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要約  

 
日本で、家計における教育費負担の重さが深刻化している。未曾有の経済不況で家計は厳

しい状況にあるなか、大学の授業料や入学金は上昇を続けている。元来、日本の高等教育費

は高額であり、公的支援が十分でない。それでも今までは家計を工面し貯蓄を取り崩し、教

育費を捻出することで進学が可能であった。だがこのままのでは、家計への負担が今後重く

なることは考えられても軽減されることはない。何の策も取らずに現状が改善されなけれ

ば、子どもの大学進学における教育費を負担できない家庭が増え、親の経済力不足ゆえに大

学進学を断念する層がさらに増加されることが予想される。本稿では以上の観点から高等教

育における私費負担問題を解決するための政策を提言する。 
 
現状分析を行う過程で、公財政支出における高等教育への投資が不十分であることが明ら

かになった。また、国立大学と私立大学では学生 1 人あたりに対する公財政からの支援額
に差があり、私立大学は授業料など学生納付金が必然的に国立大学と比較し、高額である。

それだけならば、私立大学への進学を断念し、国立大学に進学するという選択肢もあるが、

国立大学を取り巻く現状も運営費交付金の削減などにより、楽観視できない。 
 
また、教育財政全体でみると初等中等教育への投資と高等教育への投資にも差があること

も判明した。初等中等には子ども手当ての給付や高等学校の無償化など、資金援助の政策が

続く一方、高等教育では予算の縮小が続いており、このままでは授業料の高騰を招き、家計

の進学機会を縮小してしまう。 
 
現状日本には家計の教育費負担を軽減させるような政策が乏しい。家計負担の軽減策とし

て政府が拡充を進めている日本学生支援機構による貸与奨学金の利用が、現状最も一般的な

家計負担の軽減策として考えられるが、日本学生支援機構の貸与奨学金は、最終的に家計が

教育費を負担するということに変わりはなく、また使用用途が教育費に限定されたものでは

ないため、真の意味での「奨学」になっていないという問題も浮上した。加えて、家計（ま

たは進学希望者本人）が貸与奨学金によって生じる将来の返済負担を恐れて、ローンつまり

奨学金を回避するという「ローン回避」という問題も存在する。ここまで、見てきたように

奨学金は決して万能ではなく、家計の教育費負担を軽減するために現状とは違った政策を提

言する必要があると判断した。 
 
そこで本稿では、家計の私費負担を軽減し、進学へのアクセスを高めることを目的とし、

各国で数少ないが導入事例がある需要サイドバウチャーの導入を、米国コロラド州の

College Opportunity Fundが提供する tuition stipendという需要サイドバウチャーを参考
に、提言する。需要サイドバウチャーは家計への直接的な支援と教育財政が連動したバウチ

ャー政策である。日本版である本政策提言の大学バウチャーは、進学前段階の高等学校 2
年次生にバウチャーを交付することにより、進学の選択性をより高めることが可能になる。

また、2年間継続して支援を行うことにより、家計の教育費負担をより軽減することが可能
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である。他国の教育政策を日本に導入する際に考察しなければならない制度面での差異など

が数点あり、その点も本稿の中で考察され、政策提言に活かされている。 
 需要サイドバウチャーの導入によってこの問題の解決に大きく貢献し、また親の経済力不
足により進学ができない層の進学を実現する一助となることが本稿の目的である。
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はじめに  

 
	 教育費負担問題が深刻である。 
日本では元来、たとえ高額であろうと子の大学進学ために親は生活費などを削って無理をして

でも教育費を捻出してきた。だが近年、未曽有の不況により国民の所得は減少しており、その一

方で大学の授業料は値上がりを続けていることから、家計の教育費負担は重くなるばかりであ

る。高等教育に必要な費用は決して容易に捻出できるものではない。その負担を軽減するような

公的支援は現在十分になく家計だけでほとんどすべての費用を負担せざるをえないのが現状で

ある。また、公財政から高等教育への投資が十分でないこと、さらに、奨学金に代表される学生

支援制度では負担を背負うのが個人であることから家計の負担軽減策としては有効でないこと

も分析から明らかにした。 
現状日本には、家計の教育費負担を真に軽減する術はない。このまま何の策も取らぬまま家計

にのみ大きな負担をさせ続けると、負担できない家計の存在が今後増えていく可能性がある。負

担できないということは、親の経済力が足りないということであり、これが原因で大学に進学で

きない子の存在も同様に増えていくのではないか。家計の負担は高まるばかりで、機会均等とい

う教育の原則も達成できなくなる恐れがある。 
以上のことから本稿では、家計の負担を軽減する政策が必要であると考え、需要サイドバウチ

ャーの導入を考察した。需要サイドバウチャーは高等教育財政の資金配分において革新的すぎる

ため、世界でも導入されている事例は少ない。本稿のオリジナリティは、この革新的なバウチャ

ー政策を日本に導入する際の必要条件などを本格的に考察し、実際に導入するプロセスまで言及

したことにある。この政策の導入は、家計への直接的な支援となるため、家計の教育費負担を軽

減することは明らかである。また、親の経済力に依らない進学が実現できるということは、教育

の機会均等の原則の達成にも貢献する。 
本稿の政策提言が日本の教育費負担軽減に貢献することを願う。 
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第1章	 問題意識  

第1節	 子どもの将来のために無理する家計  
 
	 「国立大へ合格できると思っていたのですが、合格できず私大へ。一番の不安は国立の 3
倍かかる授業料。1 年分は払うことができたがあと 3 年間払えるのかどうか不安との闘い
です。子どもは喜んで大学へ通っています。学費を工面しなければという思いでいっぱいで

す。」（『京滋私大教連』No.126	 2007） 
	 これは私立大学に進学した子をもつ保護者の実際の声である。日本で今、教育費負担の問

題が深刻化している。これまでは、親が子どもの教育に要する費用を負担するのは当然だと

いう社会の風潮があり、苦しい家計のなか無理をしてでもわが子を大学進学させたいという

日本に特有の教育費負担観があった。それゆえ生活費や親の娯楽費など削れるものを削って

子の教育費を捻出してきた。だが現在、高額な教育費負担に耐えきれない家計が少なからず

存在している。 
	 まず、本稿の問題意識の核となっている「無理する家計」という言葉の定義を確認したい。

先行研究である『進学格差』のなかで小林（2009）は子どもの希望する進学の費用を無理
してでも捻出し、子どものために重い教育費を負担する家計のことを指している。 
 では、大学生の子どもをもつ親はいったいどのくらいの負担を強いられているのだろうか。
その深刻な家計状況について矢野（2010）は、わが子のために貯蓄を取り崩すか、借金を
するか、の選択が迫られるのが大学生をもつ家計の平均像であると述べている。大学に進学

させる費用は決して安くない。日本人の平均的な給与を考えても、容易に捻出できる額では

ない。私立大学ならともかく国立大学にかかる費用なら比較的負担しやすいように考えられ

るが、国立大学も法人化以降授業料の高騰が続いている。現在長引く経済不況の影響から給

与所得者の平均給与が年々減少しているが、それにもかかわらず授業料が下がる見込みもな

いことを考えると、大学生の子をもつほとんどの親にとって教育費が大きな負担となってい

ると考えられる。さらに、このような負担を今後も家計が続いていける保証はどこにもにな

い。小林（2008）は、家計の負担感が高まっていることは明らかであり、家計の負担は限
界に達していると指摘しており、また同研究により高等学校卒業者のうち一定の層が経済的

理由により、進学を断念していることが明らかになった。数字にして全体の約 5.4%の層が
経済的理由により進学を断念している。割合にすると 5.4%だが、高等学校の卒業者を 100
万人と仮定した場合、約 5 万人もの高等学校の卒業者が進学を断念していることになる。
これは教育基本法の 4条の教育の機会均等を念頭に考えれば、是正されるべき現状である。 
これらのことは続く第 2章で詳しく分析をしているので参照されたい。 
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第2節	 公的支援制度の不十分  
 
教育費の負担は、公的負担と私的負担に大別される。公的負担は、政府や地方自治体など

が公財政から教育費を支出するものである。これに対して、私的負担は、家計負担と民間負

担、さらに家計負担は学生本人負担と親負担に大きく分けることができる。その中で、日本

の高等教育は公的負担が低く、私的負担が高い。しかし、教育財政全体からみれば初等中等

教育段階の公的負担は、記憶に新しい子ども手当てや高等学校の実質無償化などにより近年

増加の傾向であり、義務教育段階では負担する金額もそれほど大きな額ではない。一方高等

教育段階では、所得に占める割合を考えても莫大といえる費用がかかるのに対して、公的補

助が少なすぎる。小林（2008）は、高等教育段階における公的補助が現状では不十分であ
り、学生支援には特に力を入れるべきであると述べている。だが多額の負債を抱える現在の

逼迫した公財政の状況では、学生支援に対する公的補助は減少することは予想できても、増

加することはほとんど期待できないのが現状であるという。 
	 公的補助のひとつの手段として奨学金という手段が考えられるが、これで直接私的負担が

軽減するわけではない。奨学金制度自体の貸与人数は拡大してはいるが、奨学金は制度の性質

上、負担時期を先延ばしするだけで結局のところは家庭や個人にその負担を求めていることに変

わりはない。 
このまま公的補助への期待もできないとなると、やはり家計が重い負担を強いられることに

なる。 
	 以上、大学進学における公的支援が不十分である現在、日本では家計が負担する教育費が

高額となり、その負担が限界に達していることについて言及した。次章以降ではこの問題を

解決すべく分析を行い、政策を提言する。 
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第2章	 	 現状分析  

