争力が、世界的に
見て落ちているということは、日本社会の10年後の競争力も
落ちるということです。
　大学の競争力は国家戦略の問題であり、文科省の問題と
いうよりは国全体の問題だと思います。あえて議論するとす
れば、経済財政諮問会議など日本全体の長期戦略を練ると
ころで議論しなければ、本当の改革は進まないような気がし
ます。

日本の根源的な構造問題は少子化と財政再建

　ある友人の話によると、入管法の改正をめぐる問題は、政
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府がAIをあまり信じていないことを白日のもとにさらしたと。
５年間で入ってくる外国人労働者は30万人強。要するに、
政府はAIでは、5年間でわずか30万人分の仕事も代替でき
ないと考えているというわけです。
　それはともかく少子化は、動物にとっては致命的だと思い
ます。歴史を見ていても、少子化で栄えた国や地域は一つも
ありません。エマニュエル・トッドは少子化こそが日本の根源
的な問題だと指摘しています。つまり、日本の問題は1が少
子化、2が少子化、3に少子化、4に少子化、5に少子化だ
と。そして、6、7、8、9がなくて10が財政再建だと。僕もトッ
ドと同意見で極論すれば「少子化と財政再建」以外、この国
の構造的な問題はありません。そして少子化の根本はわが
国の男女差別にあります。
　AIは、上手に使えれば可能性は無限だと思いますが、そ
れにしても少子化を救う力はないと思います。今回の入管法
の改正問題は、そのことを改めて明らかにしたのではないで
しょうか。

［K&Aからの質問］
海外では積極的に行われている
大学経営陣のリクルーティング業務委託
なぜ、国内の大学は外から新しい風を入れないのか？

　エグゼクティブサーチを行うカネコ・アンド・アソシエイツ・
ジャパン（K&A）は、常日頃から多くのリーダーに接する機会
があります。企業から依頼を受け、必要とされるポジション
要項に合致する優秀な人材を探し、紹介後もその方のご活
躍を楽しみにフォローするのですが、グローバルレベルのリー
ダーになる方は非常に少ない。日本人としてのご経歴は申し
分なく、すばらしく優秀な方でもです。外国人が本国から赴
任し、上のポジションを埋めていくことが多いのです。
　これは日本の教育が原因ではないかと考えた私たちは、ハ
イヤー・エデュケーション分野のリクルーティングに取り組ん
でみようと動き始めました。

　グローバル企業に入社しAPEC地域をリードする役職に
就いた時に、中国やインドといった違う文化圏のスタッフを統
率できるような日本人を育てる土壌を開拓しなければならな
いと思っています。
　ハイヤー・エデュケーション分野における、エグゼクティブ
サーチというのは、海外では活発に行われています。特にオー
ストラリア、アメリカで顕著です。大学は、エグゼクティブ リ
クルーティング ファームのコンサルを得ながら、民間企業や
海外の学校から経営陣や教授をリクルートします。ビジネス
界や、専門職として活躍されている方等、広くサーチして適
任を探します。

出口学長◉欧米ではだいたい学長の３、４割は公募ですよね。
日本ではAPUだけです。僕は公募で推挙されて選ばれまし
た。
K&A◉日本の大学が、広く人材を募り、風通しがよく新な
発展を創出する人材を外から招き入れようとしないのはどう
してでしょうか？ 

出口学長◉僕は東大に総長室アドバイザーとして1年半いた
のでよくわかります。困っていないからですよ。今の教育シス
テムでは東大は何ひとつ困っていない。困っていなければ、
外から学長を持ってくるとか考えたりしません。
　人間は、今までと同じようにやっていてご飯が食べられるの
なら、その方が楽に決まっているので、困っていない人がどう
して改革をするでしょうかという問題です。
K&A◉「チーズはどこへ消えた」ではないですが、困る前に、
前向きな改革を実践し、国内にありながら真に国際的な環
境で、学生が国際感覚をも大いに学べる大学へと変革を遂
げて欲しいと願っています。産業界から優れた経営陣を、海
外のアカデミアから情熱があり面白い教授をリクルートするこ
とで、日本の大学も大きく変わると信じています。
（取材日：2018年11月15日、2019年8月30日／場所：立命館東京

