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＊：総合教育研究センター

　　○大学・短大進学率の低さ
　　○大学・短大進学時の県外流出率の高さ
　　○高等教育機関の地理的・分野的分散
などであるが，第１，第２の点は高等教育そのものの
問題の他に，高校との接続の問題も含まれていること
には注意が必要である。これらの状況に対し，各高等
教育機関が連携し，高等教育全体を底上げすることを
目指して，先の12のプログラムが立ち上げられている
ということになる。
　先述のFDに関する概算要求事業や単位互換事業も
福島県の高等教育を向上させることが目的であると言
えるが，大学連携GPでもそのプログラム名称（「「ア
カデミア・コンソーシアムふくしま」の構築による広
域連携型学士力向上プログラム」）が示す通り福島県
の高等教育の教育（学士課程教育）力の向上を主な目
標としていると言えよう。高等教育の教育（学士課程
教育）力の状況を検討する際，本来であれば各高等教
育機関に在籍することでどのような成果を，どのくら
い上げることができるのかを丹念に分析するのが本筋
と言えよう。しかし，そういったラーニングアウトカ
ムズを正確に測定することは困難である上，蓄積され
たデータもない。
　そこで本稿では，高等教育及び高大接続に関する入
手可能なデータを用いて，全国との比較を通しながら
「同一地域」としての福島県の高等教育及び高大接続
の現状を詳細に分析・考察する。さらには分析を通し
て，アカデミア・コンソーシアムふくしまの今後の課

１．はじめに
　アカデミア・コンソーシアムふくしまは，文部科学
省による平成21年度「大学教育充実のための戦略的大
学連携支援プログラム」（以下，大学連携GP）の申請
と同時期の平成21年３月26日に設立され，現在12（初
年次教育共同，「福島学」，SD合同研修，高大連携，医療・
福祉共同教育，エリアキャンパス，「生きる力」養成，
ものづくりプラントキャンパス，福島「学び」カード，
国際化，生涯学習，教員養成・研修高度化）のプログ
ラムを中心に動いている。それに先立って，FD事業
についても平成20年度から福島県内の高等教育機関が
連携する動きが始まっている1。また，単位互換につ
いては福島県高等教育協議会を経て，福島県内の高等
教育機関の連携の動きは10年以上の歴史がある。
　コンソーシアムとは，ある特定目的（高等教育機関
に関して言えば，特に教育研究活動）のための共同体
と言ってよい。広義には国立大学協会・公立大学協
会・日本私立大学連盟・日本私立大学協会といった設
置者別の連合体もコンソーシアムの１つと言えるだろ
うし，同じ学問分野の教育研究を行う型の連携もある
だろう。その中で，県内の高等教育機関が集まってコ
ンソーシアムを形成する目的は，本来的には同一地域
の高等教育機関が「地域の同じ課題に連携して取り組
むこと」であるはずである。
　福島県の高等教育に関わる現状の問題認識について
は，平成21年度大学連携GP報告書に簡潔に述べられ
ている。それは，

　本稿は，高等教育に関する供給面と進学面の両面を分析することによって，福島県の高等教育の
現状と課題を明らかにし，近年福島県高等教育協議会を発展的に解消し設立された「アカデミア・
コンソーシアムふくしま」に求められる課題について考察したものである。高等教育に関する供給
面と進学面の分析の結果，福島県では 1分野のみの教育を供給する大学・短大が多いこと，収容力
は全国と比較してかなり小さいこと，県全体として入学定員を充足していないこと，進学率（志願率）
は全国と比較してかなり低いことなどを確認した。分析結果をもとに，アカデミア・コンソーシア
ムふくしまの課題として，初年次教育や福島学ほか共通教育の共同開発・提供や高大連携について
は特に大学間連携を進める必要性が高いこと，地方自治体や教育委員会等とも連携しながら，高等
教育と初中等教育（児童生徒）や一般の人々との間に存在する壁を取り除く努力が必要であること
等を指摘した。
〔キーワード〕アカデミア・コンソーシアムふくしま　　福島県の高等教育　　教育機会　　
　　　　　　　進学行動
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題を提示することが目的である。アカデミア・コンソー
シアムふくしまは，大学連携GPや概算要求の事業期
間が終わってもその事業を継続していかなければなら
ない。補助金の有無にかかわらず，アカデミア・コン
ソーシアムふくしまは何を目指すべきか，そのことに
対する一考察を加えてみたい。