第1節	 家計を取り巻く現状  
	  
	 本節では前章第 2 節で指摘した子の希望する進学の費用を無理してでも捻出し、子ども
のために重い教育費を負担する家計である「無理する家計」の現状と今後について詳細に分

析する。 
 
【無理する家計の存在】 
 まず 2009 年文部科学白書をもとに作成したデータより、大学卒業までにどのくらいの教
育費が必要となるかをみてみる。図表 2-1に示されているとおり，大学卒業までに各家庭が
負担する平均的な教育費は，幼稚園から高校まで公立の教育機関に籍を置き、国立大学に進

学した場合が約 1,000 万円，それらが全て私立の場合でかつ自宅外通学である場合は、約
2,400万円に上る。大学卒業まですべて公立・国立の教育機関に籍をおいたとしても決して
低い金額とはいえないが、すべて私立の教育機関に籍を置いた場合、その教育費は倍以上に

もなる。さらに、大学生なら自宅外通学の場合では生活費もかかることを考えると、親の経

済力が十分でなければ教育費の負担は簡単なものではないと考えられる。 
 

図表 1-1 大学卒業までにかかる費用 

区分 
学習費等（※1）総額 

合計 
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 大学（※2） 

高校まで公

立， 
大学のみ国

立 

669,925 1,845,467 1,443,927 1,545,853 

2,876,000 
（自宅） 8,381,172 

5,332,000 
（下宿・アパート） 10,837,172 

すべて私立 1,625,592 8,362,451 3,709,312 2,929,077 

5,175,200 
（自宅） 21,801,632 

7,905,600 
（下宿・アパート） 24,532,032 

 
幼稚園～高等学校の教育費は文部科学省「平成 20年度子どもの学習費調査結果」に基づいて作成（単位：
円） 
大学の教育費については独立行政法人日本学生支援機構「平成 20年度学生生活調査報告」に基づいて作成 
※1「学習費等」には授業料などの学校教育費や学校給食費，学校外活動費が含まれる 
※2家庭から学生への給付額を使用 
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１この教育費支出が実際に家計にとってどれほどの負担になっているのかを可処分所得２に

占める教育費３支出の割合を示したものが図表 2-2である。子ども二人が私立大学に通って
いる場合には，勤労世帯の平均可処分所得の半分以上を教育費が占めていることが分かる。 
 

 
※教育費負担：幼稚園～高校については子どもの学習費調査（平成 20年度）。大学については独立行政法
人日本学生支援機構「平成 18年学生生活調査報告」より作成。 
幼稚園は私立の学習費総額。小・中・高は公立の学習費総額を使用（学校外活動費含む）。大学は、私立

大学・昼間部に通わせた場合の、家庭から学生への給付額を使用。 
※平均可処分所得：平成 20年家計調査年報（総務省）より作成。（2人以上の勤労者世帯。世帯主の年齢
階級別 1 世帯当たり 1 ヶ月間の可処分所得（平成 20 年平均）を年換算。55 歳の数値は 55～59 歳の平均
による。） 

 
このように大学生の子をもつ家庭の可処分所得に占める教育費の高さが明らかになった。

さらに、2008年度の日本学生支援機構「学生生活調査」のデータから私立大学の昼間部に
自宅外から通う場合の学生 1 人にかかる年間平均費用をみると、学費４の平均額が 135 万
1,600円であり、これに加えて生活費５が平均 103万 1,700円であり、合計で 1年間に 238
万 3,300円という莫大な費用がかかる。2008年度の日本の給与所得者の平均給与が 429万
円であることを考えると、容易に負担できる金額でないことは明らかである。 

                                                        
１ 文部科学省「平成 21年度文部科学白書」より再掲 
２ 可処分所得を指標として用いる 
３ 幼稚園～高校については子どもの学習費調査（平成 20 年度）、大学については独立行政法人日本学生
支援機構「平成 18年度学生生活調査」より作成。（幼稚園は私立の学習費総額、小・中・高は公立の学
習費総額を使用（学校外活動費含む）。大学は、私立大学・昼間部に通わせた場合の、家庭から学生へ
の給付額を使用。 

４ 授業料・その他の学校納付金学費・課外活動費・通学費の合計 
５ 食費・住居、光熱費・保健衛生費・娯楽、し好費・その他の日常費の合計 

図表 1-2	 家計の可処分所得と教育費	 
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	 	 ◆子ども 1人世帯の平均貯蓄率 

６	 	 ◆子ども 2人世帯の平均貯蓄率 
※平均貯蓄率＝｛（預貯金＋保険掛金）－（預貯金引出＋保険取金）｝÷可処分所得 

 
家計の負担が重いことは、家計の貯蓄率からもうかがえる。貯蓄率は、その年の可処分所

得のうちどれだけを貯蓄に回しているのかを示す割合で，この値がマイナスになると預貯金

など貯蓄が取り崩され減少していることを示している。図は、子どもが一人いる世帯と二人

いる世帯のそれぞれにおいて長子の成長段階と家計の貯蓄率を示したものだが、いずれも長

子が大学生となった時点で貯蓄率がマイナスとなっている。このことから，子どもが大学生

になった時点で，そのときの収入では教育費をまかなうことができず、大学にかかる費用を

貯蓄の取り崩しによって捻出している家計の姿が浮かび上がる。初等・中等教育段階では余

裕のあった貯蓄を大学進学段階で大きく取り崩さねばならない原因として、大学生の子をも

つ家計への公的補助が、初等・中等段階に比べて貧困であることと、上述したように大学進

学に必要な費用が高いことが考えられる。公的補助である奨学金については本章 3 節で詳
しく分析しているので参照されたい。 

                                                        
６ 文部科学省「平成 21年度文部科学白書」より再掲 

図表 1-3	 子どもの成長段階と家計の貯蓄率	 
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では、このように高額な教育費を家計は負担しうるのだろうか。東京大学大学院教育研究

科	 大学経営・政策研究センターが行った『高校生の進路についての調査』の保護者を対象

とした調査で、その負担可能性を検証した。ここでは、「仮にお子さんが次のような学校に

進学する場合、学費や生活費を負担する事が可能だと思われますか。」といった設問に対し

ての回答データを以下にグラフ化した。 

 
最も負担できる可能性の高い国公立短大・専門学校に自宅から通学するケースでは、負担

できると答えた割合が 84.2%であるのに対して、私立４年制大学に自宅外から通学する場
合に負担できると回答した家庭は 22.5%と全体の 2 割程度にとどまっている。日本の大学
生の 8 割が私立大学に籍を置いていることを考えると、大学生の子をもつ多くの家庭が教
育費を負担に感じているといえる。また、比較的負担しやすいイメージのある国立大学に通

うことを想定した場合でも４年制大学で自宅外通学のケースでは半数以上が負担するのが

困難であるという結果が得られた。 

図表 1-4	 親の教育費負担可能性	 
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【無理する家計の限界】 
	 これまでの分析により「無理する家計」の存在が浮かび上がった。では、今後もいままで

どおり家計が無理を継続することは可能であろうか。ここでは「無理する家計」の継続可能

性について検証する。以下の図表 1-5からわかるように、給与所得者の平均給与推移は年々
減少しており、2007年度を境に急激な悪化を見せている。収入が減少しているにも関わら
ず、授業料や入学料は値上がりを続けているまたは下降の見込みがないため７、今後はより

家計が厳しい状況になることが考えられる。 

 

図表 1-6	 平均給与と授業料の推移 

年 平均給与 国立授業料 私立授業料 
2000 461万円 47.9万円 79万円 
2001 454万円 49.7万円 80万円 
2002 447万円 49.7万円 80.4万円 
2003 443万円 52.1万円 80.7万円 
2004 438万円 52.1万円 81.8万円 
2005 436万円 53.8万円 83.1万円 
2006 434万円 53.8万円 83.6万円 
2007 437万円 53.8万円 83.5万円 
2008 429万円 53.8万円 84.8万円 
2009 405万円 53.8万円 85.2万円 

 

                                                        
７ 詳しくは次節において大学財政を取り巻く現状から説明する 

図表 1-5	 年間授業料と平均給与推移 
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年間授業料が低下する可能性がないのはすでに述べたが、それは入学料に関しても同様の

ことが言える。以下の表 2-7では授業料が 1975年から 2008年までどのような変遷を辿っ
たのかを定点で示したものである。1975年当時と現在では消費者物価指数の差異があるた
め、一概に額そのものを比較することは困難であるが、入学料は以下のように増加傾向にあ

る。また入学料が最も増加した公立(地域内)においては、1975 年と 2008 年では、19.5 倍
もの差があり、最も変化が少なかった私立大学も 2.9倍となっている。 
 

図表 1-7	 大学入学料の推移 

調査年度 

国立 公立（地域内） 公立（地域外） 私立 

昭和 50 年(1975 年) 

50000 円 12068 円 25068 円 95584 円 

昭和 61 年(1986 年) 

150000 円 110722 円 219667 円 241275 円 

平成 20 年(2008 年) 

282000 円 235841 円 399986 円 273602 円 

 
	  
