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　名古屋大学で高大接続研究センターが設立されたということで、私はものすごく大きな意義が
あると思っております。それはなぜなのかというのは、私のこれからの話の中で解き明かされる
面があろうかと思います。

なぜ今「高大接続改革」なのか

なぜ今「高大接続改革」なのか

• 知識基盤社会への移行、グローバル化（学問と教育は本来グ
ローバルな普遍性をもつ）、社会変容（新興国の成長とともに
既存の製造工業などで先進国の競争力・雇用の喪失、教育
水準にも関係する所得格差の進展）⇒「中等教育を高等教育
にどのように接続するか」は、先進国共通の課題

• 日本の大進学率、大学院進学率、学位取得率などは低位に
かかわらず、大学入試の機能劣化⇒大学入試に高大接続を
負わせてきた日本型接続の機能不全

• 中教審「一体改革」答申から高大接続改革が新たな局面に移
行
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　最初に、今、なぜ「高大接続」なのかということについてお話を申し上げたいと思います。「高
大接続」という言葉は、聞き慣れない言葉だったのですが、最近はよく使われるようになりまし
たので、お分かりいただけると思います。高大接続というのは、大学の高校への出前授業や、高
校生に対するPR、あるいは、高校側が大学に向けていろいろな進路指導をする際に、大学の助
けを借りてきめ細かく行うといった「高大連携」とは違います。高校を終えて大学へ進む、その
高校と大学の関係を高大接続といいます。異なる学校種であるにもかかわらず、つまり切り離さ
れているにもかかわらず、そこはつながります。ですから、アーティキュレーション（articulation）
という言葉を使います。
　なぜ今、高大接続なのか、実は、最初に飲み込んでいただかなければいけないのが、それは日
本だけの課題ではないということです。よく言われますが、知識基盤社会へ移行し、それからグ
ローバル化が起きてきた。学問と教育というのは、本来グローバルな性格を持っています。です
から、国際学会などというのも19世紀から立ち上がっているのですが、グローバル化が市場や
学問の分野やいろいろなところで起きてきました。
　それから、もう１つ、知識基盤社会への移行、グローバル化と関連して、社会が非常に変容し
てきているということがあります。具体的に言いますと、特に新興国の成長とともに、既存の製
造工業が、先進工業国でその基盤を喪失してきています。その結果として、所得格差も生まれて
きています。
　これら全体は、OECD（経済協力開発機構）も取り上げている非常に大きな問題、つまり、先
進国共通の問題であると思います。特に意識されているのは、かつては高等教育を受ける人たち
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は、人口の３割とか４割と少なかったのですが、今では５割を超えているという現状です。しか
も、大切なのは、高等教育を受けた、大学を出た、あるいは大学院を出た人たちと、そうでない
人たちの間に、社会的な亀裂が生まれているということです。具体的に言いますと、それが所得
の格差や、職の得やすさなどに関係してきます。
　そこで、現在、中等教育を高等教育にどのようにスムーズにつなげていくのか、そして、その
成果を社会にどう還元するのか、また、その中でどう一人一人の人間が自己実現を果たしていけ
るように政策制度がサポートするのかということが問題になっているのです。
　もう１つは、日本の独特の問題です。日本の大学進学率、大学院進学率、学位取得率は、非常
に低い。国際的にみても、OECD諸国の中でも非常に低い。にもかかわらず、皆さんご承知のと
おり、大学入試というものが機能不全を起こしてきています。つまり大学入試に高大接続という
課題を一手に負わせてきた、日本型の高大接続の機能不全が起きたということになります。
　こうしたことを直接意識しているわけではありませんが、2014年12月に中央教育審議会（以
下、中教審）が、一体的改革の答申を行いました。新しい時代にふさわしい高大接続を、高校教
育、大学教育、それから大学の入学者選抜の３つを一体的に改革することによってつくり上げよ
うというわけです。

「一体改革」までの動き
　この一体的改革までに、それでは高大接続はどのように取り扱われてきたのでしょうか。最初
に高大接続という言葉が使われたのは1999年のことです。「初等中等教育と高等教育の接続の改
善について」という中教審答申が行われ、ここで初めて、求める学生像とか高大連携が始まりま
す。しかし、この時点では、高大接続というものを本当に掘り下げて考えるというところまでは
至っていませんでした。
　大きく転換したのは、2007年です。国立大学協会が「平成22年度以降の国立大学の入学者選
抜制度：国立大学協会の基本方針」を出しました。総会決定ですが、この中で、国立大学協会は、
高校への基礎的教科・科目の達成度テストを導入するべきだということを提唱したのです。これ
が後の「高大接続テストの協議・研究」につながっていきます。つまり、2008年に中教審答申「学
士課程教育の構築に向けて」が出て、そこで、高大接続テストというものを考える必要があるの
ではないか、その協議・研究が必要なのではないかということが言われるようになったのです。

高大接続：「一体改革」までの動き

• 1999 中教審答申「初等中等教育と高等教育の接続の改善につい
て」（「求める学生像」や高大連携の始まり）

●高大接続テストの提起と報告

• 2007 国大協「平成22年度以降の国立大学の入学者選抜制度：
国立大学協会の基本方針」（高校での基礎的教科・科目の達成度
テスト導入の提唱）

• 2008 中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」（「高大接続テ
ストの協議・研究」の必要性）

• 2008-2010 文科省委託研究「高大接続テストの協議・研究」

●「一体改革」の開始

• 2013 教育再生実行会議第四次提言「高等学校教育と大学教育
の接続・大学入学者選抜の在り方について」

• 2014 中教審答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向
けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革につ
いて」

3

―�38�―



　それを受けて行われたのが、私が研究代表を務めた2008年から2010年の「高大接続テストの
協議・研究」です。これは、文部科学省に報告されました。しかし、いろんな事情があり、ちょ
うど民主党政権に政権がかわった時でもあり、その結果、事業仕分けやその他で文部科学省がそ
れどころではなくなりました。他にもいろんな事情がありましたが、協議・研究が止まってしま
いました。
　ところが、2013年に教育再生実行会議が第四次提言を出し、そこで「高等学校教育と大学教
育の接続・大学入学者選抜の在り方について」という提言を行ったのです。それを受けて、中教
審の審議が行われ、2014年の12月に中教審答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向
けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」という答申が出ました。
　このように見てみますと、第一段階の2007年から始まって2010年までの高大接続に関する問
題と、2013年以降出てきた高大接続の問題は、少しずれますが、明らかにつながっています。
そのつながっているところの非常に大きなポイントは、現在の大学入試にお世話になっている高
大接続というシステムが劣化してしまった、これに代わるシステムをつくらなくてはいけないと
いうことになります。