２．先行研究と分析視点，使用するデー
　タ
　福島県の高等教育に限定した先行研究はほとんど存
在しないが，全国的な高等教育の供給量と進学率の関
連についての法則性を扱う先行研究は，従来一定の蓄
積がある。代表的なものとして，島（1995），潮木（2008）
などが挙げられる2。島（1995）は，昭和50年代後半
以降の高等教育の地方分散政策がどのような形で進ん
だのか，教育格差の是正等にどんな影響を与えたのか
を明らかにすることを，潮木（2008）は，この研究領
域で従来多く語られてきた経済的な側面ではなく，教
育の内部システムにも着目してその進学面への影響を
明らかにすることを目的としていた。分析の対象も目
的も本稿とは異なるが，本稿の分析視点の設定に際し
示唆的な点は，収容力が進学率（志願率）に影響を与
えるという点である。そうであるならば，本稿では単
に進学率の高低だけでなく，当然ながら供給量（収容
力）の高低も分析視点に取り入れなければならない。
供給面と進学面の両面に着目することで，本当の課題
が見えてくると考えるのである。さらに言えば，供給
量の影響を受けない進学行動はないと言ってよく，供
給面の分析なしに進学面の分析を行ってもその意味は
半減するということである。
　そこで本稿では，第３節で供給面の分析を行った後，
進学面の分析を行う。続く第４節では，第３節の分析
結果をもとに福島県の高等教育に対するより詳細な考
察を，他の指標と関連させながら行う。最後の第５節
では，分析・考察結果のまとめをし，アカデミア・コ
ンソーシアムふくしまの課題について触れる。
　本稿で使用したデータは，文教協会『全国大学一覧』

『全国短期大学 高等専門学校一覧』（平成20年度版）
及び『学校基本調査』（平成17年度・平成20年度）で
ある。分析方法上の注意点としては，以下のようなも
のがある。本稿で「高等教育」という場合，大学（学
部）と短大（本科）に限定している。高等専門学校は
我が国の高等教育の一翼を担っているが，原則として
中卒者の受け入れであり，供給面・進学面とも分析上
の難しさ・複雑さが生じることとなるため，本稿の分
析対象から外している。また，放送大学及び通信制の
課程も分析から除外している。
　第３節で検討する学科の分野については，平成20年
度学校基本調査の学科系統分類表3から大学・短大の
学科の分野を特定することに努めたが，同一名称の学

科でも複数の分野が候補となった場合は，学部名（大
学の場合）や機関WEBサイトの情報を元に手作業で
分類した。よって，分野別分析の結果の読み取りの際
にはそうした分析方法上の限界を念頭に置いて読み進
められたい。

３．供給面と進学面に関する概観
⑴　供給面
　供給面の概観については，①設置者別大学数および
入学定員数，②分野別入学定員数，③収容力の状況，
④充足率の状況の４つに着目する。

　表１は，設置者別に大学数および入学定員数を示し
たものである。大学・短大を含め14の機関が福島県内
で高等教育を供給しているが4，入学定員の比率でい
えば全国と比較して国公立の入学定員が相対的に大き
いことが分かる。

　表２は，分野別に入学定員の状況を示したものであ

表１　設置者別供給状況
設置者 機関数

国立 1 945 ( 18.7％)

公立 3 565 ( 11.2％)

私立 10 3,540 ( 70.1％)

計 14 5,050 (100.0％)

設置者 機関数

国立 83 95,956 ( 14.6％)

公立 97 29,947 ( 4.6％)

私立 995 531,924 ( 80.9％)

計 1,175 657,827 (100.0％)

入学定員
福

島

県

全

国

入学定員

表２　分野別供給状況
分野

人文科学（人文） 600 ( 11.9％)

