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一改革思想の脆弱性とアントレプレナリズムー＊
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要約

本稿の目的は、国立大学改革批判をもたらす原因の一つをその脆弱な改革思想にあるとし、その具体的な要因を究明
することにある。公共経営の視座に立って同改革の政策形成プロセスたる法人化までの過程とそのアウトプットである

国立大学法人法と改革思想の関係性に接近し、同改革思想の脆弱性をもたらす陥穿について論及した。その結果、改革
思想の他律'性及び非自己止揚』性が明らかとなった。同時に今後の国立大学改革の思想的メルクマールを模索するため地

方自治体改革の改革思想を考察し、その淵源がアントレプレナリズムに依拠していたことを明らかにした。高等教育と
いう公共財を維持管理する時代は終わった。今や閉鎖的な大学社会から外に目を向け、自らの「価値」をマネジメント

する時代である。国立大学法人は、自ら船を漕ぐだけでなく、自らかじ取りを行う立場に転じたことを、改めて認識す
る必要がある。

キーワード
国立大学改革改革思想地方自治体改革アントレプレナリズム

１．はじめに

経済学者ケインズ（1936,邦訳1995）は、いい意味
でも悪い意味でも長期的に大きな影響力を持っている

総じて改革は、改革を正当化しその原動力となる思

想、すなわち改革思想に立脚している。思想とは、直

のは思想であると論じた。いずれにおいても改革にお
ける思想の重要'性を示唆している。

感的な判断ではなく歴史的経緯を踏まえた上で論理的

1990年代以降、バブル経済の崩壊と共に、省庁再編、

判断に基づき創出された価値観である。このような政

独立行政法人化、市町村合併など政府の行政構造改革

治的、社会的価値等に相違が生まれ、その対１時を止揚

(以下、「政府行革｣）は急速に進展を遂げた。郵政民

するのが改革である。改善と改革の相違を体制や組織

営化、道州制問題など近年の動向に鑑みても、その潮

における戦略、構造、そして行動規範など既存の枠組

流は長期的様相を呈している。本稿で論及する国立大

維持が前提か否か、対処的療法か抜本的治療かに見出

学改革は、これら政府行革とほぼ同時進行した。具体

すならば、思想のない改革は、単なる改善、いわゆる

的には、2004年４月、８９の国立大学全てが「国の附属

オペレーション・レベルでのひと工夫に過ぎないとい

機関」から「国立大学法人の設置大学」へと位置付け

える。行政学者デイモック（1936,ｑｔｄｉｎ手島1997）

られた。近年稀にみる国立大学の抜本的改革は法人化

は、思想を政策形成における重要要素として位置付け、

によって第一幕を閉じ、従来の国立大学は自律した経

その５段階の一つに思想的段階を組み込んだ。また、

営体として新たなスタートを切ることになる。

傘本稿は、西出（2007）「国立大学改革の方向（下）￣起業家精
神で経営力強化一」（『経済教室』日本経済新聞2007年10月11
日朝刊25面）を大幅に加筆・訂正したものである.

法人化の是非等、国立大学改革に対する批判は少な
くないが、中でも注目すべきは、改革思想の欠如もし
くは暖昧さを指摘したものである。教育社会学の第一
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人者である天野（2006,plO3）は、法人化は「行財