	 本項の分析により、苦しい経済状況のなか必死で教育費を捻出してきた家計が、このまま

では限界点に達する可能性が十分にあることが明らかになった８ 

                                                        
８ 本稿では、授業料や入学金など学生納付金については主に国立大学と私立大学のそれを中心に論じる。
故に意図的に公立大学に触れることはない。本稿で用いている先行研究でも公立大学は所属する自治体
によって財政上の差がありすぎるため、省かれていることがおおいため、本稿もそれに準ずる。 
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【親の経済力と子の進路選択の関係】 
 前項でみた教育費を負担できない家計がいることから、親の経済力が不足しているがゆえ
に進学を断念している者がいるのではないかと考えられる。『高校生の進路についての調

査』は、2005 年から 2011 年まで調査を継続しており、その第三回調査(2006 年)では高校
を卒業後に進学しなかった者（就職した者）に焦点を当てた質問の中で、親の経済力不足に

より進学行動を阻害された者がいることを明らかにされている。具体的には、「高校のとき

の生活や進路選択を振り返って、現在どのように感じていますか。」といった質問に対し、

経済的に進学が難しかったと答えた回答者は、全体の 44.4%(とてもあてはまる 18.3%・あ
てはまる 26.1%)と進学をしなかった回答者のうち半数近くが経済的な理由で進学を断念し
ている。この 44.4%をもとに全体のうち経済的に進学が難しかったために、進学を諦めた
ものは、高等学校卒業者全体の 5.4%にあたる。これは高等学校の卒業者を 100 万人９と仮
定した場合、5万人もの卒業者が経済的理由により進学を諦めているということになる。 
 また、第 1回高校生調査の保護者を対象にアンケートをおこなった「第 1回調査（保護者）」
を参考に進学においていかに家庭の経済力が重要な要素であるかデータ全体を俯瞰する。ま

ず、「お子さんの卒業後の進路を決める上で、次の項目をどの程度考慮しましたか。」という

問いへの回答では、 

 
 
「本人の志望がはっきりしているかどうか」を考慮したと回答した親が多い。この回答に示

されているように子どもの意志が尊重されていることも重要であるが、同時に、「家庭の経

済的な状況」を考慮した（とても考慮した 14.3%、考慮した 53.0%）と回答した家庭は全
体の 67.3%にも及んでおり、家庭の経済力は親からしても進学の規定要因として非常に重
要であるといえるのではないか。さらに親にとって進学の学費や生活費がいかに重要である

か判断出来るのが、以下のデータである。 

                                                        
９ 2011年卒業者が約 100万人であるため 

図表 1-8 進路の決定要因 
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図表 1-9は、「進路選択の際に、親が子どもに重視して欲しい事」を選んだ回答を集計し
たものだが、注目すべきは「自宅から通学、通勤ができること」と「進学の学費や生活費な

どを家計が負担できるかどうか、ということ」の 2 つの設問である。「自宅から通学、通
勤ができること」を重視してほしいというのは、先の図表 1-4でも見たように、費用がより
必要となり負担できないと考えている親が多いことからも納得のいく結果となっている。

また「進学の学費や生活などを家計が負担できるかどうか、ということ」に対する回答に着

目すると、「非常に重視して欲しい」と回答した割合が 14.7%で「重視して欲しい」という
回答比率は、61.8%となっている。「家計の学費負担可能性を子どもに重視して欲しい」と
考えている家庭は全体の 76.5%にものぼることが明らかである。以上 2 つの回答結果か
ら、子どもの進路選択において、家庭の経済力は大きな規定要因になっており、家庭の経

済力が不足しているがゆえに大学進学を阻まれた者がいることの要因であるとみなすこと

ができる。 

図表 1-9	 進路決定の際、親が子どもに重視してほしいこと 
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第2節	 大学を取り巻く現状  
	  
	 前節では、家計がどのような状況に置かれているかを俯瞰した。本節では高等教育財政を

中心に、特に日本における授業料負担の現状を制度面から考察する。また、実際にどのよう

な予算配分が行なわれているのか、昨年度の 2010年度文部科学省概算要求を参考に教育財
政全体にも焦点を当てる。教育財政における資金配分は、文部科学省の概算要求の一般会計

においては「文教関係」と「科学技術・学術関係」に二分される。本稿では特に、学生の就

学援助を目的とする公的資金である「文教関係」への配分を中心に国立大学と私立大学の授

業料の公私負担割合を俯瞰する。また高等教育と高等教育以外の予算配分を比較することで

高等教育への政策による支援の必要性を提示する。 
 
【個人ベースでの教育負担割合の比較】 
まず、日本における大学への個人ベースでの公的負担と私的負担の割合に関して、国立大

学と私立大学の設置形態別に詳しくみる。 
 

図表 2-1	 私立大学等経常費補助と国立大学運営費交付金の格差 

＜2010年度＞ 私立大学 国立大学 私立:国立 

国庫支出（百万円） 経常費補助 
322,182 

運営費交付金 
1,158,515 

1:4 

学校数（校） 778 86 1:9 

1校当たり額（百万円） 414 13,471 1:31 

学生数（人） 1,984,676 451,545 4:1 

1人当たり支援額（万円） 16.2 256.6 1:16 
※平成 22年度 学校基本調査、 平成 22年度 文部科学省予算案主要事項からに作成。 
※学生数は大学院を除く学部のみ 
 
2010年度予算で私立大学等経常費補助金と国立大学運営費交付金を比較すると、前者が

3221億円であるのに対し後者は 1兆 1585億円であり、実額でおよそ 3.6倍の開きがある。
また、私立大学が学校数で 90％、学生数で 77.6％を占めていることを加味すると、両者に
は極めて大きな格差があることがわかる。また、私立大学一校あたりの補助額は 4.1億円で
あるのに対し、国立大学一校あたりの交付金額は 134億円と 31倍以上、学生一人当たりで
は私立が 16.2万円であるのに対し 256.6万円と 16倍以上もの格差がある。 
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	 参考「平成 20年度学生生活調査結果」日本学生支援機構 
 
上記グラフからわかる通り、大学生一人あたりに必要となる教育費の総額を算出すると、

国立大学 1 兆 5000 億円、私立 2 兆 8200 億円となる。2010 年の学校基本調査によれば、
国立大学に在籍している学部生の総数が 451,545 人であるのに対して、私立大学は
1,984,676人なので、私立大学は国立大学の約 4倍の学生数を保有しているのにもかかわら
ず、国庫支出は国立大学の運営費交付金で 1兆 1585億円、私立大学への経常費補助が 3221
億円であるため、約 4分の 1の公的補助しか行われていないことになる。 
我が国では、国立大学の教育費が手厚い公的資金によって守られているのに対して、私立

大学はその学生数の多さにもかかわらず 2兆 5000億円もの負担を学生に強いているのであ
る。国立大学と私立大学の間にここまで実質学費の差が開いていることは、進学の選択性を

狭めてしまい、さらなる教育の機会不均等を招く。

図表 2-2	 国立大学と私立大学の一人あたり公的補助の格差 
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【進学機会の縮小】  
	 先述したとおり、国立大学と私立大学には大きな支援の格差があり、私立大学へ進学する

ことの教育費負担が、国立大学と比較して高額であることが明らかになった。その上で、教

育の機会均等のために私立大学ではなく、国立大学に進学すればいいという意見もあるが、

国立大学も運営費交付金の削減により、財政状況が逼迫しているため、国立大学に進学する

家計への教育費負担が増加する可能性もある。以下国立大学を取り巻く現状を詳しくみる。 
構造改革の一環として行なわれた 2004年の国立大学法人化以後、国立大学では国からの

補助として与えられていた国立大学運営費交付金は減少の一途をたどっている。 
まず国立大学への運営費交付金は、効率化ルール（物件費・人件費を毎年 1％削減）によ

って、法人化以後毎年、減額されている。さらに「財政運営戦略」（6月 22日閣議決定）の
「中期財政フレーム」によれば、2011年度からの 3年間は「基礎的財政収支対象経費」につ
いて前年度を上回らないこととし、できる限り抑制に努めることとされている。これを受け

て、仮に、巷間１兆円以上とも言われる社会保障関係経費の伸びを勘案すれば、いわゆる「政

策的経費」は一律して減額され、およそ年率 8％の減額となる。教員等の人件費を含む大学
運営の基盤的経費である国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助もその対象と

されれば、削減額は、単年度だけでも 1,185億円（国立 927 億円、私立 258 億円）になる。 
	 そして 2011年国立大学法人運営費交付金は 1兆 1,528億円になり、前年度より 58億円
減額したが、新規予算として「国立大学における教育研究の活性化を図るため、その基盤を

支える大学の教育環境の整備を支援する為」の国立大学教育研究特別整備費 58億円が追加
された。しかし運営交付金が増額することは、今までの傾向を考えるとその可能性は低い、

故に今後国立大学の学生納付金への依存度が上がり、国立大学への進学すら困難になる。 
	 現状では私立大学の学費を払えない家計でも国立大学の学費は払えるため、高等教育にお

ける機会均等が達成されているという意見もあるが、国立大学の授業料が増加することは目

に見えており、このままでは家庭の経済力が原因で私立大学には進学出来ないが、国立大学

には進学できるといった層への教育機会の均等すら成り立たなくなってしまう可能性があ

る。 
 
【高等教育以外の教育財政】 
	 ここまでの分析により、高等教育財政への公的支出が低いことが明らかになった。次に、

高等教育以外の教育財政はどうなっているのかみる。初等中等教育への資金配分については

OECDの「Education at a glance 2010」によれば、初等中等教育の公的負担の割合は 89.9%
であり、私的負担はわずか 10.1%であり、私的負担割合が 67.5%の高等教育とは大きな差
があると言える。 
	 小中学校の授業料は、公立・国立大学付属の場合無償（教育基本法第 5 条）であるが、
私立の場合、学則の変更と監督庁（都道府県）への届出（学校教育法規則 4 条 1 項 7 号）
によって決定される。2010年度の文部科学省の概算要求では、初等中等教育の充実を図る
ための公的負担である義務教育費国庫負担金は 1兆 5938億円を要求している。詳しくは次
ページの図表 2-12を参照のこと。 
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	 また、高等学校の授業料は、公立高校の場合、地方公共団体の条例に基づき（地方自治法