「高大接続」とは何か
　それでは、高大接続とは何なのだろうかということを考えてみます。義務教育は小学校から始
まりますね。その小学校から始まった学校教育が、中学校、高校、そして大学につながっている
と私たちは思っているのです。ところが、歴史を見てみると、最初にできたのは大学です。その
次にできたのが中等教育機関です。そして、最後が、義務教育の小学校レベルの学校です。つま
り、実は学校種がバラバラにできていたのです。これをどう体系化するのかということが、大き
な問題になります。
　1802年にナポレオン学制というのが生まれます。ナポレオン学制のときには、まだ義務教育
は入りませんので、もっぱら中等教育と高等教育をどうつなげるかということが話題になります。
そのような歴史を抱えてやってきた。つまり、異なる学校種をどう体系化していくのか。公的な
公教育制度の中に位置付けていくのか。これが、ずっと課題として存在しているのです。
　先ほど申し上げたように、大学のほうが最初にできています。それから、義務教育からの体系
化が、後からできています。そうすると、大学からの教育の接続に対する要求と、下から積み上
がってくる教育の達成度とが、なかなかつながらないということがあるのです。それが高大接続
の本来抱えている一番大きな問題だということを、ご理解いただきたいと思います。このことを
よく理解しないと、高大接続というのはテストの問題じゃないかと思ってしまいます。本当はもっ
ともっと広く深い問題に関わっているということを申し上げたいのです。
　さて、その高大接続の問題で非常に重要なのは、今言った教育上の接続面ということになり
ます。近代のモデルを考えてみます。初中等教育で普通教育が行われ、高等教育で、リベラル・
アーツが授けられます。このリベラル・アーツを、高等教育の中での普通教育と言ってもいいと
思います。よく大学では一般教育という言葉を使いますが、一般教育も普通教育も、元の英語は
general�educationです。それを担ったのが、戦前は旧制高等学校、大学予科です。戦後には高
等学校がその一部を担います。この近代のモデルというのは、初中等教育で普通教育が行われ、
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その次に高等教育の中で一般教育が行われ、それを受けて、次に専門教育が行われます。その高
等教育の専門教育を担ったのが、実は戦前の大学なわけです。
　この近代のモデルを日本に導入するとき、ものすごく大変な、ある種の問題が起きました。そ
れは何かというと、中等教育の達成度をどう高等教育につなげるかという問題です。大学が要求
するものと中学校までの教育が要求するもの、つまり帝国大学、旧制高校が要求するものと、下
から積み上がった旧制中学が要求するものが、なかなか合わないのです。
　それは、戦前期に、ある意味で非常に深刻な問題になります。例えば、戦前、日本の旧制中学
校と旧制高校に緊張関係が起きました。具体的な問題を挙げると、帝国大学、旧制高校のほうは、
中学校でぜひ三角法を勉強してほしい。今で言う三角関数ですが、これを勉強してほしいと言い
ます。ところが、中学校のほうは、どうせこんなものを教えてもろくな点数を取れないのだから、
いらないじゃないかというわけです。
　その背後には、大学側の要求という点では、文部省に専門学務局という部局があり、旧制中学
校のほうには普通学務局という部局があります。ちょうど、現在の高等教育局と初等中等教育局
の縦割りの構図があり、その間で、非常に熾烈なバトルが繰り広げられたということになります。
そういった問題を、歴史上、抱えているのだということを、念頭に置いていただきたいと思います。

高大接続の２要素：1.　教育上の接続
　さて、ここは絶対に理解していただきたいのですが、高大接続を大学入試で置き換えて考える
癖を私たちは持っていますが、高大接続というのは２つの要素から成り立っています。その第１
の要素は、教育上の接続です。大学教育に接続するために、高校教育までに「何を」「どこまで」
達成すればいいのかということが明らかにならなければなりません。そういった教育上の接続関
係が、高校と大学との間で明確にされなければならないということになります。
　教育上の接続は、国際的にはどうなっているのかというと、大まかに言って、２つあると思い
ます。１つは、公的な教育課程指針です。ナショナル・カリキュラム、あるいは、アメリカの州
の統一カリキュラム、こういった公教育制度の中での公的なカリキュラムの指針が明らかになる
ということです。日本ですと、学習指導要領がこれに当たるということになります。
　もう１つは、教育課程指針とともに、どれだけそれが達成されたかという学力把握が重要にな
るということです。この学力の達成度把握が、もう１つ重要な要素です。このために、ヨーロッ
パでは、バカロレアやアビトゥーア、イギリスのGCEのAレベルというような共通テストがあり
ます。それから、アメリカでは、ナショナル・カリキュラムやナショナルな学校制度が日本やヨー
ロッパのように制度的に硬く構築されているわけではないので、大学入学資格試験と高等学校卒
業試験を一緒にしたような試験はないのですが、代わりに、先ほどエフラット先生のお話にも出
てきたSATとかACTのような、テスト専門機関による学力達成度を把握するテストがあります。
いずれにせよ、共通の学力把握があるということになります。

高大接続の２要素：2.　選抜による接続
　もう１つの要素は選抜による接続です。高等学校を卒業し、大学入学資格を得た、けれども、
どこの大学に入りたいかということがそのまま認められるわけではありません。いろんな大学が、
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応募者の中から入学者を選抜するという側面が出てきます。これが、選抜による接続です。
　共通の学力把握制度がある欧米の場合は、日本のような個別の大学入試はありません。大きく
言いますと、２つの類型があります。１つは、無試験か共通試験に基づく選抜です。無試験とい
うのはフランスの場合ですが、バカロレアを取ったら大学に必ず行けます。もしくは、共通試験
の成績や面接を使う。ドイツではアビトゥーアと面接を使う。それから、アメリカ型は、ACT、
SATのスコアと高校での成績やエッセイを総合して評価する。そういう選抜方法が取られます。
いずれにせよ、個別の学力試験はありません。
　もう１つは、通常の共通試験の上に難易度の高い共通試験を行う場合です。フランスのグラン
ゼコールがそうですし、イギリスでも一部の大学、オックスフォード、ケンブリッジ、ロンドン
大学の一部ですが、こういったところは、通常の共通試験の成績が非常に高くなってしまうので、
さらにその上で難易度の高い共通試験が行われています。いずれにせよ、個別大学ごとに学力試
験を課して、しかもその成績だけで合格させるというシステムは、欧米にはあまりありません。
これをよく理解していただきたいと思います。