社会科学（社会） 980 ( 19.4％)

理学 0 ( 0.0％)

工学（工業） 1,445 ( 28.6％)

農学（農業） 0 ( 0.0％)

保健 625 ( 12.4％)

商船 0 ( 0.0％)

家政 540 ( 10.7％)

教育 550 ( 10.9％)

芸術 80 ( 1.6％)

その他（教養） 230 ( 4.6％)

合計 5,050 ( 100.0％)

分野

人文科学（人文） 95,119 ( 14.5％)

社会科学（社会） 208,068 ( 31.6％)

理学 17,745 ( 2.7％)

工学（工業） 92,865 ( 14.1％)

農学（農業） 16,700 ( 2.5％)

保健 56,614 ( 8.6％)

商船 50 ( 0.0％)

家政 34,657 ( 5.3％)

教育 62,604 ( 9.5％)

芸術 20,995 ( 3.2％)

その他（教養） 52,410 ( 8.0％)

合計 657,827 ( 100.0％)

福

島

県

全

国

入学定員

入学定員
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る。福島県では理学5・農学・商船の入学定員は０で
あり，これらの分野を学びたければ県外に進学せざる
を得ない（ただし，いずれも全国的に見ても比率は小
さいものばかりである）。それ以外の分野を見ると，
全国と比べて社会科学の供給量が小さく，工学（工業）・
保健・家政・その他（教養）などの供給量が比較的大
きい。

　表３は，各高等教育機関がいくつの分野の教育を供
給しているかを示したものである。例えば，表中で福
島県の行の１分野の列を見ると８とあるが，これは福
島県内の８つの大学・短大は１分野の教育のみを供給
していることを示している6。14機関のうち８機関，
比率にして57.１％が１分野のみの教育を供給している
という状況は，その比率の高さで見れば，新潟県・群
馬県・和歌山県についで全国４位の高さである（同率
で富山県・福井県がある）。また，表は割愛するが，
同様の分析を大学・短大に分けて行った場合，大学に
おいて１分野のみの教育を供給する機関の比率の高さ
は全国１位である（９大学中７大学，すなわち77.8％
が１分野のみの教育の供給である）。

　表４は，福島県と全国全体の収容力およびその記述
統計量を示したものである。本稿では，個々の大学・
短大別の平均等ではなく，都道府県内全体の収容力を
示している。ここでの収容力は，以下のように定義し
ている。

　収容力＝大学・短大入学定員合計/３年前中卒者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×100

　この値は高等教育への主な進学者である18歳人口に
とって，全国的に，また都道府県別にどれほど高等教
育の進学機会があるかを示すものである。
　収容力が大きいのは，東京都・京都府・大阪府・愛
知県・福岡県・兵庫県などの大都市である一方で，福
島県の収容力は2１.0％と全国で45位（低い方から数え
て３番目）であり，全国全体からも全国平均からも大
きく下回っている。単純に言えば，県内に進学するチャ
ンスが，他の都道府県よりも初めから小さいことを示
している。
　表５は，福島県の充足率と全国の充足率の記述統計
量を示したものである。言うまでもなく，充足率は供
給面だけの現象ではなく，進学面（同一県内からの進

学に限らない。）を反映したうえでの数値であるため，
純粋な供給面とは言えないことは明言しておく。
　本稿の充足率は，個々の大学・短大の平均等ではな
く，都道府県の全体のものである。本稿での充足率は，
以下のように定義している。

　充足率＝大学・短大への入学者数/入学定員×100

　大きい順に神奈川県・埼玉県・千葉県となっており，
いずれも東京都の周辺県である。これにはデータ上の
問題が含まれている可能性が高いが7，そうした問題
を除いても，これらの県では充足率が１を上回ること
が予想される。全体的に見れば，充足率の高い方から
21の都府県は充足率１を上回っている一方で，福島県
の充足率は95.6％と全国30位であり，県全体の入学者
数が入学定員を下回っている状況である。