225条、228条 1項）、教育委員会の意見をうけて（地教行法 29条）、国立大学付属高校の
場合、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令において、標準的額が規定されている。

2010年度から、公立高等学校にかかわる授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に
関する 法律により、公立高等学校の授業料が無償化された。文部科学省の 2010 年度の概
算要求と照らし合わせて見てみると、高校の実質無償化に対する助成は 3933億円要求され
ており、内訳は、国公立高校生のいる世帯に対し、授業料相当額を助成して実質的に授業料

を無料にするとともに、私立高校生等のいる世帯に対しても同等額を助成する「高等学校等

就学支援金」が 4501億円と、高等学校等就学支援金の支給とともに、高校の実質無償化を
図るため、各都道府県に対し、従来の奨学金に加えて入学時に必要な経費などを対象とする

就学支援策（給付型奨学金等）を付加的に行うために必要な資金を交付する「高校奨学金事

業等の充実・改善」が 123億円となっている。 
こうした教育財政による支援の他に、子ども手当が厚生労働省の財源によって支給され、

支援が手厚くなっているのは留意すべきであり、高等教育以外への教育財政は充実してきて

いると言える。それに対し、高等教育への教育財政は前述したように削減され続けており、

それが授業料値上げという形になって現れる可能性が高い。子どもが大学生になると一転し

図表 2-3	 2010年度	 文部科学省概算要求	 一般会計 
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て乏しくなる教育への支援は一貫した子育て支援とは言えず、たとえ経済的に厳しいとして

も大学まで進ませたい親の志向を考えると、「無理をする家計」の増加にもつながるだろう。 
	 以上に見たように、大学生 1 人当たりにかかる教育費に対しての公的補助は現在十分で
なく、今後大幅な拡大も見込めない。また初等中等教育は公的支援が高く、すでに手厚い補

助がある一方、高等教育は私的負担が高いという現状が明らかになった。 
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第3節	 奨学金事業の現状  
	  
本節では、奨学金事業が真の意味での教育費負担軽減策とならないことを示す。日本の貸

与型奨学金中心の制度ではローン回避という問題を引き起こす。また、奨学金を申請しても、

貸与金の使用用途が限定されてないため、奨学金が教育費に充てられないということを明ら

かにする。 
 

【日本学生支援機構による奨学金事業の概要】 
まず能力・意欲のある学生・生徒に「教育を受ける機会」を保障し、自立した学生生活を

送る支援をすることを目的とした日本学生支援機構の奨学金事業の現状に触れる。 
確認すべきことは、学生に対する支援制度は多く存在するという事実である。まず、簡単

に奨学金事業を行っている主体をここでは大きく 2 つに分類する。それは「国主体の奨学
金事業（日本学生支援機構による事業）」、「奨学団体等による奨学金事業」である。 
初めに国主体の奨学金事業について述べる。これは現在、独立行政団体になった日本学生

支援機構（JASSO）によって行われている。次に各奨学団体による奨学金事業について、
こちらは地方公共団体、各大学や学校、営利団体や公益法人あるいは個人によって運営され

ているものである。 
2007年度の JASSOの奨学事業に関する実態調査１０によると、日本の奨学金受給者の約

7 割が JASSO の奨学金を利用している。現在では、JASSO の奨学金事業の拡大によりそ
の割合は 8 割にも届く勢いである。一方、残り 3 割のなかでは特に地方公共団体、公益法
人、大学の奨学金制度がその多くを占めている。各奨学団体の実施する事業についてみてみ

る。まずは地方公共団体、公益法人による事業である。こちらについては各地方自治体、公

益団体によって財源や募集者数、受給基準も異なっているのが現状である。中には、大学進

学者を対象とする奨学金がない団体も存在している。続いて、大学が独自に行っている奨学

金について言及する。正確な統計はとれていないが、大学ではアドミッションの一環として、

大学独自の奨学金制度が国公私立を問わず各大学で拡大されている。優れた取り組みとして

早稲田大学の「目指せ、都の西北奨学金」１１などがある。しかし、すべての大学がこのよ

うに独自の奨学金事業に力を入れているとは限らない。公的な支援が少ない現状では、大学

の運営も厳しくこうした学生支援制度の充実が図れない大学も多く存在する。 
では、その中でも最も奨学事業として規模の大きい JASSOによる奨学金事業に注目する。
逼迫する経済状況のなか、日本における奨学金のニーズはとても高くなっており、JASSO
の調査によると、次のようになっている。 

                                                        
１０2007年 日本学生支援機構 HP「平成 19年度の奨学事業に関する実態調査」より参照。   

URL: http://www.jasso.go.jp/statistics/syogaku_chosa/gaiyou_19.html 
１１  早稲田大学 HPより参照。URL:http://www.waseda.jp/syogakukin/mezase-miyakonoseihoku.htm 
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図表 3-1	 JASSO 奨学金貸与人員数の推移（大学生） 

図表 3-2 JASSO 奨学金事業貸与金額の推移 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文  17th – 18th	 Dec. 2011 

25 

	 これらの図からわかるように JASSOにおける奨学金、特に大学進学に関する奨学金は利
用者数、貸与金額、どちらをとっても拡大の方向にあることがわかる。2010年度の JASSO
の奨学金貸与金額は 7731億 4500万円で、その内訳は第 1種奨学金が 1693億 7300万円で、
第 2 種奨学金が 6037 億 7200 万円である。貸与人員は第 1 種が 26 万 4862 人、第 2 種が
70万 9525人で、合計で 97万 4387人となっている１２。なお、2011年度の JASSOの奨学
金事業費予算が 1兆 781億円で、貸与人員がおよそ 127万人となっていることからも、奨
学金事業における大学進学者に対する割合は高いといえる１３。 
	 2000年度の日本育英会当時と比べると大学進学に際する貸与人員数は約 2倍に、貸与金
額では約 2.5倍に増加しているのである。また貸与金額の内訳では第一種で約 1.3倍に、第
二種に関しては約 4 倍に拡大している。見ての通り、第二種の伸びが顕著である。このよ
うに大学進学における奨学金事業は拡大の一途をたどっている。これは 1999年に導入され
た「きぼう 21プラン」による効果である。同制度は育英奨学制度の大転換ともいえるもの
であった。１つに「学力基準」「家計基準」の緩和、2 つに採用枠の倍増、3 つに有利子貸
与奨学金の拡大、４つに貸与金額の弾力化などの点が挙げられる。 
次に奨学金の種類について詳しく触れる。奨学金には返済義務のない給付奨学金（グラン

ト）と、返済義務の伴う貸与奨学金（ローン）が存在する。先ほどの JASSOにおける奨学
金は第一種、第二種ともに後者のローン方式の奨学金である。つまり、国の奨学金事業とし

ては給付奨学金制度を取り入れていないのが現状である。両者は利息の有無、成績１４によ

る受給基準、貸与月額の選択といった点で異なっている。利息に関しては第二種のみ発生す

る。その返還利率は「固定方式」と「見直し方式」の 2 つから選択できるようになってい
る。なお、在学中（返還猶予期間中）では無利子であるが、卒業後は年 3％を上限とする利
息を支払う義務が生ずる。続いて受給基準に関しては、主に高校時の学力つまり成績と家計

の経済力（収入）が基準となる。前者について、第一種では成績 3.5以上の者と高く設定さ
れている。また、第二種では学習意欲・進学意欲のある人を広く採用するため、成績は平均

水準以上とゆるやかな基準となっている１５。後者に関しては、両親の収入額の合計が基準

とされている。2011年に「家計基準の見直し」が行われたためである。1999年度以降から
は手続きの簡易化のために、主たる家計支持者の収入のみを基準にされてきたが、共働きの

世帯が増える中、家計収入の確実な把握が難しくなってきた。中には、基準を満たす父母の

うち収入の低い方で申請するといった不正も見られた。そのために 2011年度からは不適切
な申請を防ぎ、最も経済的支援を必要とする者に奨学金が貸与されることを目的として、基

準を両親の収入の合計額に変更した。貸与月額については、利子付の第二種のほうが、第一

種よりも自由に貸与額を選べる仕組みとなっており、月額最大 16万円まで借りることがで

                                                        
１２  2010年度、2007年度、2004年度、2002年度 JASSO 事業報告書より参照。 
１３  2011年 文部科学省 HP「奨学金事業の充実」より参照。 

URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm   
１４  ここでいう成績は以下のような基準となっている。 
日本学生支援機構 HPより引用。 
URL: http://www.jasso.go.jp/saiyou/daigaku.html#ysaiyoh 

１５成績基準については以下のようになっている。 
 第 1種奨学金 
・高等学校又は専修学校高等課程の 1年から申込時までの成績の平均値が 3.5以上 
・高等学校卒業制度認定試験もしくは大学入学資格認定に合格した人、又は科目合格者で 
機構の定める基準に該当する者 