主義的経済学に依拠することを確認し、政府行革が推

政改革とのからみで突如登場」し「国立大学政策と有

進される中で国立大学自らの改革を先導し得なかった

機的に結びついた改革構想ではない」と論じ、またジャー

国立大学改革思想の他律性を明らかにした。

ナリストである中井（中井2004,ｐ49）も自らの取材
を通じ「長期展望に基づく教育政策の裏付けなしに、

第三節では、国立大学改革第一幕のアウトプットで
あり法人化の法的枠組を示す国立大学法人法の特徴か

行政改革推進の数あわせに使われた」と総括した。そ

ら、国立大学改革の改革思想の脆弱性をもたらす陥奔

の他、財政赤字の削減という強い動機（小林2004)、

について考察する。ここでは法人化制度の理論的枠組

科学技術創造立国のための国立大学の動員（全国大学

を踏まえ同法の特徴を整理し、同法成立による国立大

高専教職員組合2001）等、本筋とは離れた視点で法人

学改革の変質に即応できなかった改革思想の非自己止

化の議論が進んだとする指摘が数多い。

揚,性について明らかにした。

本稿の目的は、上記批判をもたらす原因の一つに国

第四節では、地方自治体改革の沿革を踏まえながら、

立大学改革の脆弱な改革思想があるとし、その具体的

その改革思想について考察する。ここでは改革の精神

な要因を究明することにある。特に同改革の政策形成

的支柱がアントレプレナリズムに依拠していたことを

プロセスたる法人化までの過程とそのアウトプットで

明らかにした。また、国立大学改革と異なり地方自治

ある国立大学法人法と改革思想の関係性に接近し、同

体改革が自立的な改革思想を発現できた要因を改革始

改革思想の脆弱姓をもたらす陥奔について論及する。

動時の外的環境及び改革主体の相違にあるとした。

同時に今後の国立大学改革の思想的メルクマールを

最後に結びに代えて、本稿を整理するとともにその

模索するため、地方自治体改革の改革思想を考察する。

知見に基づき、今後の国立大学改革のあり方、同改革

地方自治体改革は政府行革に端を発し、国立大学改革

におけるアントレプレナリズムの期待性について論じ

と時期を同じくして推進された。勿論、国立大学法人

る。

と地方自治体とは存立形態や組織構造そしてレゾンデー
トルも異なり直接的な比較対象にはなじまないかもし

2．法人化プロセスからみる国立大学改革の改革思想

れない。しかし、共に中央政府に財源を依存し、政府

行革の影響を受けた地方に依拠する公共的組織である

政府行革と国立大学改革の法人化プロセスとの関係

にもかかわらず、地方自治体が確たる改革思想を発現

性において、何が脆弱性をもたらしたのであろうか。

させたことは注目に値する。

本節では、まず国立大学法人化の端緒となった政府行

本稿では、改革思想を「政治的、社会的価値観が対

革の改革思想の特徴を確認する。そして、法人化プロ

時する過程において生じる制度や組織等の既存枠組の

セスからみた政府行革の影響度合いや国立大学改革の

再構築行動を正当化する理論的、体系的根拠」と定義

改革思想の実態を考察しながら、当プロセスにおいて

するが、国立大学改革が議論される中、これを主題と

改革思想の脆弱性をもたらした要因について論じる。

した先行研究は管見する限り見当たらない。よって、

国立大学法人が「組織と意識の変革の時代」（天野

2006,plO）を迎えた中、第二、第三幕の国立大学改

2.1政府行革の改革思想
政府行革は、イギリスのサッチャー政権、アメリカ

革に備えた体力強化や改革全体の内実化に資する上で、

のレーガン政権が主導した「小さな政府｣、「官から民

精神的側面から国立大学改革を論じる意義は決して小

へ」といった政策的影響を受けた。その端緒は、１９８７

さくないと考える。

年、中曽根政権下で実現した国鉄民営化にあるとされ

なお、国立大学改革の第一幕が法人化を核とするガ
バナンス改革であったことや国立大学法人法が組織マ

る（宮脇2003)。特に1990年代以降、財政再建が重要
施策の一つであった橋本政権下では「『変革と創造』

ネジメントとしての基本的枠組の構築を目論んでいる

六つの改革」の一つに行政改革が挙げられた。そして、

ことから、本稿は、経済、経営および行政学的なアプ

規制緩和、地方や民間への権限移譲、国家公務員の削

ローチを志向した公共経営の視座に立っている。

減を中心に、行政改革会議や地方分権推進会議等で本

本稿の構成は次の通りである。

格的な議論がなされてきた（宮脇1998)。その後、森

本節では問題提起および課題設定について整理した。

政権下で中央省庁の再編、小泉政権下では各省庁の附

第二節では、諸批判の矛先として向けられた政府行

属機関の独立行政法人化や国家公務員の削減、郵政民

革と国立大学改革の法人化プロセスとの関係性から、

営化が推進された。また、地方に対する中央政府の政

国立大学改革の改革思想の脆弱性をもたらす陥穿につ

策志向も同様であり、地方交付税や国庫補助金の見直

いて考察する。ここでは政府行革の改革思想が新保守

しなどの三位一体改革、市町村合併など、いわゆる地
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方自治体のスリム化・効率化が要請された。2006年５