日本型高大接続
　そうしますと、日本型の接続はちょっと変わったものだということが見えてきます。日本型の
接続というのは、まず、教育接続のほうから見てみると、高校卒業によって大学入学資格が与え
られているのですが、共通テストがなく、卒業認定は高校長が行うということになっています。
つまり、卒業認定は校内尺度で行われています。
　教育接続を支えるナショナル・カリキュラム（高校学習指導要領）について、高校全入段階ま
で文部省が目標としていたのは、普通教育の完成でした。小学校から初等普通教育が始まり、中
学校で中等普通教育がなされ、高等学校では高等普通教育を授けるという考えです。その完成を
もって次に大学に進むというのが、ずっと描かれていた考え方でした。
　もう１つは選抜接続ですが、ご承知のとおり、日本では個別大学が入試を行います。共通一次
試験だとか大学入試センター試験も、全部、大学の入学者選抜のための試験ですので、いわゆる
学力把握の試験ではありません。そのことについてはまた後にお話ししますが、いずれにせよ、
学力検査によってのみ選抜するというのが、わが国の在り方でした。
　基本は、高校での主要教科・科目を出題するということになっています。国立大学はこれをやっ
てきました。文部科学省も、大学入試で出題する問題については、高等学校で学んだ基礎的な教
科・科目を全部必ず出しなさいと勧めておりました。私立大学は、それに対して必ずしも応じた
わけではありませんが、それでも学習指導要領でかなり多くの科目をきちんと高等学校で学んで
おりましたので、３教科３科目ぐらいでも大丈夫かというふうな試験は行われていました。それ
でも、1956年（昭和31年）の私立大学の入試を見てみると、４教科、５教科といった入試を課
す大学がたくさんありました。３教科３科目以上が95％ぐらいあったと思います。
　ただ、先ほど見た接続の２要素との関係で言うと、日本の接続の非常に大きな特徴は、ここに
あります。つまり、教育接続に必要な学力把握を行う共通テストがありませんので、大学入試に
依存してしまったわけです。これが日本型接続というものになります。
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大学入試の特質と高大接続
　それでは、大学入試に学力把握を依存したが、大学入試は、高校段階での学力把握にふさわし
いものなのだろうかということを考えてみましょう。そうすると、大学入試というのは、ちょっ
と違うのではないかと言わざるを得なくなります。
　「大学入試の特質と高大接続」と題して、大学入試の特質を４つにわたって書いてあります。（前
頁参照）１つ目、大学入試というのは、実は定員を上回る募集者を落とすための試験です。つま
り、落第試験だということです。日本の学校制度の中で、高校もそうですし、大学もそうですが、
この子が欲しいから採るというよりは、定員を上回る応募者があるから試験を行い合格した子を
採るということになっています。

大学入試の特質と高大接続

（１）定員を上回る募集者を落とすための試験（落第試験）

（２）受験者の学力達成度を測る試験（criterion-referenced 
test)ではなく、受験者の成績を差別化するための試験

（norm-referenced test)
（３）高校段階での普通教育の成果を測るのではなく、大学の専

門学部・学科等の教育に対応した試験

（４）全受験者に対して公平・公正な試験（調査書は校内尺度で

評価がなされており、比較が困難）

⇒「大学入試」は高大接続に必要な学力把握に不十分：入試

改革は高大接続改革の一部にすぎない

9

　現実に、戦前の帝国大学は、一部の学部を除くと、実は旧制高校の定員よりも帝国大学の定員
のほうが多かったので、かなりの人数が無試験で入るということになっていました。つまり、大
学入試は採るための試験ではなく、落とすための試験だということです。
　２つ目は、落とすための試験ですから、受験者の学力達成度を見る試験（criterion―
referenced�test）ではありません。そうではなく、受験者の成績を差別化するための試験（norm
―referenced�test）なのです。簡単に言うと、偏りなく受験者の成績が分布する、かなり正規分
布に近い形で分布する、そういう試験が一番いいのだと考えられ、それに応じて一生懸命テスト
を作ってきました。センター試験もそうですが、平均60点になるように、しかも、分布の山になっ
ているところが、とがりすぎもせず、平らにもならずに、うまく分布しているのが一番いいとい
うことになります。ですから受験者の成績を序列化、差別化するためのテストであるということ
が、第２の大学入試の特質になります。
　そして、３つ目ですが、高校段階で行われる普通教育の成果を測るのではなく、日本の大学の
場合の個別大学の試験というのは、大学の専門学部・学科等の教育に対応した試験になっている
ということです。国立大学協会は、やはり普通教育の成果を見ることが大切ではないかというこ
とで、センター試験で５教科７科目を課していますが、二次試験では、かなりの程度の少数科目
になります。それから、私立大学の場合は、文字どおり非常に少数の科目で入試を行っています。
高等学校段階での普通教育の成果を見る、それを測るというものには決してなっていないのです。
　そして、入試は、それぞれの試験で違いますが、その試験の全受験者に対しては公平・公正な
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試験であるということになっています。この学力検査に対して、長年にわたって、試験学力では
なくて、高校での調査書を生かしてほしいという声が高等学校側から出ていました。しかし、な
かなかこれが採用されるには至りませんでした。答えは非常に簡単で、高校調査書は校内尺度で
評価がなされています。各高校によって基準が違うのです。これだと、それに基づいて選抜する
というのは非常に難しいということになります。どんな難しさがあるのかということについての
ご質問があれば、また後にお話ししますが、つまり、簡単に言うと、大学入試は高大接続に必要
な学力把握には不十分、それを行うには十分な試験ではないということです。