⑵　進学面
　進学面については，先述のようにすべて供給面の影
響を受けていると言え，純粋な進学面とは言えない。
そうした前提で，ここでは進学面として①大学・短大
進学率，②大学・短大志願率，③残留率，④合格率の
４つを見ていく。

　表６は，福島県の進学率と全国全体の進学率8およ
びその記述統計量を示したものである。ここでの進学
率は，以下のように定義している。

　進学率＝大学・短大入学者数/3年前中卒者数×100

　平成20年度の福島県の大学・短大進学率は4１.5％，
全国全体の53.8％・全国平均の50.5％と比べて10％ポ
イントほども低く，全国で40位の高さ（低い方から数
えて８番目）である。大学・短大別にみると，短大へ
の進学率は全国のそれとほぼ変わらない（約６％）
が，大学への進学率で大きく差をあけられている（全
国47.7％，福島県35.4％）。

　表７は，福島県の志願率と全国の志願率及びその記
述統計量を示している。ここでの志願率は，以下のよ

表３　供給分野数別機関数

表４　収容力

表５　充足率

表６　進学率

表７　志願率
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うに定義している。

　志願率＝高卒者のうち大学・短大への志願者数/
　　　　　　　　　　　　　　　　　 高卒者数×100

　高校全入に引き続き大学全入時代ともいわれる現在
は，全国的には進学率と志願率はほぼ同じになるはず
である（全国全体で見れば，進学率53.8％，志願率
52.9％と進学率の方が上回っているが，進学率算出の
際に使用した大学・短大入学者数には，過年度高校卒
業者も含まれているためである）。福島県の志願率は，
40.9％と全国41位，全国全体の52.9％・全国平均の
49.9％と比べてやはり10ポイントほど下回っている。

　表８は，福島県の残留率と全国の残留率の記述統計
量を示したものである。ここでの残留率は，以下のよ
うに定義している。

　残留率＝当該県内出身の県内大学・短大入学者数/
　　　 当該県内出身の大学・短大入学者数合計×100

　福島県の場合，福島県内出身者で大学・短大へ入学
した者のうち，26.6％が県内にとどまっている。この
値は３年前の中卒者数や前年度３月の高卒者数ではな
くその年の大学・短大入学者数で割っているため，進
学率の高低の影響は受けていない（当然ながら，収容
力の影響は受けている）。26.6％という値は，全国で
31位の値で，進学率ほど全国順位が低いわけではない
が，それでも全国平均を下回っている。福島県出身の
学生は，（収容力の影響を受けつつ）相対的に県外志
向ということになろう。

　表９は，福島県の合格率と全国の合格率の記述統計
量を示したものである。ここでの合格率は，以下のよ
うに定義している。

　合格率＝高卒者のうち大学・短大への進学者数/
　　　　　　 高卒者のうち大学・短大志願者数×100

　定義式は大学・短大志願者のうちどれほどが実際に
進学したかであるから，本来的な意味での合格率では
ないかもしれないが，福島県の合格率は9１.0％と全国
13位で，全国全体87.2％・全国平均88.１％を上回って
いる。

⑶　小括
　この節では，福島県の高等教育に関する供給面及び
進学面の状況を，全国との比較を通して概観してきた。
比較分析から明らかになった福島県の高等教育の現状
を列挙すれば，以下の通りである。
　・国公立の供給が相対的に大きい
　・社会科学の供給が小さく，工学（工業）・保健・
　　家政・その他（教養）などが大きい
　・１分野のみの教育を供給する大学・短大が多い
　・収容力は全国と比較してかなり小さい
　・県全体として入学定員を充足していない
　・進学率は全国と比較してかなり低い
　・志願率は全国と比較してかなり低い
　・残留率は全国と比較してやや低い
　・合格率は全国と比較してやや高い

