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“個性が輝く大学”を目指して･･･
崖っぷちからの脱出大作戦（第1回）

Point
1 大学進学率が上昇する一方で18歳人口が減少している。これが大学間競争を激化させ、大学は倒

産する時代に入った。
2 大学の経営も一般の企業と基本は同じだが、マーケット（入学志願者）の動向が読みにくいなど

難しいところも少なくない。
3 その中で、学生の学費に依存する私大は、税金で支援される国公立と同じ条件で市場競争を闘わ

なければならない理不尽さに苦しんでいる。
4 一方で、社会の変化に対応する大学改革の嵐が大学間競争を戦略と組織力が交錯するダイナミッ

クな場にしている。

1. 大学が倒産する時代
学生募集停止

今年の 6月ごろ、関西のそこそこ歴史のある私

立大学が学生募集停止を決定したとマスコミが報

じた。このニュースを私は、他人事でない思いで

聞いた。学生、保護者、教職員など大学関係者や

マスコミに説明する学長の胸の内はいかなるもの

だったか。

私立学校の学生募集停止は、倒産を意味する。

学校の倒産は一般の会社と異なっていて、ある日、

突然というわけにいかない。事業継続不可能と判

断してから 4年間、つまり在学している学生が全

員卒業するまでは授業を続ける社会的責任を負っ

ている。その間の資金的余裕をもって決断しなけ

ればならない。更に、学校の場合は、再生や更生

といった再建支援の社会的仕組みはない。最終的

には消滅するのだが、卒業生の学籍簿の維持管理

責任と卒業や成績証明の業務だけは、どこかに引

き受けてもらわなければならない。

学生募集停止を発表する前には、こうした準備

を整えておかねばならない。教職員は原則として、

完全消滅までの約 4年間は通常どおりの仕事を続

けるのだが、その先の保証は基本的にはない。教

職員は転職先があれば、さっさと辞めていく。そ

れを臨時雇いで凌いでいくことになる。この状態

の学長の立場は察するに余りある。一番可哀相な

のは母校がなくなる学生である。学長は卒業式に

どんな挨拶をするのか。

お客様は学生

私立学校は非営利の学校法人が設置するので、

利益を上げて配当をする必要はない。しかし、収

支あい償わなければ経営が成り立たないことでは

一般の営利企業とまったく同じである。赤字が続
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けば事業の継続は不可。社長も学長も本質は同じ