キャンパス）
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鈴庄一喜 （すずしょう・かずよし）
1977年早稲田大学法学部卒業、キリンビール株式
会社に入社。医療カンパニー総務部長、人事総務
部長、執行役員人事総務部長、常務執行役員を歴
任。2011年キリンホールディングス株式会社常勤
監査役に就任し、2013年には協和発酵キリン株式
会社監査役等を兼務。2015年3月に退任し、同
年4月早稲田大学理事に就任。同年6月には早稲
田大学常任理事に就任、CFOとして財務および資
産運用の総責任者を務める。現在、早稲田大学評
議員・商議員イーサポートリンク株式会社社外監査
役、公益財団法人Uビジョン研究所監事等。

民間企業を経て着任した大学
新しいビジネスモデルのニーズ

　4年前に私が初めて学外理事として早稲田大学に着任し
た際、総長からこんな話を伺いました。
　「鈴庄さん、大学の質を上げるために、これから学生の数
を減らし、先生の数を増やしていきます。これからの時代に
相応しい質の高い教育をしていくために。」と。
　私は驚きました。民間企業に身を置く人間からすると、売
上高を減らしてコストを上げるということになるわけですから。
　更に、20年先の経営目標を数値で出された。これにも驚
きました。
　最近の会社経営では、中期目標までは数字で出しますが、
長期のビジョンはあまり数字で語ることは少ないです。環境
変化が予測し難く、実現できるかどうか約束できない遠い将
来の目標に経営責任は持てないからです。20年先の目標を
数字で示され、それを、学生を減らし先生を増やしながら達
成するとのことですから、本当に大丈夫ですかと戸惑ったこと
を覚えています。
　一方で、理事に就任して目にした学生達には、別の意味
で驚かされました。我々の学生時代とは違い非常によく勉強
しますし、真面目です。大学の環境を整え、優秀な学生を世
に送り出すことが、私たちの社会的使命だと強く感じました。
手厚く時間のかかる教育・研究には、一定の余裕も必要であ
り、要員削減や関連経費の削減を通じた効率化の手法が果
たして全面的に教育現場で通用するのかという疑問も徐々に
強くなってきました。
　その後ノーベル賞の受賞者から、日本の基礎研究の取り
組みの弱さについて強い指摘が寄せられています。また自分
の企業経験を通じて、現在のメーカーの研究開発への取り
組みは改善・改良・コスト削減に偏り、すぐに成果の出ない基
礎部分について将来の厚みを創っていく取り組みが弱いこと
も漠然と意識はしていました。これではいずれ商品も技術も
枯渇する危機からは逃れられません。大学に当てはめれば、
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鈴庄一喜

エンダウメント創設と
経営ガバナンス改革

実業界で培った豊富な知見から
大学経営の改革を行う鈴庄氏が考える、
資金運用と内部統制の重要性について、
お聞きし、まとめました。
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り、言い換えるとこれらの企業が経験した経営改革の歴史や
取り組みを、大学も経験しなければならないと考えています。
　早稲田大学の運用資金は約1,000億円と、事業活動収入
とほぼ同規模ですが、学生1人あたりで換算すると、約200

万円と非常に少ない額になります。
　早稲田大学が５、6年前に長期の経営構想を策定した際、
アジアの大学のモデルとなる大学を作ろうと企図しました。
当時、想定していたアジアの大学とは、主にシンガポール、
香港、中国の大学ですが、残念ながら、アジアの大学の成長
は早く、日本を凌いで遥か先をいってしまいました。今は、追
いつけ追い越せの努力をしています。
　この事実が、今回エンダウメントを創設するきっかけにもな
りました。
　創立150周年の2032年までに、早稲田大学の1割強を
占める外国人留学生の数を現在の２倍となる1万人にする
目標が、長期ビジョンのひとつに掲げられています。
　これを実現するには法人運営のオペレーション変革も必要
となるでしょう。大学事務の英語対応キャッスレスでの授業
料や諸経費の支払い、留学生のアルムナイの制度化や後援
組織の拡充等など考えなければならないことが多くあります。