 第 2種奨学金 
・高等学校又は専修学校(高等課程)における学業成績が平均水準以上と認められる者 
・特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者 
・大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められた者 
・高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定に合格した人、又は科目合格者で機構の定める基
準に該当する人 
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きる。奨学金の返還方法は第一種、第二種とも同様であり、最長 20年という返済期間設定
の中で、基本的には月賦での返還者の口座からの自動引き落とし方式である。 
これらが、JASSOのよる奨学金事業の概要である。次に、教育費負担軽減策として見た

場合の奨学金制度の抱える問題点を明らかにする。本稿では、次の 2 つを問題であると考
える。「給付ではなく貸与奨学金制度のみであること」と「奨学金の使用用途が修学費に充

てられていないこと」の 2つを挙げる。 
 

【貸与奨学金制度のみであること】 
	 教育費負担軽減策としての JASSOによる奨学金事業には限界がある。それは、貸与奨学
金があくまでローンとして機能するために、家計あるいは学生本人の実質負担は解消されな

いということである。ローン回避とは家計（または進学希望者本人）が貸与奨学金によって

生じる将来の返済負担を恐れて、ローンつまり奨学金を回避することである。この傾向に関

して、小林（2009）は著書の中で「奨学金は高等教育の機会を拡大するのが目的である。
しかし、将来の負担を恐れて、ローンを借りないために、学費の安い短大・専門学校を選択

したり、生活費のかからない自宅通学を選択したりする、さらには進学そのものを断念した

りすることもありえる。」と述べているように、ローン回避による問題点について指摘して

いる。 
そこで小林（2009）は保護者調査で「ローン・貸与奨学金は子どもの負担になるので借

りたくない」という質問をし、その回答について所得分位別に結果を提示している。詳しく

は次のグラフを参照する。 
 

※所得分位別について 
	  このグラフ内にて用いられている数値はそれぞれ次のことを示している。 

1…年収 400万円以下	 2…年収 400万～600万	 3…600万～800万 
	 	 4…年収 800万～1000万	 5…年収 1000万以上 
 
所得分位別についてみると、ローン回避は高所得者層ほど強くなることがわかる。またグ

ラフから見て取れるように、全体的にローンが将来の子どもの負担になるために借りたいと

6 5 5 7 9

33 30 33 37 41

52 58 55 51 46

9 7 7 6 5

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

1
所得分位5分位

2 3 4 5

強くそう思う そう思う そうは思わない 全くそうは思わない

図表 3-3	 所得分位別ローン回避傾向 
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思わない割合は負担が困難と思われる低所得階層だけでなく、どの所得階層にとってもおよ

そ 30％から 40％も存在していることがわかる。 
 
  

 
 
また同調査の「大学や専門学校への進学にかかる学費について次のような意見にあなたは

どう思われますか」という問いに対し、次のような結果が出ている。「返済が必要な奨学金

は、将来に子どもの負担となるので、借りたくない」という意見には 40.5％（「強くそう思
う」5.9％、「そう思う」34.6％）、また「返済が必要な奨学金は、将来に何かおこるかわか
らないので借りたくない」という意見には 41.0％（「強くそう思う」6.2％、「そう思う」
34.8％）と、多くの保護者が奨学金を借りることに積極的でないことが明らかになった。 
更に、JASSO では未返還金の増加という問題を抱えている。このため、「奨学金の延滞債
権回収」を強化する目的で採用された 2010年度 4月から始まった「滞納者情報を個人信用
情報機関（全国銀行個人信用情報センター）に登録する制度」がある。もし、この制度によ

って通報された場合は銀行ローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなかったり

と日常生活にも大きな支障が出る恐れがある。 こうしたペナルティ制度の存在は奨学金の
ローン回避を促進してしまう危険性があるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-4	 親の教育費負担観について 
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【奨学金の使用用途に関する問題】 
次に奨学金の使用用途について考察する。JASSOを含めて奨学金事業の多くは使用用途

を定めた奨学金制度がないのが現状である。このため、奨学金の使用用途が本当に学問のた

めに用いられているのかという議論がなされている。伊藤・鈴木(2003)１６は学生生活に対
する奨学金の効果を分析し、奨学金の使用用途が勉学費や書籍購入費などの修学費に充てら

れず、食費などの生活費、あるいは娯楽嗜好費に充てられている可能性を示唆した。その後、

1999 年の奨学金制度改革後(きぼうプラン 21 の導入後)のデータである日本学生支援機構
「2004 年度 学生基本調査』に基づき、伊藤・鈴木(2003)と類似した分析方法を用いて、小
黒・渡部(2008)１７が奨学金の使用用途に関する効果を推計している。その分析結果として
も、奨学金は修学費に充てられるより、むしろ生活費や電話代や海外旅行費といった娯楽嗜

好費として支出されることが多く、また、低学年よりも高学年のほうが奨学金を娯楽嗜好費

に充ててしまう傾向にあるという可能性を示唆している。 
奨学金は「意欲と能力のある学生に教育を受ける機会を保障し、自立した学生生活を送れ

るよう支援をする」という目的を持つ。そのため、その奨学金が授業料や書籍代といった修

学費として充てられるべきである。 
 
以上、2 点の問題について明らかにした。JASSO による奨学金制度は、そのほとんどが

貸与奨学金つまりローンである。そうした現状では、本稿で言及してきた家計の教育費負担

の根本的な軽減にはならない。ローンのみでは教育費負担を軽減することができないという

意見もある。１８一方で、奨学金の使用用途が修学目的として用いられるとも限らないとい

うことも明らかになった。 

                                                        
１６  2003年	 伊藤由樹子・鈴木亘「奨学金は有効に使われているのか」 
１７  2008年	 小黒一正・渡部大「1999年の奨学金制度改革とそれ以降の効果分析」 
１８  2010年 5月	 小林雅之「学費と奨学金」『IDE―現代の高等教育』より参照。 
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第3章	 政策提言にむけて  

第1節	 政策提言の方向性  
 
本節では、これまでの現状分析浮かび上がった問題を解決するために、本稿で提言する政

策の方向性を検討し、提示する。 
	 現状分析でみたように、現在日本では公的支援が十分でないがゆえに家計への負担が大き

なものとなっており、その負担にも限界がきていることが明らかとなった。また、親の経済

力は子の進路選択の大きな規定要因の一つとなっていることが明らかになった。2章で分析
したとおり、このまま家計や大学を取り巻く状況が悪化し続ければ、教育の機会均等という

原則すら成り立たなくなってしまう。さらに現状の学生支援制度では教育費の負担軽減に有

効でないことから、本稿会では真の意味での教育費負担を軽減する政策が必要であると考

え、以下の方向性を元に政策を考察する。 
 
＜政策提言の方向性＞ 
・個人ベースでの教育費負担割合（2章 2節 図表 2-11）の私的負担割合の軽減 
・経済的理由で進学を断念する層が進学できるような補助（進学率の上昇） 

 
＜政策における必要要件＞ 
・修学費に限定した教育費支援 
・進学前への助成 

 
まず、政策提言が目指す方向性は教育費における私的負担を軽減することによって、本稿

の核となる問題である「無理する家計」を解決することにつなげる。具体的には政策提言に

よって、2章 2節の表 2-11で示した「学生 1人当たりの公私負担について」のグラフにお
ける私的負担割合（授業料等学校納付金）を、公的負担を増加させることにより、減少させ

る方向性を取る。 
さらに、進学需要を分析した矢野(2006)の研究により明らかになった、授業料を減額する

ことによりどの程度進学に影響が出るかを計測した研究を元に、本政策が進学率に及ぼす影

響に関して計算を行う。 
	 また、政策の制度設計において必要となる 2 つの要素、修学費に限定した教育費支援と
進学前に助成を行うことも念頭に置いた政策を提言する。すでに述べたように奨学金が修学

費以外に充てられており、真の意味での「奨学」になっていないのではないかという問題点

を解決するという意味において修学費に限定した援助政策を行うことの必要性があると考

えられる。また進学前に助成を行うことにより、経済的な理由により進学を回避している層

に対する有効な政策にすることも上記と合わせて考察する。 
	 以上の議論を踏まえた上で、次章では政策提言を行う。 
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第2節	 高等教育への投資の必要性  
 
先行研究である丸山（2007）は高等教育がもたらす利益は直接負担する個人だけに帰依す
るものではなく国家にとっても大きなリターンがあると述べている。個人にとっての利益

は、学ぶ楽しさを享受し、豊かなパーソナリティを育むほか、大学に進学したことでそれだ

けの意欲・能力があることを社会に証明できる効果もある。とくに、高等教育を通して得ら

れるその後の利益という面に注目すると、高等教育を卒業した者とそうでない者の間に大き

な賃金格差がみられる。大卒者と非大卒者を比べた場合では大卒者のほうが一般的に高収入

であり、職場での昇進でも有利であると矢野(2009)により言及されている。大卒者と非大卒
者の年齢別の賃金格差は表 3-1からも明らかである。このデータは 2010年度、総務省統計
局の行った「賃金構造基本統計調査」を参考に作成したものである。20代や 30代では、大
きな差は見られないが、年齢と正の相関があり、特に 65 歳から 69 歳では 2 倍以上のひら
きがみられる。また高収入の職につく可能性が高い大卒者は、多くの税金を納めることによ

り国家をゆたかにする役割を担っているといえるため、社会へ貢献していると言える。 
	   

 
 