である。

会社の収入は財やサービスの対価すなわち売上

であるのに対して、学校の場合は学生の納付金と

公的な補助金、一般からの寄付金等で構成される。

私立大学の場合、学生の納付金が約 8割を占める。

したがって、私立学校にとっては、お客様は、学

生とその保護者である。

収入は学生数に依存する。健全な経営のために

は一定以上の学生を集める必要がある。今、私立

大学で定員割れが増加し、46 ％に達していると

言われているが、これは赤字か赤字に近い大学が

増えていることを意味する。これが続けば学生募

集停止、すなわち倒産する大学が増えることにな

る。最も大きな原因は大学進学率の上昇に対応す

る大学数の増加と少子化による 18 歳人口の減少、

大学淘汰の時代と言われる所以である。

“崖っぷちの弱小大学”の学長などなり手はいない

私は今から約 5年半前、学長に就任した。自ら

望んだことではない。開学から定員割れを起こし

て存続が危ぶまれる状態に立ち至った地方の新設

弱小大学の立て直しを、理事長から頼まれたので

ある。国立大学から地方の小さい大学に移った教

員の悲哀を綴った「崖っぷちの弱小大学物語」と

いう本を読んで、考え込まざるを得なかった。

“崖っぷち”の、いつ崩落（倒産）するか分から

ない弱小大学の学長などなりたい人がいるはずは

ない。中堅企業のオーナー経営者である理事長は

東レ経営研究所社長という私の経歴に儚い期待を

抱いたようだ。理事長の経営者としての覚悟を聞

かされて断り切れなかった。

就任半年後、「長岡大学改革宣言」を内外に発

表した直後に中越大地震（2004 年 10 月 23 日）

が起こり、大学も相当な被害を受けた。その影響

もあって入学者は更に激減した。危機意識を募ら

せた法人幹部は学生募集停止の条件を予め相談し

ておきたいと私に言ってきた。就任 1年後の 5月

頃である。話し合いは大学の外で密かに行われた。

この時、私の任期中（4 年間）には、そんな決断

は絶対にしたくないと心底から思った。山一證券

最後の社長の記者会見の様子が思い出された。

だから、学生募集停止のニュースは辛いのであ

る。今年、募集停止に至った大学、短大は 6校ほ

ど、来年はもっと増えるだろう。幸い 4年間の任

期は無事に過ぎ、延長して 6年目に入った。この

4 年間、入学者は連続して増加、今年度は黒字化

の目処が立った。私の大学再建プロジェクトはま

だ目標達成には至っていないが、残された任期中

に学生募集停止の悲劇を経験しないで済みそう

だ。

民間企業で経営の修羅場を身近に見てきて、そ

れを糧に大学で経営学者モドキを演じてきた男が

危機に立つ一経営者として、何を考え、何をやっ

てきたか、そしてその結果は。ケースメソッドの

教材のつもりで書いてみることにする。

2. 大学と会社の経営、どこが違うか
マーケットが見え難い

大学と一般の会社とでは基本は同じでも、経営

の上ではいくつかの違いがある。会社の人間から

見て、私立学校の経営で最も戸惑う点はマーケッ

トの性質の違いである。学校のマーケットは、年

度末にかけて年に 1度だけしか開かれない。次の

年度の売上は前年度の学生募集で決まってしまう

のである。

学生募集活動はまさにマーケティングそのもの

だが、毎日売上が立つ会社のマーケティングと

違って、マーケットの動向を見ながらの戦略方針

の修正ができない。PDCA サイクルは年に 1度し

か回らないから、マーケティングの実験がやりに

くいのである。マーケット調査もやりにくい。ど

の学校でも、入学者の増減の原因を掴めなくて

困っているのが実情である。

どのような大学に学生が集まるのか。まず、学

費の安い国公立、次いで偏差値の高さ、もう一つ

がブランドと言われるもの。偏差値もブランドも

一朝一夕で築くことは難しい。いま、定員割れを
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起こしている大学は地方の新設の小規模大学に集

中している。こうした大学がどうしたら生き残れ

るのか、今でも成功の原則は明確ではない。

もう一つ問題がある。費用構造が極めて硬直的

なのだ。ほとんど固定費で占められていて、学生

数の増減に比例する部分は非常に少ない。学生の

増減数に年間授業料を乗じた金額だけ損益は増減

するシンプルな構造。更に、学校法人の会計ルー

ルには損益の概念がないのだ。期間を跨る収入、

支出の処理も企業会計原則とはまったく違ってい

て、実に分かりにくい。これも民間的発想の経営

手法の導入の足を引っ張る。

足を引っ張る教員と教授会

大学の経営の難しさの第二の要因は内部にあ

る。その一つは肝心の教育サービスを担う教員が

組織化されていないこと。高校までの教育では、

検定教科書や指導要綱によって教育内容が標準化

され、教育成果も進学や就職で目標の設定がしや

すいので、教員もその条件下で相互に連携をとり

ながら組織的に活動することに慣れている。とこ

ろが大学の教員はまったく違う。教員それぞれは

大学という場を借りて、勝手に自分の店を出して、

お客つまり学生は自分の好みで立ち寄ってひやか

したり買ったりする･･･極端に言えばこれが古典

的な大学の風景だ（理工系や医学系はもう少しシ

ステマティックだが）。

更に、教学に関する大学としての意思決定は教

授会が握っているが、決定は全会一致が原則とい

うケースは多い。しかも、教員の中には研究や自

分の個人的利害を第一に考えて、学生のことは二

の次、これを正当化する屁理屈だけは上手な輩が

結構いるのである。某学長は大学を“愚者の楽園”