エンダウメント創設の背景
学納金と経常費補助金では成り立たない理由

　エンダウメントとは、一言でいうと、ある一定の資金枠を作
り高度化した資金運用を行うことです。日米では大学の授
業料も大きく仕組みが異なります。米国の大学では、同じ学
部で同じ教室にいる学生でも人により授業料が違いますが、
日本では同じ学部の授業料は一律です。同額の授業料を4

年間徴収して、その代償として卒業証書を渡してブランド価
値を有した資格を付与する方式です。大学のこのビジネスモ
デルで収入を増やすには、定員を増やすか、学部を増やすか、
授業料を値上げするしかありません。一般の商品やサービス
ではブランド価値の多寡が価格に反映されますが、大学の

即戦力の養成ではない、豊かなリベラルアーツと専門知識を
兼ね備えた人材を、ゆとりある環境と歴史の厚みの中で育て
ていく必要があります。
　しかし教員を広く国内・海外からも招聘し、研究設備を充
実させ、手厚い教育のサポート体制を作っていくためには、
一にも二にも資金が必要です。
　では、そのために何をなすべきなのでしょうか？
　学生の授業料を中心とした経営では必ず限界がくるでしょ
う。文系中心の早稲田大学では、収入を増やすためには学
生を増やすしかありません。授業料単価はなかなか上げられ
ませんから、これまでは学部を増やしてきました。これから先
の時代にこの方式が通用するとは思えません。
　私は、理事を務めた4年間を通じて、これまでの収支モデ
ルや授業料偏重主義を改め、新しいビジネスモデルを打ち立
てる必要があると考え少しづつ実践しました。実務的な話題
も含め説明したいと思います。
　二つの重要なテーマがあります。一つは、エンダウメント＊

（Endowment）の創設と資金運用。もう一つは、経営ガバナン
スの充実強化です。ここでは、あくまでも資金運用を切り口
とした法人経営のガバナンスについて述べたいと思います。

エンダウメントを考えるきっかけ
早稲田大学の国際化

　早稲田大学の学生数5万2,432人中、海外からの学生数
は5,783人と1割強を占めます（いずれも2018年5月）。大半は、
中国、韓国、台湾、東南アジア出身の学生です。この留学生
数のインパクトが大学改革に取組むきっかけとなりました。
　早稲田大学の事業活動収入は約1,000億円です。この規
模を理解するため、ここ3年間の東証一部の上場企業の売
上高を調べました。トヨタなど大企業が含まれることにより
平均金額では数値が高くなるため、どの程度の売上の会社
数が多いかという中央値で確認しました。すると早稲田大学
は、東証一部上場企業のミドルクラス程度に値する規模であ
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授業料は決してそうではありません。競合する大学との比較
や、社会的な要請もあり、一定のゾーンに収れんするのが学
費の実態です。一方で、教学部門でのコスト削減は教育の
質そのものに影響するため、非常に難しい事情があります。
　戦後の多くの私立大学が、学部・学科増設、募集人員拡
大で成長を遂げてきた理由はここにあります。
　しかしこのビジネスモデルでは、大学進学者の減少、大学
ランキングに代表される基礎・応用両面にわたる教育・研究レ
ベルの向上のための投資拡大への要請には対応しきれませ
ん。当然ながら資金の潤沢な海外の大学には到底太刀打ち
できないのです。産学連携・研究受託で外部に資金源を得
るか、寄付金を拡大していくか、若しくは保有資金を運用し
て収入を拡大するといった新モデルを作らねば、早晩立ち行
かなくなるというのが我々の共通認識です。
　早稲田大学の収入の約6割が学納金です。国の経常費
補助金が約1割ありますが、この補助金は驚くことに、決算
期末の2週間程前にしか額が確定しません。1割というと早
稲田では100億円です。この規模の金額が決算期末の2週
間前まで決まらないというのは、民間企業では考えられない
話です。非常に特異であるという印象を持ちました。
　次に利益構造ですが、いわゆる経常利益が50億円と、売
上高対比では約5%のレベルです。そのうち、教育以外の
収入である教育活動外収入は約25億円と、既に経常利益
の半分を占めています。学納金や受験手数料、経常費補助
金といった本業での収入の大きな増加が見込めない環境で
は、寄付金、受託事業収入、そして資金運用等による受取
利息のウエイトを高めていく他に途はありません。
　ここが、改革の基本主旨です。もちろんコスト削減による
支出抑制は必要ですが、大学では教学に関わる部分での削
減はその効果測定もむずかしく、一部の管理事務コストを除
いては手を付けにくい現状にあります。また経常費補助金に
ついても、大学の事業団体などを通じて国公立大学との格
差是正を訴えてきました。この訴えは継続していかねばなり
ませんが、そこに労力を費やすより、資産をどう増やすかを考