なぜ入試が学力把握を代理できたか
　では、大学入試が、これまでなぜが高大接続を担えてきたのか、高大接続を担う学力把握を代
理できたかという問題です。そこには、大体３つの要素があったと思います。
　第１点は、高校学習指導要領が普通教育の完成を目指していたということです。ちなみに、現
在の学校教育法では、高校教育は高度な普通教育を授けるとなっていますが、1947年（昭和22年）
に制定された学校教育法では、高等普通教育を授けるとなっていました。この高等普通教育とい
う言葉は、戦前の旧制高等学校の高等学校令に出てくる言葉ですので、果たしてそれがよかった
のか、悪かったのかという議論はありますが、いずれにせよ、高校までで普通教育を完成させる
のだという考え方が非常にはっきりしていました。ですから、その意味では、基礎的な教科・科
目の全般的な履修を基本とするべきだという考え方が、学習指導要領の中に盛り込まれていまし
た。
　第２点は、文部科学省は、先ほどもご紹介したことですが、高等学校で教育する５教科全科目
について、大学入試で出題するということを要請していました。なぜかというと、高校の正常な
教育の助長を重視していたからです。文部科学省は、大学入試に高大接続の中の学力把握を負わ
せているということを意識したので、高校と大学との関係を押さえて、大学入試によって高等学
校教育が規定されるような事態をなるべく避けたいと考えてきたということになります。
　第３点は、高等教育への需要が高まってくる、ところが、それに対して圧倒的にわが国では高
等教育機会が不足していたということです。わが国における高等教育機会というのは、当初は国
立大学が担っていたわけですが、国の支出の面で、当時の大蔵省が首を縦に振らない、その中で
高等教育機会は不足していくわけです。その隘路を突破したのが、私立大学の設立を非常に易し
くするということだったといえようかと思います。
　しかし、それでも、進学機会の不足というのは明らかでした。４年制大学だけをみてみると、
1968年まで、４年制大学は、マーチン・トロウの段階分けでいうと、エリート段階という進学
率15％以下の段階でした。その後、マーチン・トロウは、マス段階がくるのだと。マス段階と
いうのは、つまり、国家的なエリート、国民的なエリートではないけれども、地域社会のリーダー
シップを取る人で、いろんなところで活躍する人たちをマス・エリートと呼ぶわけですが、その
マス段階に入っても、1993年まで４年制大学への進学率は30％でした。
　それは何故か。実は1980年代から、文部科学省、当時の文部省は、高等教育計画というもの
を作り、その中で、大学の急増を抑えたのです。例えば、その中に、大都市圏での大学の拡充は
認めないというのがありました。名古屋大学も、私がおりました北海道大学も、それの余波を受
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けているところがあると思います。つまり、そのころ、何とか改組拡充をやりたいと思っても、
なかなか文部省は首を縦に振ってくれませんでした。その結果、大学の入学定員がずっと40万
程度で推移するということが起きたわけです。
　それが急に変わってきたのは、1993年を突破したところからです。このころに第二次ベビー
ブームの頂点に達するわけです。そこからカタカタと、18歳人口が減るわけです。そして、あっ
という間に、2009年からユニバーサル段階、つまり、50％以上が大学に行くようになったのです。
　そうなるまでの1980年代までは、言ってしまえば、高等教育機関が不足していましたので、
高校の中には、バックウォッシュ効果が働いたとよくいわれます。つまり、大学に行くためには
一生懸命勉強したということがいわれております。その勉強が、果たして内容的に言うとどうい
うものであったのかという問題はあろうかと思いますが、いずれにせよ、そういった高校生の一
生懸命勉強に励むということが、入試が学力把握を代理できた１つの理由になっていたと思いま
す。
　さて、ところが、この３つの理由が、1990年代に入って、全くとはいいませんが、相当程度
崩れてしまいます。１つは、教育接続の転換です。1970年代に入って、高等学校進学率が非常
に高くなります。
　ちなみに、1948年（昭和23年）、学校教育法に基づくわが国の新制高校進学率は、わずかに
30％でした。大体200万人ぐらいの子どもがいたのですが、その中の60万ぐらいしか高等学校
に行っていなかったわけです。20世紀に入っても、ヨーロッパも日本も非常に高校進学率が低
かったのです。つまり、高校に行くということ自体が　エリートへの道だったのです。高校進学
率が非常に高かったのはアメリカ合衆国で、これは例外でした。それが、アメリカの非常に大き
な工業生産力や成長力を生んだといわれています。
　そういった状況が、1970年代の前半に一度に変わります。高等学校がたくさん新設されていき、
1975年には高校進学率が95％を超えます。ここで、高等学校が国民的教育機関になったといわ
れるようになります。

高等学習指導要領の変遷
　そうしますと、今までの完成普通教育を高等学校に求めるわけにはいかないということになり
ます。そこから、教育課程の弾力化。つまり、弾力化というのは、ちょっとよさそうな言葉に聞
こえますが、易しくしていくということが進んでいくわけです。それが、「高校学習指導要領の
変遷」の中に示されています。
　昭和35年告示の学習指導要領は、理科４科目、社会５科目、全部必修でした。必履修単位数は、
68単位ありました。そして、卒業単位に占める必履修単位は80％ありました。つまり、ほとん
ど必履修だったということがいえます。
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高校学習指導要領の変遷

12

平成元年告示の高校学習指導要領改訂以来，基礎的教科・科目の履修後退が生成

改 訂 告 示
年

参考 必履修単位数 卒業単位に占める必履
修単位の比率

昭和35年 理科4科目・社会5
科目など網羅的履
修（これ以前も普通
科では指導要領に
よらず理・社は各3
科目以上履修が一
般的）

68単位 80％

平成元年 高校の「国民的教
育機関」化から教
育課程の弾力化開
始

38単位 50％弱

平成11年 学校週5日制

「総合的な学習の
時間」導入

31単位 42％弱

　ところが、平成元年告示の学習指導要領は、いわゆるゆとり教育の第一弾ですが、必履修単位
が38単位に減ります。そして、卒業単位に占める必履修単位の比率も50％弱というふうに変わ
るのです。こればかりではなく、例えば、それまで理科や社会について４単位必要だったものが、
２単位の細かい単位数の科目に分けられて、履修が容易になりますし、選択の幅が非常に広がっ
たといわれております。これが１つの転換点でした。