４．考察

　表10は，前節の分析で使用した指標について，全都
道府県の数値を用いて算出した相関係数である9。塗
りつぶされているセルは，係数が１％水準で有意であ
ることを示している。
　国公立比率は，収容力・進学率・志願率・残留率と
負の有意な相関がある。国公立比率と収容力等の指標
間の関連については，国公立の入学定員の比率が高け
れば収容力等の指標が低くなる（またはその逆）とい
う因果的な意味よりは，国公立大学・短大が主要な進
学機会となっている（大都市ではない）地方において
は収容力等の指標が低いということを示していると言
える。収容力は，国公立比率の他，先行研究が明らか
にしてきたように進学率・志願率・残留率と正の有意
な相関がある。進学率は，国公立比率・収容力の他，
志願率と強い正の相関がある。一方で，１分野比率・
充足率・合格率は他の指標との相関はほとんどない。
　この節では，表10と前節の分析結果をもとに福島県
の高等教育の現状をより深く考察してみたい。
　福島県は大都市ではない地方であり，国公立大学・
短大の役割が相対的に大きい。一方で，１分野比率が
高く，「集積の利益を発揮しにくい」（アカデミア・コ
ンソーシアムふくしま，p.５）かもしれないが，その
こと自体は必ずしも福島県の大学・短大進学率の高低

表８　残留率

表９　合格率

表10　指標間の相関係数
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に影響を及ぼすとは限らない。まずもって，福島県の
大学・短大進学率の低さは，志願率の低さが直接の原
因であり，さらには収容力の低さが根底にある。進学
率が低い上，残留率がそれほど高くないのもやはり収
容力の低さが原因である。先行研究が示す通り，収容
力を高めれば大学・短大進学率（志願率）が高まる可
能性は高いが，不可能ではないにしても県内の収容力
を高めることは現在のところあまり現実的な手段とは
言えない。入学定員を増やすには教員等の増加が不可
欠である上，目下福島県内の高等教育機関の充足率は
100％を下回っているからである。よって，収容力の
低さだけが問題ではない。
　さて，県内の収容力を高めれば進学率（志願率）が
高くなるのは感覚的には理解できるが，なぜそうと言
えるのかは必ずしも自明ではない。県外の大学・短大
への進学が増えれば，進学率は上昇するからである。
このことを考えた場合，県外進学に関連して様々な費
用がかかることから，経済的な影響を当然考慮すべき
である。しかし，潮木（2006，p.８）によれば，諸々
の変数の影響を統制すれば多くの県で経済変数は進学
率に有意な影響を与えていない。このことをどのよう
に理解したらよいのだろうか。
　１つの仮説としては，県内の収容力が小さいことは，
県内の高校生や，さらには中学生・小学生，保護者，
一般の人々にとって，高等教育がいまだ遠い存在であ
ることを示すということが考えられる（もちろん，周
辺に収容力の高い東京都のような都府県がなければの
話であり，福島県はまさにその状況に該当する）。福
島県の合格率は全国（全体・平均）と比べて高いこと
から，大学・短大へ志願する高校生が学力上位層にと
どまっている可能性も高い（ただし，それ自体の是非
は議論が必要かもしれない）。数分歩けばいくつも大
学の建物を見つけることができる東京都等の大都市を
有する都府県とは異なり，福島県では福島市・郡山
市・いわき市・会津若松市の特定の場所に行かなけれ
ば大学のキャンパスに触れることはできない。そうし
た壁の存在もまた福島県の高等教育の大きな特徴であ
るが，問題なのはキャンパスが散在していることでは
なく，高校生他一般の人々が高等教育機関に触れる機
会が少ないことである。そしてそのことが，収容力が
低く地元に高等教育の機会が少ない一方で，充足率が
100％に達しないという最大の問題につながっている
のではないだろうか。

５．まとめと福島県の高等教育及びアカ
　デミア・コンソーシアムふくしまの課
　題
　本稿では，高等教育の供給と高等教育への進学とい
う２つの点に着目し，全国との比較から福島県の高等
教育の現状の一端を描き出すことを試みた。第３節で