えて実行することが重要ではないかと考えています。
　これが、エンダウメント創設の背景です。

エンダウメントの基本的な考え方と運用方法
海外の実例との比較

　エンダウメントとは、一言でいうと、ある一定の資金枠を作
り高度化した資金運用を行うことです。スタートにあたって
は、まずは負債性のない自己資金、いわゆる紐付きでない資
金を原資とし、自己資金で1億ドル、日本円換算で100億円
強からスタートしました。実際に運用する際にはある程度ま
とまった金額でないとマーケットは相手にしてくれません。特
にアメリカでは顕著です。ですので今後は、共同運用、複数
の大学間で運用するといったことも検討しております。
　目標としては、いわゆるミドルハイリスク／ミドルハイリター
ンで資金運用すると設定しました。今まで、早稲田大学で採
用してきたミドルリスク・ミドルリターンの運用から少し上のグ
レードを狙うという考え方です。
　運用商品は、非上場株、ベンチャービジネスや、これから
上場を目指している企業銘柄などのプライベート・エクイティ
です。また、オルタナティブ資産という言い方もされる、不動
産、プライベートデッドです。従来型の株式・債券とは違う金
融商品を扱う予定です。
　運用にあたり資金を限定します。保有資産の1割、つまり
約1千億のうち約100億円を元本としてスタートすると限定
しました。この額は、不用意に増やすことはできません。
　また、時間も分散します。一度にやると必ず失敗しますか
ら、必ず時間を分散し、様々な商品を使って幅広く投資し、
リスクを低く抑える努力をしています。
　元本100億円をこのように運用し、その果実を将来奨学
金や教育研究費などに活用していく。更にそのお金がお金を
生むように元本を積み上げていく。このような資金サイクルを
構築するのが最終目標です。
　これが私どものエンダウメントの基本的な考えです。
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　エンダウメントの原資はいわゆる紐付きではない、自由な
手元資金でなければなりません。学校法人特有の基本金や
奨学金、教職員の退職給与の引当金等いわゆる使途があら
かじめ予定されてる資金を充てることはできません。これらの
資金は運用にあたっても元本確保が担保されていなければな
りません。同時にその原資は、国の補助金や授業料に由来
しない、個人や企業からの寄付金など負債性が少ないお金
でなければなりません。米国の大学では日本では考えにくい
ハイリスク／ハイリターンの投資がされていますが、実はこの
資金は篤志家による多額の寄付や、蓄積された投資マネー
が充てられているため、仮に毀損されても大学運営の安全性
は担保されてるから可能になっているわけです。
　では、ミドルハイリスク／ミドルハイリターンとは、どういう
レベルの運用なのでしょうか我々は、2～6%のリターンをミ
ドルと考えています。従ってこの幅の中で5%を超えるリター
ンを目指しています。一般にリスクはリターンの倍程度と言わ
れていますので。10%程度のリスクも時には許容されるとい
うことです。米国大学の例を見ると、ハーバード大学あたり
では8～9%程度のハイリターンをとっているようです。10%