臨教審後の日本型接続の転換
　同時に、1985年、臨時教育審議会（以下、臨教審）が開かれ、臨教審第一次答申の中で、わ
が国の高等学校教育に対する厳しい批判が行われました。高等学校に進学する子どもたちが
95％に近くなるわけですが、そうなったときに、どうして普通科高校ばかり増えるのだという
問題が取り上げられたのです。そこで、臨教審答申もそうですし、その後の中教審答申もそうで
すが、全員が大学に行くわけではないのに、どうして普通科高校ばかりなのだということを言い
出します。
　もっと高等学校を多様化するべきであるという考え方が出てきますし、同時に、普通教育に対
して個性重視の教育をやるべきだ、つまり普通科教育、普通教育は画一的だとされるのです。そ
こで、個性重視に基づく高校教育の多様化をやるべきだということになります。これは、教育接
続のかなりの部分を崩すことになります。
　もう１つは、選抜接続の面です。共通一次というのは、画一的すぎるという意見が臨教審で出
ます。そこからアラカルト方式のセンター試験が出て、国立大学は受験機会を複数化するべきだ
ということで、分離分割入試が登場しますし、それから、選抜を多様化するべきである、評価尺
度も多元化するべきであるという考え方の中で、推薦入試、AO入試が奨励され、さらに、重要
なことですが、少数科目入試の奨励が行われました。つまり、かつてのように、高等学校で学ぶ
５教科を全部入試で出題しなさいというのは、全く路線としては放棄されたのです。

私立大学入試の変容
　こうして見ると、非常に大きな転換があったということがお分かりになろうかと思います。そ
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の結果がどうだったかというのは、私立大学の入試の変遷を見れば分かると思います。少し古い
ですが、1956年（昭和31年）は定員の95％に３教科以上の入試が行われています。ところが、
2009年（平成21年）になりますと、３教科入試はたったの48�3％、半分を割るわけです。そして、
２教科２科目入試が20％を超えていますし、１教科１科目か２科目入試でさえも４分の１くら
いになるということになります。

私立大学入試の変容

13

• 1956年に、定員の95％に3教科以上の入試⇒2009年には、
3教科入試は48.3％、2教科2科目が23.1％、1教科1科目～2
科目が25.7％

• 2009年の私大センター利用も少数科目：個別試験との併用で
は2科目が46.9％、1科目が19.5％、3科目が17.5％ー6科目
は7.8％、5科目は1.5％・・・センターのみでは、3科目が
41.2％、2科目が31.0％ー6科目は2.1％、5科目は3.9％

• 1956年に入試教科・科目数のパターン（「3教科4科目など）は、
36パターン⇒2009年は159パターン

• 2008年の一般学力入試比率は48.6％、推薦入試は41.2％、
AO入試は9.6％

　私立大学もセンター試験を利用していると言うかもしれませんが、2009年の私大のセンター
利用を見ると、やはり少数科目入試になっています。個別試験との併用で、センターを使ってい
る私立大学は、２科目が46�9％、１科目が19�5％、３科目が17�5％です。センターのみで取る
という場合も３科目が41�2％で２科目が31％ですから、国立大学が課しているのに比べるとは
るかに少ないということになります。当然ですが、果たして普通教育というものを前提にした大
学教育が、私立大学でできるかということになります。かつて私立大学で副学長をされていた方
が、平成元年告示の学習指導要領から、少数科目入試を行っていると、高等学校でやるべき科目
を大学で教えなくてはいけなくなったということを発言されていました。つまり、リメディアル
教育がここに登場してくるということになります。
　それから、科目のパターンを言いますと、1956年の入試教科・科目のパターンはたったの36
パターンでしたが、2009年は、159パターンです。つまり、私立大学の入試があまりにも多様
化してしまったわけです。これは、少数科目入試化したということに起因しています。しかもそ
ればかりではなく、2008年の一般学力入試比率は、私立大学だと48�6％、つまり、過半数がAO
と推薦で入学しています。
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日本型高大接続の機能不全
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　ここから、私たちは、日本型高大接続が機能不全になったと判断せざるを得ないわけです。つ
まり、臨教審答申以降、日本型接続の基盤のうち、高校教育課程の弾力化と入試の変容で、機能
不全が準備された。けれども、1980年代後半、18歳人口が増えていき、大学定員抑制がありま
したので、受験戦争は激化しました。いわゆる入試圧が上昇したのです。
　ところが、1992年をピークに18歳人口が減少し、その歯止めが利かなくなりました。結局、
1993年以降、入試が非常に易しくなり、ボロボロになってきて、学力把握の機能を果たさなくなっ
たということになります。
　文部科学省が出している図（前ページの図参照）ですが、ご覧いただければ分かりますが、
1993年のピークから、18歳人口がずっと減り、これからなだらかに横ばい気味に下がると考え
られています。
　ここに高等教育計画というのが書いてありますが、これが高等教育計画で出された入学者の数
です。ご覧いただければ分かりますが、高等教育計画があって、ずっと横ばいです。受験戦争が
厳しくなってから、突然、緩和されます。そこで入学者が増えるわけで、その結果、60万まで
増えますが、増えたときには、今度はどんどん18歳人口が減るということになったのです。

大学教育改革と高大接続：隠れた論点（1）

大学教育改革と高大接続：隠れた論点（１）

• 日本の大学の選抜は、一部を除いて学部・学科縦割り募集、
教育課程も専門教育の要請から編成⇒1990年代はじめの
「大学設置基準の大綱化」によって、一般教育（general
education：普通教育）は一層専門教育に従属・縮小⇔高校で
の普通教育の後退とあわせて、「広く知識を授ける」ならびに
「知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」目的（学校教育
法第83条）の低下

• 教養部の解体もあり、基礎的教科で適切な入試の出題・採点
はすることは、かなりの大規模総合大学を除いて困難に

• 先端的領域の研究の人材育成と広い見識をもつ知識人の育
成にもリベラル・アーツの再構築が必要（特にエリート、マス段
階に対応する大学群）⇒「役に立つ」技術者では知識基盤社
会を担うことが困難