と言ったが、そんな大学が結構ある。大学教育の

改革に、教授会が強烈な抵抗勢力となっている例

はよく聞く。

このような状態では、学長がリーダーシップを

発揮しようもないし、一つの理念の下に進めなけ

ればならない教育の改革などできるはずはない。

統一された戦略方針の下に大学の個性化を図ろう

としたら、教授会を改革し、経営体として教員を

組織化するところから始めなければならないの

だ。

私学にとって理不尽な競争環境

日本の大学システム（国全体の大学の有り様）

はグローバルに見れば、かなり異質である。日本

の大学教育は私立大学に大いに依存している。

ヨーロッパの国々では大学は基本的には国公立、

授業料はタダかそれに近い。公立と私立が並存し

ているのはアメリカ。それでも大分様子が違う。

アメリカでは大学の数では私立が 7 割を占める

が、大学生の 7割は公立大学に在学している。更

に、奨学金制度が充実しているから、授業料で学

生が公立か私立かの選択に悩むことは少ないと言

われている。

日本はどうか。国公立と私立の間には厳然とし

た学費の格差が存在する。国立大学は運営経費に

占める学費の割合が 2割程度。国立大学にとって

は、残りの 8割弱を負担してくれる文部科学省の

方が学生よりはるかに大事なお客さんということ

になる。研究費も潤沢に与えられるから、研究水

準も高くなるし優秀な研究者も集まる。

進学希望者から見れば、学費が安いことは大き

な魅力になる。国公立大学は学費が私学の半分く

らい（医学系ではもっと格差が大きい）で、しか

も研究水準が高く有名な教授がいるのだから、

マーケティング活動をしなくても、受験生が殺到

する現象が実際に起こった。それが受験地獄なの

だ。国公立大学の競争優位は国などが丸抱えして

きたからで、決して大学の経営努力の結果ではな

い。

マイケル・ポーターは競争戦略に 3つのタイプ

があると言った。コストリーダー、差別化、ニッ

チである。コストリーダーとは、値段の安さで市

場競争に勝つというスタイル。日本の国公立大学

は初めからコストリーダーの上に質の高さを加え

て、市場の 25 ％を先取りしているのである。私
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学は残りの市場を差別化かニッチ戦略で競い合っ

ている。私学で国公立と対等に渡り合えるのは、

特徴のある教育理念の下に差別化かニッチを追求

し、それがブランドとして社会の認知を得たとこ

ろである。

私企業と公企業がまともに市場競争をしている

のは正規の学校教育だけ。その中で片や税金で負

担、片や私的な負担という競争構造はどう考えて

も公正な競争とは言えまい。独禁法違反ではない

のか。私学に通う学生の親が国公立への税負担と

私学への学費の両方を払っているのも不公平であ

る。

3. 大学改革とはなにか
大学に改革を迫る3つのプレッシャー

少子化が大学間の競争激化の主因だが、大学を

巡る社会環境の変化とそれに伴う、いわゆる大学

改革の流れが大学間競争を戦略と組織力が交錯す

るダイナミックな場にしている。大学改革の象徴

的な出来事が 5 年前の国立大学の独立法人化で

あったが、大学改革はこれで終わったわけではな

い。むしろそれからの変化の方が激しいと言うべ

きだろう。

図表 1で示したように、わが国の大学に改革を

迫るプレッシャーは 3つある。大学改革の必要性

は世界に共通しているが、日本は欧米に改革で遅

れをとっていた。第 1は日本独特の問題、日本の

大学が教育においても、研究においても、社会の

要請や期待に十分に応えてこなかったという厳し

い批判である。特に産業界の大学に対する不満は

大きい。学生教育の内容も、教員の行う研究も、

実際に役立つものから乖離していると常々批判さ

れてきた。90 年代以降の日本経済の低迷の諸悪

の根源は、オーバーに言えば、大学にあるという

議論もあった。

第 2 は大学進学率が 50 ％を超える、いわゆる

大学大衆化の進行である。これは豊かさの亢進と

共に、学歴の高い人材を数多く必要とするように

なった世界の先進社会に共通した現象であるが、

これによって社会の中での大学の果たすべき役割

“個性が輝く大学”を目指して･･･崖っぷちからの脱出大作戦（第1回）

大学の役割 
教育、研究、社会貢献 

大学の大衆化 知識経済化 
若者文化 
の変化 

社
会
的
ニ
ー
ズ
の
変
化 

教育も研究も 
みんなダメ？ 

大学改革のプレッシャー 

ヨーロッパの大学 

多様な教育ニーズ 
に応えてくれ 

社会から頼られる 
知の拠点に 
なってくれ 

競争環境下で個性が輝く大学 
自律的、組織的な「知の経営体」へ 

教育と研究の 
質と生産性を 
上げてくれ 

アメリカの大学 

日本の大学 

日本の大学 

図表 1 大学改革の 3つのプレッシャー

出所：『長岡大学ブックレット 17 いま、なぜ大学改革か… 21世紀の新しい大学像は』
長岡大学長原陽一郎（2009 年 長岡大学発行）
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は大きく変わり多様にもなった。この変化に大学