これまで大学政策に無縁であった審議会等が法人化を

月には公共サービス改革法が制定され、中央政府同様、

推進してきたことである。その中で、経済戦略会議の

地方自治体においても市場化テストの導入が積極的に

答申以降、国立大学の教育研究活動に競争原理を導入

取り組まれている。

し、そのアウトプットを「経済再生、科学技術創造立

政府行革はもとより、近年、先進諸国で席巻した行

国の創造」のため直接動員すべく国立大学改革の必要

政構造改革を思想的に支援したのが新保守主義経済学

性が論じられた。2000年11月に閣議決定された行政改

である。新保守主義経済学はケインズ批判および福祉

革大綱では、国家公務員の25％（約13万７千人）の純

国家批判に立脚しており、マネタリズムを含む市場機

減が調われた。結果的には、約13万７千人のうちの９０

構万能論やサプライサイド経済学、そして、福祉の削

％、約12万５千人が国立大学の教職員が充当されたの

減による財政均衡と「小さな政府」の実現を主張する

である。確かに2000年５月の自由民主党政務調査会文

公共選択論がその主流である。（小谷1987)。改革先進

教部会の提言は「高等教育政策」を見据えていたが、

諸国の政府は、これらの理論を背景に自らの取組の正

国際的な競争力や世界最高水準の教育研究の確保が重

当性を主張し、社会環境の変化や時代の価値観を見据

要課題とし、設置基準や高等教育計画、教育課程の編

え、公共財の再定義およびその守備範囲の縮小を試み

成等、ミクロ的な視点から導出されたものでもなかっ

た。当時のサッチャー首相は新保守主義経済学の祖と

た。また、国立大学の非国有化についても同様である。

称されるハイエクの著書を愛読し（朝日新聞1979)、

非国有化については過去にも1971年の中央教育審議会

また、サッチャー革命を理論的に準備したイギリスの

答申、同時期のＯＥＣＤ教育調査団の提言、1987年の臨

経済問題研究所で実際に大きな役割を果たしたのはハ

時教育審議会第三次答申で論及された。しかし、これ

イエクとフリードマンであった（後2002)。すなわち、

らは国家権力と大学自治との関係性に着目したもので

巨額の財政赤字を抱えた日本の中央政府も、他の先進

あり、前述のプロセスがこの延長線上にあるとは言い

国同様、新保守主義経済学を思想的な支柱に行政構造

難い。天野（2006）が指摘するように、国立大学改革

改革を推進したのである。よって国立大学法人の原型

は、1998年の大学審議会答申「２１世紀の大学像と今後

である独立行政法人もハイエクの考え方を基本とした

の改革方策について」を大きく超える方向で異常な速

英国のエージェンシー制度に基づいたものであった

度で進展したといえよう。

(長島2004)。以下、本稿では新保守主義経済学に依拠

また、国立大学協会等、国立大学関係機関も先導的

し、市場原理による「政府の失敗」の矯正や「小さな

であったとは言い難い。国立大学協会は、表lのよう

政府」の実現を志向する改革思想を、「新保守主義的

に1997年、1999年と法人化反対の意向を示しつつも主

思想」と呼ぶこととする。

体的な改革運動を展開することなく、2000年には「設
置形態検討特別委員会」を設置し、法人化の流れに速

2.2法人化プロセスと国立大学改革の改革思想
国立大学改革は、政府行革と時期を同じくして１９９７

やかに対応していることはその証左である。その他、

大学教職員の非公務員化、国立大学の非国有化及び競

年から本格的な議論の遡上に載り、2004年４月、８９の

争原理による重点投資を行う「トップ30」に対する反

全ての国立大学が国立大学法人法に基づき法人化され

駁がそれらの主たる原動力であったこと、国立大学協

た。では政府行革と同時進行した法人化プロセスは、

会が具体的法案作成のため調査検討会議に委員を派遣

どのような様相を呈することとなったのだろうか。

したが通則法の枠組を超える内容を設計できなかった

表１は、国立大学法人化までの主な歩みを整理した

こと（日本科学者会議2002)、そして法人化反対運動

ものである。この法人化プロセスを概観すると以下の

の敗北の一つに「新保守主義」に対抗する理論武装が

ような特徴が抽出できる。国立大学改革の主たるアク

不十分であったこと（中井2004）など、これらの指摘

ターが政府行革および経済・科学技術関連の審議会等

も国立大学が自らの改革の牽引者ではなかったことを

であり、これらの要請が大学教職員の非公務員化、国

裏付けていよう。

立大学の非国有化に帰結していることである。特に、

このようなプロセスに鑑みると、当初の国立大学改

当該要請論理的展開を紐解くと、法人化へのアプロー

革の実態が改めて浮き彫りとなってくる。それは、政

チが決して教育論的な視点ではないことが明らかとな

府行革の新保守主義的思想の下、国立大学の非国有化、

る。

大学教職員の非公務員化を終着点として推し進められ

1999年の経済戦略会議に始まって法人化論議が活発

たこと、そして、設置形態もしくは教職員の人事制度

化して以来、2001年に経済財政諮問会議による「改革

等という外形的な枠組への問題提起から議論を内実化

工程表」の発表までの間、経団連、産業構造審議会等、

させたため、他のアクター間の論理的枠組を超越する
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表１国立大学法人化までの主な動き

]、RITI言表明演説
小渕首相、所信表明演説で国家公務員の20％削減（今後10年間）を表明
号且号1句＝′、Ｃｌ
９
当Ｃ
内閣総理大臣の諮問機関である絲済戦''1各会議が「日本経済再生への戦|略」（答申）を発表。教育研究人材の流動性を視野
玉lT7大学０
に国立大学の法人化、大学評価に基づく競争的資源配分等、国立大学改革を本格的に言及
聾

国立大学教員等有志が「独立行政法人反対首都圏ネットワーク」結成
,
フ
経団連、「科学・技術開発基盤の強化について」を提言。国立大学の独法化を念頭に競争原理等による大学活性化を提言
ソ）Ｔ由ｐｌＩｙ禿(ﾗﾉ）iI:IfIlEI二Ｍ字Ｉ▽
[］
国立大学協会第105回総会にて独立行政法人の通則法の適用に反対

の堯悲
国立大学学長有志が「地方都TI｢に位置する国立大学の在り方について」で、独法化が地方国立大学の衰退につながると

表明
Ｆｌｒ

，
自民党政務調査会文教部会の高等教育研究グループが「高等教育政策」として国立大学の独法化を提言
国立大学協会、「設置形態検討特別委員会」を設置
背
文部科学省、「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」を
ＦｊⅢ

５，７２８Ⅱ、３５６７ｍ５６７９９川３４２７

月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月

７７８９９９９０００００１１１１１１２２３３
９９９９９９９０００００００００００００００

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

、
橋本首相を会長とする行政改革会議の「中間整理」において国立大学の民営化を言及
ワ）ｌ▽
国立大学協会理事会において、独立行政法人化についての反対を表明

二Hz単ﾗE署而議０

，
｡Ｘ匡巳ノLrIUI1I
行政改革大綱が閣議決定。国家公務員の削減率が25％に。
、
平沼経産相、内閣総理大臣の諮問機関である経済財政諮問会議に「新『'７場・扉)Ⅱ創出に向けた重点プラン」を提出し、
早期独法化を提言
ｙ〕７ヤーハｎＣ
、
遠山文科相、「大学を起点とする「|本経済活性化のための構造改革プラン」を発表。自らの国立大学改革案を提示
,
経産相の諮問機関である産業構造審艤会の瀧学連携推進′|､委員会の中間とりまとめ案で、国立大学教職員の非公務員化
に言及
側