個人的な利益だけではなく、高等教育、とりわけ大学への投資は日本という国家にも大き

な役割を果たしている。文部科学省の中央教育審議会、大学分科会答申では大学を取り巻く

現状について次のように述べている。「知識基盤社会において，大学は，多様な学問の継承・

発展，新たな知識・技術の創造と社会への還元，時代の要請にこたえる知性豊かな人材養成

等を行う教育研究拠点として，我が国の持続的な発展と成長に不可欠の存在である。加えて，

図表 1-1	 大卒と非大卒の年齢別賃金 
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現下の国内外の諸情勢を反映し，大学の社会的役割は一層増大している。」さらに、「大学教

育が，時代にふさわしいリーダーシップの育成や，産業構造の転換に幅広く対応する知識・

能力の修得のために果たせる役割は少なくない。」とあるように、大学の存在価値、社会に

おける期待は高まっている。高度な知識を備えた人材が増えると、社会全体の知的レベルや

生産性があがり、自然災害や疫病の流行にも適切な対処ができる。高い専門知識を用いた研

究開発や国際競争力を高める優秀な人材の育成を担う高等教育機関は国家の成長に欠かせ

ないものであり、軽視されるべきではない。以上のことから、高等教育機関は国家の発展、

社会の充実への貢献度が高いと考えられるため、高等教育に投資する価値は十分あるという

結論に至った。 
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第3節	 これまでの政策及び先行研究  
 
本節では日本におけるこれまでの学生支援政策、特に高等教育における機会均等を目的と

した政策について言及する。その後、問題意識の部分について先行研究である小林(2009)
と矢野(2010)を整理する。 

 
【これまでの文教政策について】 
学生の経済的支援、ひいては大学進学の機会均等のためにこれまでどのような政策が打ち

出されてきたのか。ここではその部分に注目したい。大学進学における教育費の経済的負担

を軽減するための政策として打ち出されていたのは、主に国立大学の低授業料制度と学生支

援制度の二つであった。前章 3 節で、すでに学生支援制度について言及したので、ここで
は、国立大学の低授業料制度についてみる。もともと国立大学の授業料は戦後以降、低い水

準を保っていた。これは大学の進学機会が国民一般に開放されていることを示唆しており、

授業料の高騰は必ずしも適当ではないことを示していた。しかし、1972年の国立大学の授
業料の 3倍値上げが契機となり、この低授業料政策は放棄されたのである。その背景には、
1960年代の高等教育の急激なマス化に対応するため、私立大学で授業料が急激に増加した
ことが挙げられる。このため、私立大学と国立大学における授業料の格差があまりに大きく

なった。その中で現れた「国私格差是正論」と「受益者負担主義」という論説に基づき国立

大学の授業料が上昇することとなったのである。第 2 章でも述べたように国立大学、私立
大学における授業料はおよそ 40年が経過した現在でも変わらず上昇傾向にある。大学数も、
学生数も増加の一途にある現在もなお、こうして授業料が増加しているのは検討すべき内容

であるに違いない。 
	  
【先行研究の整理】 
	 本稿では問題意識、現状分析において次の小林(2009)と矢野(2010)を先行研究として位置
付けている。  
	 小林(2009)はその著書の中で、家計による高等教育の教育費負担は限界にあるということ
を学術創成科研による 2005 年度「高校生調査」「保護者調査」をもとに分析している。そ
の中で無理をして子どもの進学をさせている「無理をする家計」の存在を明らかにするとと

もに家計の経済力が子どもの進学に及ぼす影響、進学が阻害されている層の存在も明らかに

している。こうした家計の重い教育費負担を軽減すべく、小林は奨学金事業に注目している。

具体的には給付型奨学金制度の導入である。また、世界各国の奨学金制度を俯瞰し、今後の

日本における教育費負担と奨学金制度の在り方を見直す必要性を提示している。 
次に矢野(2010)は、高等教育への進学の拡大によって日本の大学は「日本的大衆大学」と

なりつつあることを示唆している。この「日本的大衆大学」とは、次の 3 つの特質を含ん
でいる。それらは大学入学者の 18歳主義、中退の少ない卒業主義、教育費の親負担主義で
ある。矢野は特に 3 つ目に提示した教育費の親負担主義に注目している。重い家計への教
育費負担の存在を家計の現状から明らかにし、現状とは異なる新たな教育費に関する政策に

ついて示唆している。 
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第4章	 政策提言  

	 本章では、前章 1 節で提示した政策の方向性を元に、大学進学における家計の教育費負
担の限界による無理する家計という核となる問題を解決するために政策を提言する。 

第1節	 大学進学バウチャー  
 
【政策概要】 
	 本政策提言におけるバウチャーとは、学生・家計に政府が与える高等教育ファンディング

と連動したクーポンであり、このクーポンは所定の教育機関に提出することによってのみ、

授業料の減額という恩恵を受ける事が出来る。以下は本政策の導入時の具体的な流れを政府

が学生・家計にバウチャーを交付から大学が政府から資金助成を受けるプロセスの簡単なイ

メージである。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
	 本政策は、コロラド州における高等教育バウチャーの実験を参考に制度設計を行なってい

る。本政策のようなバウチャーは一般的には「需要サイド」バウチャーと呼ばれており、か

なり革新的な手法であるため、まだ採用に至った国は数えるほどしかない。そうした中でも

実際に導入、運用されている例としてコロラド州の授業料給費（tuition stipend:スタイペ

大学  

政府 家計と学生 

バウチャー交付 

バウチャー提出 

授業料減額 

バウチャー提出 

資金助成 

図表 1-1	 バウチャー交付におけるサイクルのイメージ 
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ンド）が本稿における進学の機会均等の解決や費用負担の問題を解決するために最も示唆に

富んでいると判断したため、コロラド州のスタイペンドを先行事例として取り上げる。 
	 そもそもコロラド州でスタイペンドが導入された背景として、進学率（アクセス）の向上

と、他の州と比べた高等教育財政支出の低さの改善が挙げられる。これらの問題は現在の日

本の高等教育が同様に抱えている問題とも共通しており、政策導入に際して参考となる。ま

たこのスタイペンドは College Opportunity Fund program(高等教育機会資金制度：COF)
の一貫として行われており、スタイペンド以外の COF には教育サービス対価契約
(free-for-service contracts)というそれぞれの高等教育機関から、コロラド州高等教育委員
会が高等教育サービスを購入することによって、直接的な補助金を大学に出すというものも

あるが、本政策提言においては、進学の機会均等や家計の負担軽減を目的としているため、

スタイペンドを主に参考にした。 
	 コロラド州の計画によれば、同州の公立・私立教育機関の学部学生すべてが、統一的なバ

ウチャーを受け取ることになっており、このバウチャーは同州の公立大学における学生あた

り平均コストの一部分をカバーする。そして、学生は、在籍を選択した教育機関（州内の私

立教育機関を含む）に対してバウチャーを提出し、学費やその他の関連支出に相当する額の

支払いに使用する。そして、学生と家計は、バウチャーの金額を超える学費が発生した場合、

それを支払う必要がある。ただし、こうした超過コストについては、学生に対する経済的支

援（バウチャーの金額には影響しない）をとおしてカバーすることができる。１９ 
	 ここまで、コロラド州のスタイペンドの制度概要を俯瞰したが、ここでこの制度を日本型

にする上で注意しなければならない点を 2点挙げる。1点目は、日本では私立大学に在籍し
ている学生が大多数を占めることであり、2点目は、授業料の設定の差異といった点である。
コロラド州の COFに参加している私立大学は Regis Universityと University of Denver
の 2 校のみであり、私立大学の参加は少ないが、日本では大学生の全体人口のうち 77.6%
を私立大学の学生が占めることから、進学における機会均等を達成する場合でも無理する家

計の解決を考える上でもマジョリティである私立大学にもバウチャーを導入するべきある。

次に授業料の設定に関してだが、アメリカの多くの大学では単位ごとの授業料という形態を

取っているが、日本のほとんどの大学では年間授業料というかたちで、取得単位とは関係し

ない授業料の徴収が行われている。またスタイペンドも給付額について、その給付単価が 1
履修単位当たりのスタイペンドとして予算編成過程で議会によって決められる。この方法を

日本に直接導入することは、授業料徴収制度上の違いから不可能であるため、本政策では、

年間授業料を元にバウチャーの交付額を決定する。 
  

                                                        
１９国立大学財務・経営センター,	 2007年 12月「高等教育財政におけるイノベーション：配分メカニズム
の比較評価」22項より引用	 
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【交付額について】 
	 上記の海外導入先行事例を参考に、次にバウチャーの交付額に関して決定する。本政策は

初年次（進学時）と 2 年次に分けて 2 年間の継続的な学生納付金の減額を行う。また、初
年次と 2 年次では交付する額が異なる。まず、初年次（進学時）に交付するバウチャーの
額に触れ、次に進学後にバウチャーがなぜ変化するのか、またどのように変化するのか触れ

る。 
	 さらに、2章 2節でも述べたように国立大学と私立大学間の元々の公的援助の格差がある
ため、本政策でバウチャー交付額の調整を行わなければ、その格差がますます拡大してしま

うという問題もある。そのため、本政策提言においては、政策の可能性を広げるという意味

で、政策提言においてバウチャーの交付額を 2パターン考察した。1パターン目が本稿の最
大の目的である機会均等に主眼をおいたバウチャー交付を一律の額に設定したプラン A で
あり、2パターン目は、国立大学と私立大学の公的補助の格差をこれ以上広げないためにバ
ウチャーの交付額を設置形態別に変化させるプラン Bである。 
 