16

　次に、少し余計なことをお話ししておきたいと思います。大学教育改革と高大接続で、一般的
に見逃されている論点が２つあります。それをよく理解しないと、今後の高大接続を考える際に、
いろいろな意味で間違えるのではないかと私は思っています。その隠された論点の１つは、日本
の大学教育の特殊性です。
　先ほど、エフラット先生がおっしゃいましたが、アメリカの大学では３分の１がリベラル・アー
ツ、３分の１が専門科目、３分の１は選択だとおっしゃいました。中にはダブルメジャーで、専
門のコースを２つ取るという場合もあるわけです。ところが、日本の大学の選抜は、先ほど申し
上げましたが、一部を除いて学部・学科縦割り募集になっています。初年次からの教育課程も、
専門教育の要請から編成されています。
　これは、帝国大学の、あるいは戦前の日本の大学の位置付けの後遺症だと言ってもいいと思い
ます。つまり、戦前は、高等学校までは普通教育、大学は専門教育となっていましたので、その
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結果、戦後の大学というのは、旧制高校や大学予科の部分を引っ張ってきて、一般教育、教養教
育というものを持ち込んだわけですが、基本的には学部が非常に大きな力を持つという形を取り
ました。
　しかも、ご承知のとおり、1990年代初めに大学設置基準の大綱化が行われ、教養部がほとん
ど解体され、一般教育が縮小しました。あるいは、一般教育が学部専門教育に従属するというこ
とになりました。学校教育法では、「大学は広く知識を授ける」、「知的、道徳的及び応用的能力
を展開させる」と書いてありますが、その機能を果たすところが、実は衰えてきています。
　それと併せて、私たちが注目しなければならないのは、教養部の解体の結果でもあるのですが、
基礎的教科で適切な入試の出題・採点をするというのは、相当な大規模総合大学でないとできな
くなっているという点です。相当な大規模総合大学でも、特定の科目、例えば、地理や地学にな
ると出題・採点が難しくなっています。もちろん、理系の自然科学系の学部を持っている大学で
も、数学科がないようなところでは、数学の出題さえ非常に難しいという状態になっています。
　つまり、現在、日本の大学は、ここは非常に重要な点ですが、かつては高校段階の学力を把握
するような力を備えていたのですが、それがなくなっているということをご理解いただかなくて
はいけないと思います。
　そのことから、大学では、もう一度、ジェネラル・エデュケーション、リベラル・アーツを再
構築する必要があるだろうと私は思っています。昔の教養教育を再現するというのでは駄目だと
思いますが、いずれにせよ、そういった広い教育、普通教育を導入せざるを得ない。それは、何
も入試問題を作るためではありません。というのは、現在、先端領域の研究の人材育成を考えて
みますと、先端研究の学問というのはどんどん細分化してきたわけですが、細分化したところか
ら、今度は融合や学際というのが非常に重要な領域になっております。
　例えば、私の専門であります経済学を捉えてみますと、経済学のモデルというのは、独立した
合理的な個人がいる、それが社会を形成していると考えるわけです。ところが、それは、社会学
や社会心理学などからすれば、ちょっと変じゃないかとなります。つまり、経済学を本当に現実
に適用できるような豊かな先端的なものにするには、心理学、歴史学、それから社会学などの知
見、さらには哲学なども必要だということになります。と同時に、経済学のモデルは非常に高度
な数学を使うようになっているので、もちろん数学も必要だし、その数学を使う際に、経済学は
大抵、これまでは物理学からモデルを導入してきたのですが、そうではなくて、生物学も必要だ
ということになっていますから、自然科学全般についての知識をどこかで持たないと、ゆがんだ
ものになってしまいます。
　非常に狭い世界だと、問題が出てきます。それは、専門技術者しか育てられないという問題で
す。専門技術者しか育てられないといったときに、その専門技術者というのはどういう専門技術
者かというと、他のところに視野がいかないから、自分が習った、経験した、その専門知識にだ
け依存するということになります。今、盛んに実践的な専門教育が必要だということを言う人が
いますが、学校で習った専門教育というのは、賞味期限があります。つまり、そのとき学校で教
えたもの、その時の先端知識は教えられるかもしれませんが、その先にある未知の世界は教えな
いのです。その世界をどうやって開くのか。まさにそれは、高等教育、あるいは高校教育もそう
ですが、そういったところで培った普通教育、それから、非常に幅広い知見を生かすことによっ
て、初めて突破できるのです。
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　第二次大戦のときに、日本の帝国陸海軍は、非常に狭い戦術だけを学校で教えた。その結果、
世界的な視野でものを考える軍人が育たなかったばかりか、非常古い戦法にのっとって、戦術を
作成し、何度も同じ失敗をしています。そういうことになりかねない。つまり、一般教育、普通
教育を無視した教育を大学でやったときにどうなるかというと、知識人ではなく、非常に狭い専
門家しか育てられない。それも、二流の専門家しか育てられないということです。そういう問題
があるのだということを理解する必要があると思います。

大学教育改革と高大接続：隠れた論点（2）

大学教育改革と高大接続：隠れた論点（２）

• 高大接続改革（大学入試改革を含めて）では、高校も大学も
それぞれ同質であるかのような前提がなされているが、それ
でよいのか

• 「普通教育の完成」をめざすべき高校、また「エリート」や「諸方
面でのリーダー」を育成する大学は、どの国にも存在し、その
発展を支える教育制度・政策が必要

• 「高校学習指導要領をもとに戻せば良い」「バカロレアのような
大学入学資格試験を設けるべき」や「センター試験に代わる
記述式の共通テストを導入するべき」などの意見は、大学の
多様化、さらに高校の多様化を看過
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　さて、もう１つの隠れた論点は、高大接続の改革を議論すると、必ず「大学では」「高校では」
という枕ことばが話に付けられますが、高校も大学も同質なのかという問いを投げかける必要が
あります。もはや高等学校には90％以上の子が進学し、卒業しているのです。大学も50％以上
の進学率になります。他の高等教育機関、つまり短期大学や専門学校、工業高等専門学校などを
入れますと、70％ぐらいになるのです。それらをひっくるめて、高等教育とか、大学について、語っ
ていいのだろうかということです。
　そのくらい普遍化していったときに、マーチン・トロウはこういうことを言っています。「ユ
ニバーサル段階になったならば、国民はどこの大学でも行って勉強するというふうになるだろ
う。けれども、昔、エリート大学だといわれたような大学は、そういう役割を果たす大学として
残らなくてはいけない」というのです。当然ですが、マス段階の役割を担う大学もなくてはいけ
ないのです。それが、かつて文部科学省が「わが国の高等教育の将来像」で言った大学の機能分
化ということになると思いますが、つまり、今の大学はどうあるべきか、そして、どういう教育
を求めていくのかということを明確にしなくてはいけないし、高等学校も同じように、この高等
学校で何を達成するのかということを明らかにするような方向へ向かわなくてはいけないと思い
ます。
　どの国を見ても、普通教育の完成を目指すべき高校はありますし、ナショナル・リーダー、ナ
ショナル・エリートを育てる大学もあります。これを全部解体して、同じように平均化したらい
いのかというと、そうはいかないだろうと思います。
　そうすると次のような話が出てきます。１つは、高校学習指導要領を元に戻せばいいじゃない