経済財政諮問会議が「改革工程表」を発表し、法人化、非公務員化に言及
の言周ﾌ否;棺
,
文部科学省の調査検討会議が中間報告「新しい国立大学法人像」を発表。ここから法人化の枠組を本格的に検討
国立大学協会臨時総会にて文部科学省案に沿った法人化を大筋で「/侭
調査検討会議が「新しい国立大学法人像」最終報告を発表。非公務員』Ii11が事実｣二決定
斧「に

国立大学協会臨時総会にて、」t記最終報告に沿った形で法人化作業に取り組むことを決定
国立大学法人法案が閣議決定、｜玉1会提{1１
国立大学法人法が成立、公布（施行は04ｲ|ﾐ10月）

出所：中井（2004）その他各種政府資料.およびウェブサイトに基づき筆者作成

思想や理念を表現することはなかったことである。

分であった。西'1」（2003,plO6）は、独立行政法人

国立大学の法人化が、大学教職員の非公務員化、国

化は当該法人に対して目標設定・計画設定による裁量

立大学の非国有化という文脈における「いわば行財政

の縮小、目標・計画を定める事務事業の負担増および

改革の目玉」（天野2006,ｐ８）と椰楡されるのも極め

答責相手の多元化をもたらすと指摘する。そして、実

て自然である。

質的に主務省からの管理の自由を喪失させ、統制に従

うためのコンブライアンス・コストを結果的に増大さ
２３自律的な改革論議の欠如

せるという（同上)。国立大学法人法第30条第３項の

法人化という国立大学改革が新保守主義的思想とい

規定では、主務大臣は国立大学の意見を尊重し中期計

う潮流の中で推進されたが故、国立大学改革の改革が

画を設定するとされており、一方的に中期目標が設定

新保守主義的思想を淵源とする論議があって然るべき

される独立行政法人に比べ、組織としての独自性の発

である。しかし実際には、国立大学改革が新保守主義

揮は担保されている。しかし、「金太郎飴のような計

経済学の視点から十分検証されたとも言い難い。この

画」（原山2004,ｐ３）と椰楡される各大学の中期目標

ことは新保守主義的思想が国立大学の改革思想に内実

や中期計画の現状に鑑みると、次期中期目標および計

化していなかったことを示している。

画の策定において、助言という形での主務省による統

例えば、高等教育という公共財を中央政府の守備範

制行為、そのためのコンブライアンス・コストの増大

囲においてどう再定義するのか、公共選択論的な説明

も十分想定される。この問題についても法人化が「政

が不明瞭だったことである。本来なら、私立・地方自

府の失敗」の矯正を目的とするなら事前に議論される

治体立大学との関係,性もしくは相互の補完性の原理と

べきであった。

いう文脈で中央政府の高等教育に対する役割を整理し、
その帰結を法人化とする演緤的な論理的展開を明確に
されるべきであった。当該公共財の第一義的受益者で
ある一般市民の関心が低かった理由もここにある。