は対応しなければならなくなったのである。

第 3 は知識に基盤を置く経済社会への移行で、

これもグローバルな流れである。知識社会への移

行は知の拠点としての大学の役割を大きく変え

る。それと同時に、大学における学びのあり方も

変えると考えられている。更に、まったく新しい

タイプの若者を生み出すことにもなった。アメリ

カでは、“恐るべきお子様大学生”と言っている。

社会的弱者となった今の若者

90 年代から欧米諸国で若年層の失業率が著し

く上昇した。日本も 2000 年に入り、同じ状況が

出現した。そして、世界的に若者にフリーターや

ニート（学校にも行かず、職業訓練も受けていな

い無業者）が増加した。その背景には成熟した消

費社会と知識社会への移行が深く関わっていると

考えられているが、とにかく、内にこもり、消極

的でコミュニケーションが苦手な社会的に未熟

な、そして職業への意欲に欠ける若者が増えてき

た。青少年問題の専門家は“生きる力が弱くなっ

た”という。最近、テレビでトイレで食事を摂る

学生が話題になったが、これは本当の話。大学生

にも発達障害的な若者が増えている。

特に、産業界はこれを大問題と認識し、「人間

力」「社会人基礎力」という概念が生まれた。そ

して、大学に対して、こうした社会人、職業人と

しての基礎的な能力を鍛えることを強く求めるよ

うなった。中央教育審議会も「学士力」と言い始

めたが、これも問題意識は共通している。

更に、大学生の学びに対する態度、姿勢も昔と

はまったく変わってしまったとアメリカの教育関

係者は見ている。これは日本でもほぼ同じである。

エリート段階とは、大学進学率が 15 ％まで、ユ

ニバーサル段階とは、50 ％以上になった現在の

大学である。

このような学生の変化に対して、大学の授業の

あり方も当然、変わらなければならない。

競争環境化で個性が輝く大学へ

大学改革の方向については、専門家の間ではほ

ぼ共通している。大学のアメリカモデルへの接近

である。それはアメリカの大学システムが教育に

おいても研究においても、今や世界で最も成功し

ていると認められているからである。アメリカの

大学は、市場競争環境の下で経営学の教科書どお

りの PDCA 経営を展開しているのである。ビジ

ネスの世界から見ると、アメリカの大学の行動原

理は理に適っていて納得しやすい。

企業経営で競争優位の源泉は、“アイデンティ

ティの明確化”“事業コンセプトの絞込み”“選択

と集中”と言われて久しいが、アメリカの大学も

経済・産業／トピックス経済・産業／トピックス

前に踏み出す力（アクション） 
～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～ 

考え抜く力（シンキング） 
～疑問を持ち、考え抜く力～ 

チームで働く力（チームワーク） 
～多様な人とともに、目標に向けて協力する力～ 

図表 2 社会人基礎力を構成する 3つの能力

出所：経済産業省「社会人基礎力に関する研究会」中間報告書 2006 年
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大学間競争がそのような経営の原則に従って展開

された歴史がある。これがアメリカの大学をアメ

リカの最も国際競争力のある産業に発展させた。

大学審議会が 98 年に出した答申「21 世紀の大

学像と今後の改革方策」において、大学改革の目

指すべき方向は「競争的環境の中で個性が輝く大

学」であると強く訴えた。大学の個性化、特徴化

が大学改革の方向であると同時に、競争に勝ち抜

くための基本だということを明示したという点で

画期的であった。

大学の生き残り戦略を立てる上で、大学改革に

ついての幅広い理解は絶対に必要だと考えた。

徹底的に読んだ結果が長岡大学ブックレット

No．17『いま、なぜ大学改革か･･･21 世紀の新し

い大学像は』である。

次号に続く

“個性が輝く大学”を目指して･･･崖っぷちからの脱出大作戦（第1回）

行動による体得 書物による勉学 

進学率 15％以下 15～50％ 50％以上 

主体的な判断と関与 客観的分析と批判 

集団作業と共同的交流の喜び 忍耐の要る単独の勉強 

成績なしの非形式的な評価 成績の競争 

反証の探求を特徴とする 
無味乾燥で見せかけの客観主義 

関与と参加という報酬、適切な道徳的立場の 
明確化と確認 

エリート段階 マス段階 ユニバーサル段階 

図表 3 学生の学びに対する態度、姿勢の変化

出所：『長岡大学ブックレット 17 いま、なぜ大学改革か… 21世紀の新しい大学像は』
長岡大学長原陽一郎（2009 年 長岡大学発行）