は分析結果を示し，それを受けて第４節で福島県の高
等教育の現状についてより詳細な考察を加えた。本稿
の最後に，アカデミア・コンソーシアムふくしまの課
題について検討して結びとしたい。
　第１に，１分野比率が高いことは，そのこと自体直
接大学・短大進学率の高低に影響を及ぼすわけではな
いが，やはり大学間連携の必要性が高いことを示して
いる（福島県は，１分野比率が全国で４番目に高い県
であった）。とりわけ初年次教育や福島学ほか共通教
育の共同開発・提供や高大連携については，いずれの
高等教育機関にも必要とされる可能性があることから
効果が大きいと考えられる。また，同様に，１分野比
率が高い県でコンソーシアムを形成している他の事例
を分析する必要もあるだろう。
　それと関連して，第２に，アカデミア・コンソーシ
アムふくしまが，全国及び福島県の高等教育の動向と
特徴を，初中等教育段階の児童生徒や一般の人々向け
に積極的に情報提供・発信していくことが求められる。
そのためには，県や市町村といった自治体や教育委員
会を巻き込んだ形で事業を展開していくことが求めら
れる。高等教育と初中等教育，高等教育と社会の壁を，
取り除いていく努力が必要であるだろう。
　そして第３に，アカデミア・コンソーシアムふくし
まの基本理念そのものであるが，個々の高等教育機関
を通して福島県の高等教育全体の魅力を高める後押し
をする必要があることは改めて強調しなければならな
い。全国的には高等教育への進学率は50％を超えてい
るが，高等教育へ進学する意義が大きくなければ，高
等教育と初中等教育や社会との間にある壁を低くして
も進学率（志願率）の上昇は望むべくもない。高校生
以下の児童生徒や一般の人々にとって分かり易く，魅
力ある高等教育を協力・協同して目指していかなけれ
ばならない。ただし，小林や政策担当者が言うような
連携の先に暗黙裡に想定されている「統合」には自覚
的であるべきであるが10。
　今回の分析は，高等教育への入口の部分と，高等教
育の中身のごく一部分しか扱っていない。高等教育の
中身の核となる授業内容やカリキュラム等，また出口
（就職）の部分の分析・検討はできなかった。特に，
授業内容やカリキュラム等の問題は，アカデミア・コ
ンソーシアムふくしまや各高等教育機関にとって，中
心課題の１つであるはずである。それらの点について
は，今後も研究を進めていきたい。

【注】
１　平成20年度概算要求事業「FD研修義務化に対応する
大学間共同による教育改善の開発」，平成21～23年度概
算要求事業「FD研修義務化に対応する大学間連携（福
島県地域コンソーシアム）を目指して」。

２　高等教育への進学面を，供給面の他，経済的な変数で
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説明しようとする研究には山本（1979），矢野（1984），
矢野・濱中（2006）など多数ある。

３　http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/0812
　1201/003/004.pdf（平成23年５月30日最終アクセス）。
４　私立には日本大学工学部が含まれている。
５　理学が学べる場合も，学科全体としてその他に分類さ
れている。

６　分野の数であって学部（学群）や学科（学類）の数で
はない。例えば２学部６学科持つ大学において，６学科
の分類内訳が社会科学系学科３，工学系学科２，その他
系学科１であれば，ここでは３分野（表中「２～３分野」）
に分類している。

７　『学校基本調査』では，都道府県別の大学・短大入学
者数は，大学・短大所在地の県への入学者の合計となっ
ている。一方，『全国大学一覧』による大学・短大の所
在地は，メインキャンパス（高学年時使用キャンパス）
の都道府県を使用した。東京にある大学でも，１年次（１
～２年次）のキャンパスは東京周辺県である場合が数多
く存在しており，それらの県での充足率の高さはこうし
た理由によるものも含まれていると考えられる。

８　全国の進学率の値には，47都道府県以外（『学校基本
調査』のデータで言えば，「その他」）からの入学者数を
含めていない。

９　国公立比率とは，都道府県内の高等教育機関の入学定
員総数のうち，国公立大学・短大の入学定員の比率を指
し，１分野比率とは，都道府県内の全高等教育機関に占
める１分野の教育のみを供給する高等教育機関の比率を
示したものである。

10　小林（2009，p.６），徳永（2011，p.14）。
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