をはるかに超えるリスクをとっているようですが、圧倒的な資
金規模と長期・分散型の投資がそれを可能にしていると考え
られます。
　では、エンダウメントが大学の会計にどれほど寄与してい
るのでしょうか？
　まず総収入に対する利益の割合を見てみますと、所謂、決
算表に出てくる数値では、早稲田大学のいわゆる売上高利
益率は約5%の50億円程度です。これに対して、ハーバー
ド大学は57.8%と桁が違います。我々の10倍以上の数字
となっています。
　早稲田大学では、前述した20～25億円を教育活動外い
わゆる営業外収入としてL（損益計算表）に計上しようとして
います。2%強です。ハーバード大学はここが30%以上で
す。圧倒的な差がありますね。しかも運用資産残高は我々の
1000億円に対して4兆円です。この比率を見ると、彼らの財

政規模が圧倒的であることがわかると思います。
　面白いデータを紹介します。米国大学のエンダウメントラ
ンキングで、運用資産の残高トップ50校のランキングです。
トップはハーバード大学の約４兆円です。
　学術論文数、世界の高校生からの人気などを合計して順
位をつけたQS社の世界の大学ランキングをみると、世界の
大学100校中、米国が31校を占めています。この100位以
内へのランキング入りを果たした日本の大学は、東京大学、
京都大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学の5校の国
立大学で、早稲田大学は208位と完全に圏外でした。
　米国大学のエンダウメントランキングと、このQS社ランキ
ングを比較するとトップ30校に相関関係があることがわか
ります。資金に余裕があり、良い教育環境を整えるから、世
界から優秀な学生が集まりランキングが上がるのか、或いは
元々教育環境が良い大学であるから、資産残高を高く保て
るのか、理由は分かりませんが、見事に一致しているのです。
つまり、資産残高ランキングで上位の大学は、大学自体の総
合ランキングも高いことが明白に示されたわけです。ちなみ
に、トップ5校は、ハーバード大学、2位がイエール大学、3

位がテキサス大学、4位がスタンフォード大学、5位がプリン
ストン大学と錚々たる大学で、いずれも2兆5,000億円超の
資産残高を抱えています。
　なお今ではトップの資産残高を誇るハーバード大学も最初
から4兆円規模だったわけではありません。実は1975年か
ら5年間ほどは1,000億円でした。そこから40年かけて40

倍にしたのです。相当な寄付金募集のノウハウを駆使し、学
内の体制作りにおいても、強力な取り組みを行っています。
米国大学では、資産運用、寄付金の募集などは専門家が担
当しています。ある時期はハーバードで資金運用に携わり、
次はプリンストン大学で運用したとか、イエールで寄付金集
めを担当して今度は別の大学に行ったとか、そういう職員の
転職マーケットがあるのです。昔はここまでではなかったの
が、この40年の間に体制が構築されている。ですから我々
も、今から私立大学が力を合わせてやっていけば、決して夢
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物語ではないと考えています。

エンダウメント創設の課題
リスクの設定と三様監査を取り入れたガバナンス

　エンダウメント創設には、言うまでもなく財源の確保が課
題となります。完全自己財源ですから、学納金や補助金は使
えません。過去からの資産運用益や売却益を財源にしなけ
ればなりません。このことを徹底させるためにもガバナンスは
最も重きを置きたいポイントです。
　リスクを取るにあたっては、ガバナンス力も高くしていかな
ければなりません。リスクとガバナンス水準は比例するという
ことです。
　早稲田大学では、資産の約半分近くを現金預金としてお
り、その他は公社債と債券、株式です。元本割れや毀損をさ
せられない引当金、奨学金、教職員の退職金、基本金は元
本が保証される運用に充てます。ただ、これ以外の制限のな
い資金は、独自の運用方針に則った運用ができます。株式
や有価証券を買っても構わない。ところが、こうしたリスクが
相対的に高い商品の比率が一定水準を超えると、元本割れ
の危険が高まります。ですから、運用に対する納得は得られ
ません。絶えず、資産の性格と商品のバランスを取り、安全
に利益を担保していかなければならないのです。
　他の大学でも同じだと思いますが、早稲田大学でも、ガバ
ナンスに関する規定を作り、体制を整え、資金運用に関する
権限、基準などを設定しました。この規定に則り、理事会で
運用の基本方針を決定致します。特に重要なのは、監事の
監査、内部統制部門による監査、外部監査の三様監査です。
この三様監査が、チェック機能のレベルを高くします。
　資金運用を行う際には、運用原則を決め、運用時のリスク
マネジメントを怠ることがあってはなりません。従来の資金運
用では、最高財務責任者（CFO）に権限が集約された形でした
が、早稲田大学では理事会が深く関与する形に改めました。
　また運用権限の規定も整備し、商品・金額ごとの運用権限