―�50�―



か。これは無理ですね。無理だというのは、つまり、高校自体が非常に多様化しているのですか
ら、フランスのバカロレアのような試験を行ったら、ほんの一部しか合格しないということにな
ります。全員が合格するような試験にしたならば、逆に日本版バカロレアは全然使い物にならな
いということになります。
　それから、センター試験に代わって記述式の共通テストを導入するべきだということを言う人
がいますが、これも実は大学の現状と入試の現状を分かっていません。高大接続システム改革会
議に出された資料を読んでみると、どうも文部科学省や中教審に出ている人たちは、大学入試と
いうのは暗記科目で穴埋めをやっていると思っているようなのです。実際はそうではなく、日本
のトップの大学、特に国立大学は、かなりの大学が記述型の問題を出しています。私立大学は、
かなり上の大学も含めて、難易度の差はありますけれども、穴埋めが多いでしょう。私大入試の
記述型とは何かというと、四角に穴が開いていて、そこに自分で言葉を埋めるというのが結構あ
ります。こういう非常に違う入試が行われているということ自体を理解していない。理解してい
ないので、そこに、思考力、判断力、表現力を入れた試験をやればいいのだというのはむちゃな
ことだと、私は思います。

高大接続改革の要点：（1）普通教育の再構築

高大接続改革の要点 （１）普通教育の再構築

①5教科にわたる「高度な普通教育」達成を目標とする教育課

程の改革

②知識・技能とともに、思考力・判断力・表現力を中等教育で

育む教育課程と教科教育の追求（従来の教育内容の整理

も必要）

③内発的動機を育む教育環境と制度の確立（少人数教育、

達成度に対応した教育のための教員配置など）

④大学への接続に必要な教育内容と達成度を、高校と大学

の多様化を視野に入れて明確化

⑤適切な評価システムの開発・導入（特にテストで測れない部

分の評価）
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　最後に、まとめに入りましょう。高大接続改革の要点は何かというと、まずは普通教育を再構
築することだと思います。普通教育という言葉が中教審にも出てこない、高大接続システム改革
会議にも出てきません。しかし、普通教育は、ちゃんと学校教育法に書いてあるのですから、こ
の５教科にわたる普通教育をどう達成するのかということを、私たちは、今、もう一度考える必
要があります。
　２つ目は、知識・技能とともに、思考力・判断力・表現力を育むような教育の在り方を考えな
くてはならないということです。これは当たり前のことですが、中学校段階から、教科教育は知
識注入型です。これを転換しないと、大学教育も大学入試も転換できません。
　ただ、ここで非常に重視しなければいけないのは、３つ目です。それは何かというと、大谷先
生のお話にありました、中核的な思考ができる子が、結局、普通教育の延長線上で求められる学
生なわけですが、その子どもたちを育てるにはどうしたらいいのかということです。
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　私は教育学者ではありませんが、素人目から見て非常にはっきりしていることが、私の教員生
活の中で２つあります。１つは、内発的な動機を持つということです。未知の世界にぶつかった
ときに、面白くてしようがない、だからみんな勉強するのです。そこへ導くということです。よ
く、知識偏重の教育はいけないと言う人がいますね。もっと情操教育や体を鍛える教育を重視す
るべきだと言う人がいますが、私はそうは思いません。知育というのは、とても重要なことです。
人間がこれまで蓄積してきた知的な財産を継承し、しかも、その一人一人の子どもについて見る
と未知の世界を探検していく、獲得していくわけですから、面白いに違いないのです。そういう
ものをどうやって引き出すかということが、実は、普通教育の構築にとって重要だと思います。
　もう１つは、内発的な動機を持ち、面白いと思っても、難しいからやめるという子がたくさん
いるということです。これが、中学校以降の教育の大きな問題です。そうすると、内発的な動機
を育み、それを分かるように育てていくような教育環境や制度が必要だろうと思います。
　よく、主体的な思考と、論理的な思考力と、知識・技能の習得という、学力の３要素というの
をバラバラに切る人がいます。今の高大接続システム改革会議の中間まとめというのは、そうい
う発想の上に成り立っていますが、これほど馬鹿なことはありません。どんな高校の先生、どん
な中学校の先生についても、内発的な動機を持って、非常に好奇心を持っている子は、その教科
については、どんどん知識・技能を蓄えていきます。
　先日の高大接続システム改革会議で、ある委員が、「かつての国立大学の入試でもちゃんと論
理的な思考ができているじゃないか」と発言したら、座長は「いや、必要なのは、答えのないも
のを探し求めるような、そういったものなのだ」と言ったそうです。これは駄目ですね。
　駄目だというのは、終極的にはそこを目指さなければいけないけれども、そのためには、知識・
技能の基盤がなくてはいけないし、それを応用する、つまり何度も何度もさまざまな問題にぶつ
けて習熟していくといったプロセスが必要なのです。
　答えのある問題でないものにぶつかっていく、そういう人間を育てましょうというのはいいで
すが、大学入試や高大接続のためのテストにそういう問題を出したらどうなるかというと、おそ
らくは、何も分からないで手もつけられないという状態しか生まれないということになります。
　４つ目は、大学への接続に必要な教育内容と達成度です。これは、一律に決めることはできな
いと思いますが、少なくともある幅の中で、最低限はここまでと。それから、上のほうは、野放
図にしておくと大学がめちゃくちゃな問題を出したり、大学のほうで要求が高くなったりします
ので、ここからここまでというある種の範囲というのを、高校と大学側で決めていく必要がある
と思います。
　５つ目は、適切な評価システムです。特に、テストで測れない部分をどう評価するかというこ
とが大切になります。
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高大接続改革の要点：（2）共通テスト構築