2.4改革思想の他律性

国立大学の法人化改革は新保守主義的思想という潮
流の中に身を置いていた。しかし、高等教育という公

さらには、法人化により可視化できないコストが増

共財としての再定義、法人化がもたらす新たな非効率

大する可能性、すなわち取引コスト論的な検証も不十

性等、新保守主義的思想が依拠する理論的な事前検証

国立大学改革と改革思想一改革思想の脆弱性とアントレプレナリズムー

が十分になされたわけではなかった。そのような中、

５

エージェント論は、委託者（プリンシパル）と受託

｢非国有化」「非公務員化」という政治・経済的要請の

者（エージェント）との契約関係に経済学的視点から

下に法人化は具現化される。1999年の本格的な議論が

接近するものである。例えば、プリンシパルの委託事

開始して以来、４年という短期間での国立大学法人法

項の実現のため、一定の自由裁量がエージェントに委

の成立であった。

ねられた場合、「情報の非対称性」が生まれる。この

このような改革プロセスから国立大学改革の改革思

ような条件下において、如何にエージェントを自らの

想に内在した問題点を総括すると次のようになろう。

利害ではなくプリンシパルの利害に基づき行動させる

まず、国立大学改革の改革思想は、新保守主義経済学

かに論及することである。また、その対応策として注

がその淵源となるが、政府行革との関係において強く

目されるのが目標管理や事後的なモニタリング、エー

顕在化した。そして法人化を求める政治・経済的要請

ジェントのインセンティブ維持のための報酬システム

によって、国立大学は政府行革の「改革客体」として

である。

議論の遡上に載り、国立大学改革は新保守主義経済学

Ｘ-非効率論は、独占企業や行政機関等、市場原理

的思想を背景に推進された。しかしながら、国立大学

に晒されにくい組織内部に生じる未知なる非効率'性に

改革の改革思想は、中央政府もしくは政府行革のマク

ついて究明するもので、この文脈において、論議され

ロ的視点から同改革の正当性の導出に寄与する一方、

るのが規制緩和、組織内自由度の確保等が論議される。

国立大学の視点に立った改革手段の具体的妥当性を主

いずれも新保守主義経済学が依拠する公共選択論の理

体的に導出するものではなかった。結局、国立大学改

論的枠組の一つである。

革の改革思想は自律的に存在したのではなく、政府行

したがって国立大学法人法では、中央政府が国立大

革の改革客体として、政府行革の改革思想を単に受容

学法人に高等教育という公共財の執行を委託するプリ

したに過ぎなかったのである。

ンシパルーエージェントの関係が構築されると共に、

「借り物や手軽な思想はしばしば現実に圧倒される」

当該関係の持つ弊害に対する防遇措置も施されている。

(養老2005,ｐ99）とされるが、法人化プロセスにお

例えば、文部科学大臣による「中期目標の設定（国立

ける国立大学改革の改革思想も「現実に圧倒される」

大学法人法第30条第１項)」、「各国立大学法人が策定

結末を辿ることとなった。すなわち、法人化という政

する中期計画の認可（同法第32条)｣、そして「中期目

策形成プロセスにおいては、改革客体としての改革思

標、中期計画の達成状況評価（同法第31条)」は、プ

想がその脆弱性の一因だったのである。本稿ではこの

リンシパルによる目標管理とその評価監視機能の付加

ような要因、すなわち陥穿を「改革思想の他律性」と

であり、「評価結果に基づく次期中期計画に係る運営

呼ぶこととする。

交付金の算定（法第31条)」は報酬システムの－形態

であり、エージェントに対するインセンテイブ強化を

3．国立大学法人法における国立大学改革の改革思想

目的としている。また、表２の文部科学省（ウェブサ
イト）による国立大学法人法の概要が示すように、法

では、法人化という国立大学改革第一幕の閉幕後に

おいても、なぜ改革思想の脆弱性は引き続き生じたの

人化による独自裁量の拡大、中央政府（文部科学省）

による規制の緩和等によって、中央政府の附属機関た

であろうか。本節では、法人化制度の理論的枠組を整

る国立大学に内在したＸ-非効率の低減措置も講じら

理するとともに、法人後の国立大学改革の方向性を明

れている。

らかにするため、同法の特徴を明らかにする。そして

このように国立大学法人法を概観すると、法人化と

第二幕となる法人化後の国立大学改革の現状を踏まえ、

いう国立大学改革は、理論的にも新保守主義的思想の

改革思想の陥奔について論じる。

アウトプットであること、また同法は中央政府の目線
で構成されていることが改めて認識できよう。

3.1国立大学法人法の理論的枠組
国立大学法人は、主務大臣は国立大学の意見を尊重

３２国立大学法人法のもう一つの含意

し中期計画を設定する（国立大学法人法第30条第３項）

上記のように中央政府中心であった国立大学改革で

等により、一定の独自性が担保されているが、同法は

あったが、国立大学法人法の成立によって、改革の性

独立行政法人法の規定を多く準用しており、独立行政

格が自ずと転換したことに着目しなければならない。

法人の－形態といえる。そして、独立行政法人の理論

それは改革アジェンダの転換である。同法成立前の

的枠組は、いわゆるエージェント論とＸ－非効率論に

改革目的は国立大学の「非国有化」「非公務員化」で

依拠している（長島2004)。

あったが、同法成立により「国立大学法人の組織力強

西出順郎

６

表２国立大学法人制度の概要
１「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保
（１）国の行政組織の一部→各大学に独立した法人格を付与

（２）予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定
２「民間的発想」のマネジメント手法を導入
（１）「役員会」制の導入によりトップマネジメントを実現
（２）「経営協議会」を置き、全学的観点から資源を最大限活用した経営

３「学外者の参画」による運営システムを制度化
（１）「学外役員制度」（学外有識者・専門家を役員に招聰）を導入
（２）経営に関する事項を審議する「経営協議会」に学外者が参画
（３）学長選考を行う「学長選考会議」にも学外者が参画
４「非公務員型」による弾力的な人事システムへの移行
（１）能力・業績に応じた給与システムを各大学の責任で導入
（２）兼職等の規制を撤廃し、能力・成果を産学連携等を通じて社会に還元
（３）事務職を含め学長の任命権の下での全学的な人事を実現
５「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行
（１）大学の教育研究実績を第三者機関により評価・チェック
（２）第三者評価の結果を大学の資源配分に確実に反映
（３）評価結果、財務内容、教育研究等の'情報を広く公表
出所：文部科学省（ウェブサイト）に一部加筆