を担当管理職レベルから理事会決定まで分散した形にして、
決定スピードの効率化と権限チェックの監督を両立させるよ
うにしました。また運用にあたっては積極的な外部委託の導
入をはかりました。これも従来しばしば見受けられた丸投げ
委託を防止するため、まず委託先の選定基準を設定してルー
ル化するとともに、定期的なパフォーマンス報告、別の第三
者による運用状況のチェック等二重三重の措置を講じてい
ます。監査コストに加え、外部委託コストもかかるかもしれま
せんが、公平・公正で納得を得られる運用には欠かせません。
　他の部分でも、徹底的に外部専門家を活用しています。大
学だけでは限界がありますので、コストを支払って外部に委
託します。特に監査・監督・パフォーマンス測定の領域につい
ては監査法人系のコンサルタントへの委託が多いです。今、
監査法人の経営環境が非常に厳しくなっており、彼らは新し
い分野の仕事を探していますし、監査法人系のコンサルタン
トであればある程度第三者性を担保することが可能です。
　運用の新たな方針として、ロスカット・ルール（一定水準以上
の喪失を被った商品について、その後継続保有の是非を判断する）を
設定しました。実際の運営では、毎月持っている商品を時価
換算して、評価損率が30％を超えた商品は継続保有の是
非を見直し、持ち続けるか売却して損切りするかを判断しま
す。この結果については都度理事会に報告することとしてい
ます。
　また、意思決定の正当性を確保するため、理事会では毎
年、基本方針を決定することにしています。なお多くの大学
では運用に関する委員会が設置されていますが、早稲田大
学では、あえてこの組織を設置しませんでした。ややもすると
この委員会に丸投げされて、理事会メンバーの当事者意識
が欠如しかねないこと、また委員会では決定責任が曖昧にな
りがちですが、逆に役職別の権限者と責任を明確にして迅
速性と職務への緊張感を高めることが理由です。また理事
会のPDC（Plan・Do・Check）は詳細に規定しています。四半期
毎の報告と、資金運用に関する諸原則の点検、結果、運用
方針の確認、パフォーマンスの報告は全て理事会で行われ
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ます。それから、公認会計士との連携も重要なポイントです。
早稲田大学では、さまざまな機会で公認会計士に意見を求
め、必ず書類としていただき、記録として残しておきます。運
用時に怖いなと思った時は、必ず公認会計士に意見を聞き
ます。会計士側は相当慎重になりますが、後の経営責任に
関わることですからここは慎重に手続きを踏みます。
　また、全てのプロセスで文書化を徹底しています。理事会
でも従来の議事録に加え、2017年から発言要録を作ってい
ます。反対意見があれば、その際に発言、質問をして貰うこ
とが大切で、でないと何かあった場合の免責最低条件になり
ませんよということを徹底しました。

大学のガバナンス経営
内部統制とグループ経営の可能性や、
運営に携わる人材確保の課題

　私は民間企業出身の学外理事でしたが、経済界では近年
ガバナンス改革が大きく進展しています。米国のエンロン事
件をはじめとした不祥事を契機として、金融商品取引法制定
と内部統制報告制度（J–SOX）の導入が進み、社外取締役・
監査役制度の充実や、近年ではESG投資（環境・社会・企業統
治に配慮している企業を重視・選別して行う投資）が注目され、取り
組みが不十分な企業は投資対象から外されるリスクも現実
化しています。
　各種法人は民間企業とは違うと言われてきましたが、既
に社会福祉法人には会計監査の充実の取り組みが実施さ
れていますし、学校法人も他人事ではありません。直近では
2020年4月に私立学校法の改正が予定されており、理事・
監事をはじめとした役員の職務及び責任の明確化等に関す
る規定の整備や情報公開の充実、中期計画の作成等民間
の上場企業にますます近づいたガバナンス強化が期待されて
います。
　教学運営、法人経営いずれについても、社会の進歩に即応
した新陳代謝が常に図られて、不正や不祥事の発生を防止