＜プラン A＞ 
	 本プラン A では本稿最大の目的である機会均等のために少しでも、バウチャーの金額を
高めることを目的としているため、バウチャーの交付額は一律として設定している。バウチ

ャーの交付額は、教育における機会均等を完全に達成するならば、全額にするのが望ましい

が、こと私立大学に限っては、私立大学振興助成法が私立大学に対する経常費補助を 2 分
の 1 と規定しているため、全額をバウチャーとして交付することは不可能である。また、
ここで国公立大学に対してのみ私立大学以上のバウチャーを交付することになってしまう

ことになっては、今現在の私立大学と国公立大学の公的負担率のさらなる格差につながって

しまう。故に、2008年度の私立大学の学生納付金（私的負担）である 130.9万円に公的負
担を合わせた実質学生納付金である 147.3万円の 2分の 1である 73.7万円から、もう一度
公的補助の平均額である 16.4万円を引いいた額である 57.3万円のバウチャーを進学時に交
付する。 
	 また、バウチャーによる減額を 4 年間続けず 2 年間のみ限定した理由は、本政策提言を
文部科学省の新規事業化というかたちで行うことを前提とすると、機会均等を目的とすると

いう本政策と同様の性質を持つ義務教育国庫負担金が、文部科学省の一般会計に占める割合

が 28%で額にして 1兆 5938億円であることを考えれば、それと同等またはそれ以下である
ことが政策の実現性として最低限必要である。 
	 次に 2 年次のバウチャー交付額に関して述べる。初年次と 2 年次でバウチャーによる減
額が異なるのは、両者には入学金の有無という違いがあるためである。日本の大学は入学時

に入学金を払うが、これは 2年次以降徴収されない。そのため、初年次と 2年次以降では、
学生納付金の額が異なる。以上のことから、私立学校振興助成法の規定によりバウチャーに

よる減額、それ自体も減少せざるを得ない。そこで、上記の初年度学生納付金と同様にバウ

チャーの交付限界額を計算すると、103.5万円に公的負担を合わせた実質学費である 119.5
万円の半分である 59.8万円から、初年度同様にもう一度公的負担である 16.4万円をマイナ
スすると、43.6 万円という結果が出る。これが 2 年次の私立大学でのバウチャーの交付限
界額である。下の表は初年度と 2 年次の学生納付金とバウチャーの交付額についてまとめ
たものである。 
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図表 1-2	 大学バウチャーの交付額（プラン A）２０ 

	  
国立大学 
（初年次） 

国立大学 
（2年次） 

私立大学 
（初年次） 

私立大学 
（2年次） 

私的負担 79.2万円 51万円 130.9万円 103.5万円 
公的負担 256.6万円 256.6万円 16.2万円 16.2万円 
実質学生納付金 335.8万円 307.6万円 147.1万円 119.7万円 
バウチャー交付額 57.4万円 43.6万円 57.4万円 43.6万円 

 
	  
	 このバウチャーの額はあくまで、限界交付額であるという観点から、補足が 2点ある。1
点目は、私立大学においてバウチャーの額が学生納付金の 2 分の 1 を超えてしまう場合に
ついてだが、この場合は学生納付金の 2分の 1までのみしか資金が配分されない。2点目は、
交付されたバウチャーの額以下の学生納付金を設定している大学に関して余剰分は大学に

は交付されるが、学生に現金で返金されることや、違ったバウチャーとして交付されること

はない。例えば、学生納付金（入学料除く）を 40万円と設定した場合、バウチャー交付額
である 43.7 万円のうち 3.7 万円が余剰分となるが、本政策ではこの余剰分は、大学には資
金配分が行われるが、学生が余剰分を受け取る事は出来ない。これはバウチャーの金券化を

防ぐためにも必要な措置と考えられる。 
 
＜プラン B＞ 
	 次に、国立大学と私立大学の設置形態別にバウチャーの交付額を変化させるプラン B の
交付額設定について述べる。すでに述べたように、プラン Bはプラン Aにて生じる国立大
学と私立大学の公的支援の格差という問題を生まないための補助的なプランである。 
	 バウチャーの交付額の変化については、本稿 2 章 2 節にて計算した個人ベースでの支援
格差をもとに交付額を変化させる。先の計算によれば、私立大学と国立大学には一人当たり

約 16倍もの支援格差が存在する。その点を踏まえてプラン Aを参考に、設置形態別にバウ
チャーの交付額を計算すると、以下のようになる。 
 

 
 
 
 
 
	 上記の交付額設定は、現在の国立大学と私立大学の公的補助の格差が一人あたり約 16倍
であることから、プラン Aの交付額を国立大学のみ 16分の 1に変化させたものである。プ
ラン B は国立大学と私立大学間の格差是正のためにも貢献し、政策施行上生じる可能性が
ある国立大学と私立大学のさらなる公的補助の格差を引き起こさないという特徴がある。 
	  
 
                                                        
２０  国立大学と私立大学の公的支援の格差から、本政策においてその差がさらに拡大するという懸念もあ
るが、本稿は進学の機会均等のための家計負担の軽減を主眼においているため、バウチャーの金額は一
律に設定する。国立大学と私立大学の格差是正という観点に本政策を応用する場合については、本稿最
後の「おわりに」で詳しく触れているので、参照されたい。 

	  
国立大学

(初年次） 
国立大学

(2年次） 
私立大学

(初年次） 
私立大学

（2年次） 
バウチャー交付額 3.6万円 2.7万円 57.3万円 43.6万円 

図表 1-3	 大学バウチャー交付額（プラン B） 
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【バウチャー交付プロセス】 
 

政府 大学 

バウチャー 

家計（学生） 

満 17歳にバウチャーの権利が自動的に付与 
契約書は郵送で各家庭へ (Webで PDFも配布) 

高
等
学
校
３
学
年

進
学
先
確
定
後

 

大
学
入
学
後 

大学は政府に、家計から提出され学生納付金から減額した総額を報告すること

により、同等の資金援助を受けられる。 

バウチャー 

バウチャー 

高
等
学
校
２
学
年 

進学先の確定と同時にバウチャー提出 
↓ 

大学側は入学と同時にバウチャーを有効化 
↓ 

家計（学生）は大学への納入金を減額される 

図表 1-4	 時期別バウチャー交付後のプロセス 
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 政策導入後のバウチャー交付のプロセスとしては先のページの図の流れを想定している。
まず、バウチャーを交付する時期に関してだが、本稿では経済的な要因により進学を規定さ

れる層を少しでも少なくするために、高等学校 2 学年の段階でバウチャーを全ての家計に
交付する。高等学校在学者のうち 2 学年に在籍するものにバウチャーを交付するその根拠
は、高等学校の 2 学年は、高等学校進学前から高校在学時の他のどの時期よりも高校卒業
後の進路を考え始める者の割合が高いためである。高校卒業後の進路を考える際に、バウチ

ャーの交付がなされており実質的な授業料が減額されているという前提の上で進路選択を

行なえることは、進路選択の拡大につながる。２１ 
	 交付の具体的な方法に関しては、バウチャーの契約書を紙媒体として各高校に郵送し、進

路指導の際に２学年の生徒に直接交付するというかたちを取る。ここまでが、バウチャーが

各家計に交付されるまでのプロセスである。次に、進学する教育機関にバウチャーの提出時

及び提出後の詳細について触れる。各家計は進学する教育機関を決定した後、入学願書を出

願すると同時にバウチャーもその教育機関に提出する。そして、そのバウチャーを大学が受

理した際に、その学生の学生納付金は規定額分減額される。学生からバウチャーを受理した

後、教育機関は受け取ったバウチャーを政府に提出することによりその額の分だけ、機関補

助として助成を受けることができる。また、2年次は初年次の授業料減額は、バウチャーを
提出したものは、自動的に学生納付金から減額される。 

                                                        
２１  （株）JSコーポレーション「大学短大進学者調査 2010」より 
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【財源規模】	  
	 ここまでは、バウチャーを導入するための方法論や具体的なプロセスを述べたが、ここで

は、本政策を行う際に必要となる資金総額を、高校生人口をもとに 2011年度の進学率であ
る 54.4%に準じた財源の算出を最低財源として算出し、最大財源としては進学率が 100%の
場合の財源を計算する。 
	 先述のとおり本政策では二つのパターンを用意しているため、必然的に財源もプラン A
とプラン Bにより異なるため、以下ではそれぞれの財源規模の計算を行う。 
	  
＜プラン A＞ 
	 まず、進学率を 100%と仮定した場合の計算を行い、最大財源を算出する。その額に現在
の進学率である 54.4%をかけるというかたちで、最低財源も同様に計算する。本政策を導
入する際に必要となる財源を高校生の数に応じて、バウチャーを各家計に進学時バウチャー

として 57万 3000円配布し、進学後の 2年次の交付額である 43万 6000円の総額でいくら
必要になるのかを、高等学校を卒業する者の人数２２から計算した。そして、それらを合計

したものが以下の図表 4-5である。 
 

図表 1-5	 プラン A 必要財源 

 
最大財源	 進学率 100% 最低財源	 進学率 54.4% 

2012年 1兆 248億円 5575億円 
2013年 1兆 886億円 5922億円 
2014年 1兆 833億円 5893億円 

 
 