化」に力点が置かれることになった。同法による、規

国立大学理事が吐露したこうした改革への空虚感、徒

制緩和に基づく組織運営の弾力化や評価に基づく資源

労感は、学内外で灰聞される。

配分のシステム化は市場原理にも耐えうる大学運営を

すなわち、法人化直後の国立大学改革では、次なる

要請したものであり、アジェンダ移行の証左といえる。

｢現実」を見据え先導する思想的根拠が、顕在化もし

同時に、改革の主たるアクターおよびその責任主体が

くは一般化する状態にまで至っていなかったのである。

プリンシパル（中央政府）からｴージェント（国立大

このような現実を踏まえると、法人化後の国立大学改

学法人）へ移行したことになる。このことは国立大学

革において、マネジメント改革の羅針盤となるべき確

改革のアウトプットが各国立大学法人の具体的取組で

たる思想の発現を期待することは困難であったといえ

あり、経営力向上がアウトカムとして再設定されたこ

る。今後、自律的思想のない改革が続くのなら、プリ

とを意味する。すなわち、国立大学改革の潮流は、同

ンシパルヘの追従を第一義的な価値として、西山

法の成立によって、中央政府による国立大学のガバナ

(2003）の指摘するコンブライアンス・コストの増大

ンス改革から国立大学法人のマネジメント改革へと転

等、法人化の理論的枠組とは逆行する可能性も否定で

換したのである。

きないであろう。

3.3改革思想の非自己止揚'性

おいては、脆弱な改革思想を昇華し得ない陥穿が内在

すなわち、国立大学法人法制定後の国立大学改革に
政府行革の文脈において、ガバナンス改革によって

していたのである。本稿では、これを「改革思想の非

高等教育という公共財の「絶対的」価値を縮小すると

自己止揚性」と呼ぶこととする。非自己止揚性とは、

共に、国立大学法人のマネジメント改革によって「相

法人化の実現で政府行革的思想の影響力が国立大学改

対的」価値の向上を目論むことは、次なる「現実」の

革において縮小したこと、その縮小のため、他律的で

動きは極めて自然である。しかしながら、これまでの

あった国立大学改革の改革思想が一層暖昧になったこ

｢現実」に圧倒され、己を十分に確立しなかった国立

と、また影響力の縮小が国立大学改革の変質であった

大学改革の改革思想は、次なる「現実」を予見し、自

ことを十分読み取れなかったこと、その結果、次なる

らの改革を先導する状態にまで高揚したとは言い難い。

｢現実」との対１１１寺においても自らの新たな改革思想へ

法人化直前、当時の国立大学関係者によって国立大
学の経営力強化を訴える貴重な一石が投じられたが

と国立大学改革の思想が止揚できなかったことを意味
する。

(本間2002)、新保守主義的思想に対時する具体的メル
クマールの標梼を主眼とするものではなかった。

４新たな改革思想～地方自治体改革から～

法人化後は、財政運営および学内の意識改革に対す
る不安が増幅している（朝日新聞2005)。また「大学

以上、法人化プロセス及び法人法を通して、脆弱な

改革は形だけで魂が入っていない」と、ある勉強会で

改革思想をもたらす陥穿を明らかにした。国立大学の

国立大学改革と改革思想一改革思想の脆弱性とアントレプレナリズムー

７

法人化プロセスにおいては、政府行革の潮流に圧倒さ

中村（1999）は自らの取材と通じて、行政改革のパイ

れて自律的な改革思想を発芽できなかった改革思想の

オニア（上山2002）たる三重県の改革理念を、生活者

他律性、法人化後においては、そのアウトプットであ

起点の確立、分権時代への移行、情報革命への対応、

る国立大学法人法によって転換した国立大学の改革ア

民間手法の導入と表現している。具体的には、住民本

ジェンダに即した改革思想へと昇華できなかった改革

位の行政経営、組織内の権限移譲、情報共有による住

思想の自已止揚'性である。

民との協働、市場原理の導入である。行政評価システ

前述のディモックやケインズの指摘に鑑みても、改

ムを皮切りに、これらの行動原理も広く浸透するよう

革遂行において「思想」の確立は重要要素の一つであ

になり、各多くの地方自治体で、戦略的計画策定、組

る。しかしながら国立大学改革においては、その改革

織内権限移譲、ＮＰＯとの協働等、従来の官僚制では

思想は他律的であり自己止揚することなく、その結果、

想定し得ない取組が実践されることになった。

法人化後においても国立大学改革を先導する原動力に
なるまでには至っていないのである。

４２アントレプレナリズムの導入

では国立大学改革を牽引する自律的な改革思想とは

このような地方自治体改革の理念はどのような思想

実際に発現し得るのだろうか。本節ではその解を紐解

から発現したのか。それは1995年、三重県知事に就任

く一助として、地方自治体改革の改革思想を論じると

したばかりの北川知事およびそのスタッフが着目した、

共に、それと国立大学改革の改革思想の特徴を比較し

米国の改革運動やその思想に由来する（中村1999，上

て、なぜ地方自治体が自律的な思想を確立し得たのか

山・伊関2003)。すなわち、それは1970～90年代にか

を考察する。

けて、米国地方政府の行政改革に通底したアントレプ

4.1地方自治体改革

赤字を抱え、行政システムへの信頼も地に落ちた中で、

レナリズム（Entrepreneurism）であり、膨大な財政
1995年以降、政府行革と連動しながら各地方自治体

リスクを負いながらも柔軟'性、順応`性に富んだ取組を

は、行政改革に関する推進委員会を設置し、そこでの

推進、成功させた政府の起業家的思想・理念を一般化

議論を踏まえ各々の行革大綱を策定した。その主たる

したものを指す。時にオズボーン＆ゲプラー（1992,

目的は、中央政府と同様に健全な財政運営や行政シス

邦訳1995）は、当時の革新的な行政経営を10の行動

テムのスリム化にあった。また、同年８月には地方六

原理に集約し、その存在を知らしめた。

団体が中心となり、地方分権推進本部が立ち上がり、

これらの諸原理は新保守主義的思想に依拠したもの

国と地方の役割分担等、対中央政府との関係性でも改

ではあるが、最大の本質はその類似性に帰着するもの

革が着手される。

ではないことに着目しなければならない。なぜならオ

そのような中、地方自治体は極めて深刻で組織を震

ズボーン＆ゲプラー（1992,邦訳1995,ｐ７）が「こ

憾させる局面に達した。社会の成熟化に伴う多様な住