する内部統制システム（いわばU–SOX）が有効に機能し、経営
情報の開示と透明性が担保された大学でなければ、学外か
らの寄付や研究委託の対象からも外されるといった厳しい選
別の時代が遠からず来ることを覚悟すべきでしょう。またこの
ガバナンス改革は誰からも強制されるものではありません。私
立大学である以上自らが自律自助の姿勢で取り組むべき課
題で、それを実現した大学が競争優位に立てると考えます。
　ガバナンスとは、大学の経営を透明性を担保しながら効率
的に進めるためのルールと体制です。これは、経営者の立場
からすると、経営責任を追求されたときの盾であり鎧でもあ
ります。マイナスを恐れてはリスクをとった資金運用はできま
せんし、仮にマイナスを出したとしてもガバナンスとリスクマネ
ジメントをきちんと実践し、加えてエビデンスを残しておけば、
甚だしき失敗や過度の経営責任の問責には至りません。

　最後に、これから先の大学ガバナンスを見据えた際に、注
目しておくポイントを纏めました。これは、私が民間の経営経
験から思いついたことを記したものです。
　一つは内部統制です。これは今後必須になる要素と考え
ます。J–SOX（企業に対して財務報告に係る内部統制を義務づけた

金融商品取引法上の規定）があるように、その大学版としてU–

SOXも必要となります。その対応としてフローチャート、業
務記述司書、リスクコントロールマトリックスの3点を把握し
管理できる人材を養成しなければなりません。。
　もう一つはグループ経営です。既に、相当数の大学が業務
委託の受け皿として100%子会社を設立しています。
昨今大学事務局のカウンターでは、業務委託先の社員や派
遣労働者の方が多く従事されています。これからは、その子
会社を含めた学校法人グループとしてのマネジメント力が必
ず問われてきます。
　また、連結経営もそうです。現在、学校法人の連結経営
は認められていませんが、将来は連結決算や連結税務が導
入されてくるでしょう。その時にどう対応するかを考えておくべ
きかと思います。
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　また、グループという意味では、附属校や係属校のマネジ
メントも重要です。早稲田大学は早稲田実業学校、早稲田
大阪学園等の係属校を抱えています。それぞれが異なる歴
史と事情を有していますが、大学本体への求心力と遠心力を
どうバランスをとって手綱さばきを進めていくのか、まさに大
きな課題です。
　さらには教育機関として優遇されている税務関係のリスク
マネジメントも重要になるでしょう。さらなる説明責任や適切
な処理が民間会社以上に求められてくると考えます。
　人材育成も重要なテーマです。エンダウメントや資金運
用、さらに内部統制の人材をどうするか、これは非常に難し
い課題です。内部で育成できるのか、あるいは外部の金融
機関等から迎え入れるのか。迎え入れるとしたら、転職なの
か、現勤務先からの出向なのか。この辺りは私どもも試行錯
誤しており、まだベストプラクティスを導き出しておりません。
大学の職員も、今までゼネラリスト志向という形でやってきま
したが、今後外部委託が進めば、専門領域の業務や人材を
どのように育成するかが重要になってきます。
　大学のマネジメントや経営に民間会社の出身として携わっ
た人間として、思いつくままに述べてみました。雑駁ながら、
読者の皆さんの目安になれば幸いです。

05
Crisis or Opportunity
For the Future of Higher Education in Japan

＊̶ エンダウメントは英語で“寄付する”“寄贈する”といった意味
で、ここでは米国名門大学の基金を指します。
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