高大接続改革の要点 （２）共通テスト構築

①高校段階での学習の達成度を把握する目標準拠の共通テ

ストを構築・導入して教育接続のインフラを形成する

②テストは、素点型ではなく（IRTの利用へ）、難易度を広くとり

（CATを展望）、達成度を多段階で評価

③受検機会は年複数回を可能として、高校生の自己の目標

に向かっての学習を励まし、高校が客観的な達成度データ

に基づく教育を実現する基盤を実現

④達成度テストに基づいて、推薦・AOを非学力選抜から確実

な学力把握に基づくものに転換

⑤大学入学後リメディアル教育のための資料として利活用
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　要点のもう１つが、共通テストの構築です。今、高大接続システム改革会議では２つのテスト
が提案されていますが、私は、この２つのテストは駄目だと思います。１つにするべきだと思い
ます。とにかく高校段階での学習の達成度を把握する目標準拠型の共通テストを導入する。これ
は、インフラストラクチャーです。
　テストは、素点型ではなくて、IRT（項目応答理論）も利用して、難易度を広く取ればいいと
思います。達成度は、SATやACTがやっているように多段階で評価するのが望ましいと思います。
素点型の１点刻みの競争というのは、達成度という観点から望ましくないでしょう。
　それから、受験機会についてですが、わが国の入学試験というのは１年に１回で、ある１年の
１日で運命が決まるといわれています。テストでは達成度を見るわけですから、SATもACTも、
イギリスのGCEのAレベルもそうですが、年に複数回やっています。４回くらいやっていますか
ら、そういうものにすればいいと思います。
　それから、達成度テストに基づいて、推薦・AO入試を非学力選抜から転換することです。つ
まり、学力担保があるような推薦・AO入試を考えていこうということです。そうすると、当然
ですが、今まで学力入試をやっていたところがこの共通テストを使って、それ以外のところの要
素を見て選抜するということが可能になります。
　そして、最後に、大学入学後、リメディアル教育に使うテストが、日本にはありません。入試
の成績はリメディアルに使えないということになっています。それでは困るのです。
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高大接続改革の要点：（3）選抜接続の改革

高大接続改革の要点 （３）選抜接続の改革

①共通テスト（前掲）による高校段階の学力把握を基礎に、選

抜制度を学力入試依存から総合的選抜へと転換：改革のカ

ギは大学入試問題改革ではなく、教育接続の再構築

共通テストを前提として、エッセイ、高校GPAなどを総合する

専門職（アドミッション・オフィサー）による選抜方法や面接の

信頼できる実施法、評価法の確立

②一部の大学についてはさらに記述式や難易度の高い共通試

験を設定してもよい（共通出題・個別採点なども可能）

③厳密な定員管理ではなく、進級の厳格化と大学間の学生流

動化を志向する改革への着手
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　それから、要点の３つ目は、選抜制度の改革です。共通テストによる高校段階での学力把握を
基礎に、教育接続を再構築する。それを前提に、エッセイや高校GPAなどを総合する専門職（ア
ドミッション・オフィサー）による選抜方法や面接の信頼できる評価方法を確立する必要がある
と思います。
　もちろん、中には、一部の選抜制の高い大学は、さらに記述式や難易度の高い共通試験を設定
してもいいと思います。ただし、出題が非常に難しくなっていますので、できれば共通問題を作
成し、採点は個別大学でやることが必要になると思います。
　先ほども定員管理の問題が出てきましたが、定員管理は厳密でなくていいと思います。むしろ、
進級を厳格化させていくということが必要だと思います。ところが、今、文部科学省がやってい
る大学評価は、全くその逆です。つまり、定員管理は厳しくして、その代わり、進級で落とすよ
うな大学があると、何でこんなに落とすのかと、大学の教育努力を責めるのです。それではいけ
ないと思います。それから、大学間の学生流動化を志向するような改革をやっていただきたいと、
私は思っております。

改革の主体形成と文科科学省のリーダーシップ
　改革の主体について、最後に申し上げたいと思います。実は、これまでの大学入試改革や高大
接続改革は、上からのトップダウンではありませんでした。発案は文部科学省や中教審から出た
ことがありましたが、実際にそれを担当し、それを提言し、それを具体化してきたのは、国立大
学協会などです。
　ところが、現在の改革はトップダウンで行われています。これでは、改革の主体が形成されな
いということになります。ですから、私は、国大協、公大協、私大連、私大協、高等学校の校長
先生の組織である全高長、それから、私立中高連など、大学・高校の諸団体が集合的な営為で何
とか改革を実現するという、そういう組織をつくるべきだと思います。それがあって初めて、知
恵も集まります。今の中央の会議は、入試の現実とか教育の現実を知りません。また。教育界自
身が自分の責務を持って、ただ批評するのではなくて、自己責任において改革を進めることにな
ると思います。文部科学省は何とか初等中等教育と高等教育の行政的な壁を乗り越えて、今言っ
た改革の主体をつくるリーダーシップをつくっていただきたいと思っております。
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　簡単に言うと、高大接続システム改革会議の「中間まとめ」に対する私の評価は不合格です。
何が不合格かというと、何よりも一体的改革になっていないのです。非常に問題を複雑にしてい
るだけです。ですから、これからもおそらく、高大接続システム改革会議の議論は迷走を続ける
と思います。12月に最終報告と言っていましたが、12月には最終報告を出せる状態にはありま
せん。３月になるだろうと思います。
　ご注意いただきたいのですが、ここには１つの力だけが働いているわけではありません。文部
科学省の中でも、複数の力が働いています。政治が文部科学省にかける圧力の中にも、複数の力
が働いています。そこに教育界からの力が働くわけです。私が一番望ましいと思うのは、教育界
から沢山の意見が出て、そして今の迷走状態を変えていくということです。そういう力を、皆さ
んはお持ちだと思います。11月末に、中間まとめに対するパブリックコメントが募集されまし
たが、そういう機会がありましたら文部科学省に対して、中教審に対して、意見をお出しいただ
ければと思っております。
� ※登壇者のご所属は、2015年12月５日現在のものである。
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