れまでの自由主義や保守主義では行政が直面している

民ニーズへの対応が不十分であるにもかかわらず、連

今日的問題をうまく対処できない」と指摘するように、

綿と続く費用対効果の低い公共事業や巨額な組織的不

アントレプレナリズムは、民営化や経費削減のような

正支出の存在が露呈したことである。特に不正支出の

権力的な取り組みでは解決できない、すなわちお役所

実態は架空の旅費支出命令を切り、その支出金を一旦

仕事に代表される悪しき官僚主義の克服を強く志向し

プールし官官接待等に流用した悪質なもので、長年に

た改革思想であり、また、行動規範としての組織変革

わたって日常的に行われてきた。全国の地方自治体が

を常に意識しているからである。故にアントレプレナ

不正に支出した額は1998年時点で436億円にも達した

リズムの行動原理は、受け身的で課題対処型の官僚的

とされる（上山・伊関2003)。不正支出という不祥事

行動規範ではなく、リスクに挑む課題発見、解決型の

は地域住民の行政不信を増幅させ、その追及は個々の

起業家精神による行政経営を実現する「てこ」と称さ

職員にまで及ぶこともあった。地方自治体にとって

れている。

｢信用回復」は、正しく喫緊の課題となった。

日本の地方自治体改革においても行政不信を払拭す

地方自治体改革は、信頼回復や自らの変革を求め、

べく、改革の視点をインプット（人的資源・財源）の

自らのイニシアチブによって始動することになる。そ

削減以上に、プロセス（組織内の意思決定、業務規則）

の端を発したのは三重県である。1995年、三重県は全

の透明化・効率化やアウトプット（行政サービス）の

国に先駆けていわゆる行政評価のシステムを導入して

質の向上に軸足が置かれており、表３に示す10の行動

全国的に脚光を浴びた。その特徴は改革に対する確た

原理が正しく改革の原動力となった。このような思想

る理念を標傍したことにあり、ジャーナリストである

の内実化は権威による上意下達で達成できるものでは
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８

ない。近年の地方自治体改革は、中央政府主導による

ＮＰＭという用語向体存在しなかったとする改革推進

従来までの動きとは極めて異例であり（上山・伊関

担当職員の発言や民間手法の導入といったマネジャリ

2003)、海外から水平的影響を受け、それを主体的に

ズムではなくリスクに挑むアントレプレナリズムの思

吸収した自律的改革であったといえる。

想的発現を重視したことを踏まえた結果である。

表３イj政経`獣におけるl()の行動Ｂｉ(理

4.3両改革とアントレプレナリズムの発現

１２３４５６７８９Ⅲ

国立大学改革とは異なり、地方自治体改革が自律的

船を漕ぐのではなく舵を取る。
地域社会が政府を所有する。

な改革思想を発現し得た理由は、両者の比較から二つ

競争を促進する。
使命を重視する。

挙げられる。

第一に、改革当初の外的環境の相違である。地方自

成果を重視する。
顧客を重視する。

治体は、財政状況の悪化のみならず度重なる失策、不

企業化し、収入増を考える。

祥事が相次ぎ、地域住民からの不信が増幅する中、向

先見,性を持って予防する。

浄能力機能の存在を示すことで、信頼回復を勝ち取る

分権化する。
Tl7場原理をＷＩｌする。

しかない状況に追い込まれていた。一方、国立大学の

l-U所：オズボーン＆ゲプラー（1992,）２'1訳1995）に基づき
筆者作成

場合、外圧とも言える政治的・経済的要請によるアク

地方自治体改革を含む近年の行政改革の潮流は、新

かった。

ター利害'が改革の端緒となる一方、国立大学そのも
のが一般社会から強烈な批判を浴びていたわけではな

保守主義が依拠する公共選択論と現場責任者への権限

輔二に、改革主体の相違である。地方自治体の場合、

移譲と結果責任の付与等、民間手法の行政への導入を

住民からの信頼を回復するため、向らが改革の主体を

概念化したマネジャリズム（Managerialism）に理

演じることが重要であり、中央政府に先んじて改革の

論的説明を求めている。また英国等の先進諸国の行政

取組を実践した。国立大学改革においては、アクター

改革の共通した試み全体の総称であるＮＰＭ（New

''１１の関心時である'三|立大学の制度設計に終始し、その

PublicManagement）の一部と論じられている（大

]ｉ体は、国立大学そのものではなく、大学設置者であ

住2001,後2002，玉村2003,国土交通省国土交通政策

りアクター利害の中枢にある中央政府となった。

研究所2001)。ＮＰＭは、1991年にイギリスの行政学者

すなわち、以上のような相違が改革思想の相違をも

Hoodが初めて提唱したとされ（玉村2003)、1990年

たらすことになったのである。地方自治体は、新保守

代後半になって日本でも本格的に議論されるようになっ

主義的思想だけでは対処できない「現実」を超越すべ

た。なお本稿では、地方自治体改革の改革思想を

く新たな改革思想を海外の行政改革から水平的に流人、

ＮＰＭもしくはＮＰＭ的思想として論及することを枠

吸収した。この思想はアントレプレナリズムを志向し、

えた。それは、三重県等、初期の行政改革現場では

自らのレッドテープを反認したものである。これは、

表４地ﾉﾌ｢]治体におけるlfliI1した改D1i1i思想の発剛J要因及び両改１１１１〔の改革思想の特徴

○地方自治体における自律した改7111〔思想の発現要|天１（|玉|立大学改革との比較において）
要因

外的環境の相違
改革主体の相違

0

地力、治体改革

自らの失策・不祥事が招いた一般社会からの行政不信
－ケ

自浄能力機能の証ｌＶｌ

地力Ｉ上1治体→

国立大学改革

政治l'脚・経済l(19外圧によるアクター利害
稀薄な当蛎音意識
－〉

【１１火政府→

主体的な改革が可能

改i111〔に対する受身的な姿勢

○両改革の改革思想の特徴
特徴

地方１.治体改革

国立大学改Ji1i

思想の発現原因

，
ｿ
米国地方政府の改革思想の水平的流人

政府行革思想の乖直的流入

主たる改革思想

新保守主義的思想アントレプレナリズム

新保守主義的忠想

主たる行動規範

顧客重視、成果亜視

小さな政府、規制緩和

改載形態

マネジメント改

フ）7F←/hｎＣ
中央政府のためのガバナンス改U1i1〔から法人化を機にマネ
ジメント改革へ

出所：筆者作成