進学率 100%と仮定した際の財源 
 
初年度必要財源＝高等学校卒業者数×57.3万円 
2年次必要財源＝高等学校卒業者数×43.6万円 
※上記 2つを合計したものが必要財源となる 
 
進学率 54.4%と仮定した際の財源 
 
必要財源＝進学率 100%時の財源×54.4% 
 
	 上の表が計算の結果である。財源として最大のものは、最もその年の高等学校在籍人口が

多い 2013年度卒業者が進学率 100%である場合の 1兆 886億円である。対して、最小規模
の財源は高等学校在籍人口が最も少ない 2012年度卒業者の進学率が現状の 54.4%のままで
あるということを仮定した場合であり、こちらは 5575億円となっている。 
 
 
 
 
 

                                                        
２２  卒業者数はあくまで学校基本調査を参考にした現段階での各年度の在籍者数であり、卒業予定者数で
ある。また、進学後の退学率などはここでは無視することとする。	 
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＜プラン B＞ 
	 プラン Bでは、私立大学と国立大学へのバウチャー交付額が異なるため、それぞれの全
体に占める学生数割合から、必要財源を計算する。２３ 
 
 
 

 
 
進学率 100%と仮定した際の財源 
 
−私立大学− 
初年度必要財源＝高等学校卒業者数×77.6%×57.3万円 
2年次必要財源＝高等学校卒業者数×77.6%×43.6万円 
−国公立大学− 
初年度必要財源＝高等学校卒業者数×22.4%×3.6万円 
2年次必要財源＝高等学校卒業者数×22.4%×2.7万円 
※上記 4つの合計が必要財源となる 
 
進学率 54.4%と仮定した際の財源 
 
進学率 100%時の財源×54.4% 
 
	 基本的な計算は、プラン Aと同様だが、プラン Bでは私立大学と国公立大学への交付額
が異なるため、両者が大学の総学生数に占める割合（私立大学 77.6%、国公立大学 22.4%）
をもとにそれぞれへの交付金額の規模を算出し、その後進学率ごとの計算を行った。	  
	 以上の財源に関する論を展開したが、以上を踏まえた上で、これらの財源をどのように捻

出するのか、またなぜ大学に対してそれを行うのかといった根拠を述べる。

                                                        
２３	 公立大学は人数割合を国立大学と同様に扱い、国公立とし、同額のバウチャーを配布する。 

 
最大財源	 進学率 100% 最低財源	 進学率 54.4% 

2012年 8095億円 4404億円 
2013年 8599億円 4713億円 
2014年 8558億円 4691億円 

図表 1-6	 プラン B 必要財源 
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【政策提言に際して】 
	 次に、この政策提言を新規事業化するにあたっての根拠から、具体的な事業化プロセスに

際しての必要事項を確認する。後述で詳細に触れるが、先述した財源は文部科学省の新規事

業というかたちで概算要求に組み込む。 
	 まず、政策の導入根拠について触れる。この政策の導入根拠は現状分析で述べた問題を解

決する手段として妥当である。加えて政府の社会保障政策における最近の動向の中で、特に

子ども手当に注目して、以下の 2つの観点より、大学進学及び在学にも経済的補助が出て
しかるべきなのではないかという結論に至った。 
 

1. 大学に子どもを通わせることも「子育て」の一環である 
2. 家計が最も困窮しているのは子どもが大学に進学する段階である 

	  
	 以上の 2つの観点から大学進学における経済的補助を子ども手当と並行して行う必要性
を俯瞰する。まず、大学に子どもを通わせることも「子育て」の一環であるという観点につ

いて考察する。子ども手当の趣旨は第１条に規定されている通り、次代の社会を担う子ども

の健やかな育ちを支援すること２４である。小林(2009)も指摘している通り、日本は、大学
生の 18歳人口が多く、欧米のように社会人学生が大半を占めているわけではない。公的負
担と私的負担に学費を大別した際には、その私的負担の大半を親が負担する家族負担が中心

となっているため、必然的に大学進学の費用を親が支払う大学進学を前提とした子育てが当

然となっている。実際に家計が大学進学を子育ての一環として捉えていることを示した松田

(2005)の研究から、子育てを行う層が政府にどこに重点的に力を入れて欲しいか調査したグ
ラフと、どの教育段階に最も力を入れて支援をして欲しいか調査したデータを提示する。 
 
 

                                                        
２４  平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律より 

図表 1-7	 少子化対策の分野間において特に充実が望まれているもの 
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	 上記のグラフを見る限りでは、子育てにおける経済的負担の軽減を望んでいる層が多い事

から、子ども手当は政策としてはニーズに基づいて行なわれたものであるとも言える。しか

し、特に経済的負担の軽減が望まれる教育段階を調査した次のグラフを参照されたい。 

 

	  
	 子ども手当は、「子ども手当の支給に関する法律」の 3条において、15歳以下を子ども
として定義付けて支援を行う旨を明示しているが、上図より分かる通り家計が経済的負担の

軽減を最も求めているのは、高校と大学進学段階である。家計が経済的負担の軽減を最も求

めているのは、子ども手当がカバーする 15歳以下の子育て世帯ではない。以上の結果より、
最も経済的負担の軽減が望まれている大学進学への経済的援助なくして、家庭の求める子育

て支援は実現しない。 
	 次に、家計が最も困窮しているのは子どもが大学に進学する段階であるという観点から、

子ども手当の妥当性を考察する。本稿 2章でも述べたとおり、初等中等教育段階への公的
補助は非常に手厚い。子ども手当が子どもと定義して支援を行なっている 15歳以下が位置
するのは、この初等中等教育段階（前期中等教育）である。また家計の貯蓄率が大幅に減少

しているのは、子どもが大学に進学する段階においてであり、可処分所得に占める教育費の

割合が最も高いのも大学生の子どもがいる家庭である。公的負担が高く実質的な学費が高額

でない初等中等教育段階での経済的負担の軽減を優先的に行うより、公的負担が十分でな

く、私的負担が重い高等教育段階の子をもつ家庭への経済的負担の軽減もより行われるべき

である。 

図表 1-8	 「教育に伴う経済的負担の軽減」の分野内の施策間において特に充実が望まれて
いるもの(１つ選択) 
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第2節	 効果と展望  
 
本節においては、前節でも述べられている大学進学バウチャー政策による効果を考えて結

びとする。この需要サイドバウチャーの導入によって大学進学を目指す子どもを持つ家計に

とっての教育費負担は軽減されるといえる。各家計は子ども一人当たりおよそ○○万円の給
付がなされるためである。これにより、前章でも明らかになった無理をする家計の教育費負

担の軽減は可能である。 
また本稿により提言された政策によって「大学への進学率の上昇」につながるといえる。

第 1章でも用いた 2006年に行われた第 3回「高校生の進路についての追跡調査」にて大学
進学をしなかった層つまり就職した層は、356人である。これは無作為抽出で調査した対象
のうち、全体の 12.3％である。この中で、「経済的に進学が難しかった」と答えた層がうち
44.4%にあたる。つまり、高等学校卒業者全体で考えてみると、約 5.4％が家計の経済的な
事情が原因で進学を断念したと見積もることができる。 
	 この 5.4％というのは一見すると小さい値にみえる。だが、この調査の行われた 2006 年
の高等学校卒業者数から考えてみると次のようになる。また、同様の数値で昨今の高等学校

の卒業者を見込んで計算してみる。 
 
2006年	 120万 2738人×5.4％≒6万 4947人 
2011年	 100万 8492人×5.4％≒5万 4459人 
 
単純計算をしてみても、約 5 万人から 6 万人が家計の経済的な事情により進学が阻まれている
のである。本稿の高等教育バウチャーによって、こうした人々の進学にかかる教育費負担が軽減

されることになり、進学率の向上にも効果的であるといえる。 
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おわりに  

 
最後に本政策提言において残された課題と、他の問題への応用可能性について触れる。ま

ず、本政策施行上の最も大きな問題である私立大学振興助成法についてである。私立大学振

興助成法は、私立大学への資金援助を可能にした画期的な法律であるが、その中で経常的経

費の補助を 2 分の 1 以内でしか行えないという制約も同法律の第 4 条で指摘されているこ
とから、機会均等のための財政支援をおこなうにも限界がある。この法律を一部改正するこ

とが出来れば、私立大学へのより強固な支援が可能になる。本政策においても、機会均等の

ためのさらなる政策の質の向上が可能となる。また政策自体の応用可能性も大きく広がる。

しかし、同法律の改正は議論が分かれるところであろう。第 4 条で私立大学への経常的経
費の補助を 2 分の 1 に限っているのは、私立大学の教育の自由のためであるという意見が
ある。私立大学の教育及び経営に政府が介入することにより、教育の自由が損なわれる可能

性を考えれば、法律の改正には機会均等の目的だけでは根拠として不十分であり、さらなる

考察が必要である。 
	 また、またほかの問題への応用可能性については、国立大学と私立大学の間に存在する大

きな公的補助の格差の是正のための、新たな資金配分としても有効である。その格差の是正

のために本政策のような需要サイドバウチャーを扱うことで、家計主導の財政配分が可能に

なり、国立大学偏重の資金配分になるリスクを軽減することが可能となる。具体的には、運

営費交付金や私学助成金といった設置形態別の公的補助を一度ゼロにしてそれらを受容サ

イドバウチャーによって、再分配することが可能となるといったことである。また、進学に

おける機会均等の達成はもちろんのこと、大学への最低限必要な資金配分がより効率的にな

る。そして、資金配分がバウチャーというかたちで家計に渡されているため、教育財政上の

アカウンタビリティの保証という意味でも大いに有用である。 
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