国立大学改革と改革思想一改革思想の脆弱性とアントレプレナリズムー

顧客重視、成果重視といった、従来の行政に最も基本

９

想的背景の欠如にあると|釿言せざるを得ない。このま

的なことでありながら欠落していた行動原理の徹底に

まなら、改革は外形的な形でのみ完結し、内実化しな

よって具現化された。一方、国立大学改革では、政府

い可能性もある。重要なのは目的を具現化する手段で

行革を是としたアクター利害を支持する新保守主義的

あり、手段のための手段ではない。

思想が議論の背景となり、いわば垂直的に流入した。

改革という政策過程においては、改革思想は問題解

よって、小さな中央政府を実現する、政府の失敗を是

決のためのヒューリスティック２な政策情報である。

正する手段として論じられ続けたのである。自らの改

法人化後の国立大学改革においては、アントレプレナ

革思想は他律的なまま、中央政府の新保守主義的経済

リズムに通底する理念、行動原理がそのような役割を

学思想に追従する結果をもたらした。その後、国立大

牽引するのではないだろうか。

学改革は、第一義的に中央政府のためのガバナンス改

今や法人化によって国立大学法人の裁量権と共に経

革であったが、既述のように法人化後は自らが改革

営の不確実性も拡大し、財務、人事、知的財産等、す

主体となるマネジメント改革へと転換する。
以上で論じた、地方自治体における自律した改革思

べては従来のような「価値」の維持管理ではなく、市

場原理の中で「価値」の向上を目指すマネジメント客

想の発現要因及びそれらによって生じた両改革の改革

体と化している。国立大学法人は、中央政府との関係

思想の特徴については、表４のとおり整理される。

性を再構築し、自ら船を漕ぐだけでなく、自らかじ取
りを行う立場に転じたこと;を改めて認識する必要が

５．結びに代えて～アントレプレナリズムヘの期待～

ある。

本稿では、まず国立大学法人化までの政策形成プロ

謝辞

セスとアウトプットである国立大学法人法を通して、
脆弱な改革思想をもたらす陥奔について考察した。法

本稿の草稿に対しては、査読者はじめ日頃ご指導等

人化プロセスにおいては中央政府の改革思想に依拠す

頂いている諸先生方から有益なコメントを頂いた。こ

る国立大学改革思想の他律性を、国立大法人法におい

の場を借りて感謝申し上げる。

ては自らの改革として更なる段階へと発展し得なかっ
た非自己止揚性として論じた。

､、

圧

記

次に、国立大学改革の新たな思想的メルクマールを
示唆する上で、地方自治体改革の改革思想を考察した。

１

|司改革の改革思想がリスクに挑み官僚主義の打破を目

題に関して潜在的・顕在的に有する利害」である

論むアントレプレナリズムに依拠していたとするとも
に、それが国立大学改革ではなく地方自治体改革に発

(縣2004,pl8)。
２

現した要因を外的環境、改革主体の相違にあるとした。

る、経験的に得られた指針」である（堀井2004,

とした地方自治体の改革形態、改革主体に国立大学改
状態にあるといっても過言ではない。アントレプレナ

ヒューリスティックとは、「常に有効である保証

はないが多くの場合解決方法の発見に導いてくれ

法人化後の国立大学改革は、マネジメント改革を核

革のそれらが接近する中で、主体的な改革思想は真空

アクター利害とは、「関連するアクターが当該問

p２４)。
３

オズポーン＆ゲプラー（1992,邦訳１９９５ｐ38）
を参照。

リズムに通底するリスクに挑む姿勢、事前に課題を発
見し、解決する起業家的な積極性を求める精神は、法

人化後の国立大学改革を内実化させ、「現実」に圧倒
されることなく、官僚的な行動規範や組織ルールを払
拭する役割を果たすのではないか。

勿論、法人化後、多くの国立大学法人が経営力の向
上、教育研究の質の向上のため、取組を実践している

(国立大学法人評価委員会ウェブサイト)。また、地方
自治体改革にも問題は山積し、例えば改革の原動力た
る評価については、その実効性については多くの批判
もある（西出2001)。しかしながら、本稿で触れた改
革への批判の根元にあるのは、自律的な行動とその恩
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The vulnerability of the Reform Thought
and Entrepreneurism
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the factors of the vulnerability of the National University
Reform Thought. From the viewpoint of public management, the focus was on the reform thought both in the
policy process of making national universities into independent administrative corporations and in its output,

National University Corporation Act. The pitfalls causing the vulnerability of the reform thought, heteronomy
and non self-sublation of the reform thought, were described. The reform thought of the Japanese Local

Government Reform was examined to seek the Merkmal of future thought of the national university reformentrepreneurism. The age of operating higher education as public goods is over, and the time has come to
manage "value" of higher education. National universities need to recognize again that they should not only
operate but manage themselves.
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