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はじめに

　イングランドでは、在学時における授業料について
は全額を、生活費についても大半を賄うことのできる
ローン制度があり、ある意味では「無償化」が実現し
ている。ローンであるにも関わらず、「無償化」と敢
えて表現する理由は、そのローンの返還方式にある。
いわゆる所得連動返還方式であるが、大きな特徴は、
①所得が一定の閾値を超えた段階から超過額の９％を
源泉徴収の形で税金と共に徴収されること、②卒業後
30 年で残債務が帳消しにされることである。この制
度は、全額が返済されることを想定しておらず、貸出
額の 4 割程度が未返済のまま残り、これを最終的に
政府が負担することを前提に設計されている。このた
め、高等教育への投資額の一部について卒業生が十分
な所得を得るようになった後に負担（貢献）している
とみることもできる。すなわち、在学時には無償で、
卒業後自らが受けた高等教育の経費負担について貢献
する制度ともいえる。
　この制度は大きくまとめると、以下のような変遷を
経てきた。
•　1990 年の生活費支援ローン及び所得連動返還方
式の導入、
•　1998 年の前払い授業料有償化（￡1,000 ≒ 22 万
円、当該年 1 月の為替レート）、
•　2006 年の授業料引き上げ（￡3,000 ≒ 64 万円）
及び後払い授業料のためのローン導入、所得連動返還
方式の適用、
•　2012 年の後払い授業料の大幅な引き上げ（￡
9,000 ≒ 113 万円）

さらにこの間、生活費支援を目的とする給付制奨学金
が廃止され、復活し、さらにまた廃止されるという経
緯もあったが、現在では授業料及び生活費支援とも
ローン制度・所得連動返還方式となっている。
変遷の概要は Table1 のとおりであるが、他で詳しく
報告されているのでこれ以上立ち入らない。
授業料有償化以来 20 年を経て、政策としては成熟し、
近年の論文では①大学進学率、②所得階層間の進学格
差、③教育の質を支える学生一人当たり大学予算のい
ずれの指標においても改善を続けていると評価されて
いる。
本稿では、現行制度とその特徴を紹介したうえ、成熟
期を迎えたこの制度が直面している課題について論じ
る。

現行制度

　2019 年現在の授業料は 2012 年の￡9,000 以降
の イ ン フ レ 率 を 反 映 し て 上 限 が ￡9,250（132 万
円）となっており、各大学がコースごとに自由に設
定できる。なお、2016 年に導入された教育評価制
度「Teaching Excellence and Student Outcomes 
Framework」においては、一定の評価を得た大学は
インフレ率に応じて授業料の上限を引き上げてよいこ
ととされた。この結果、2017 年よりほとんどの大学
の授業料の上限は￡9,250 に改訂された。ほとんどの
大学がほとんどのコースにおいて￡9,000 以上を課し
ており、期待されたような価格競争は存在しない。こ
の背景には、ローンの未返済分は結局政府負担となる
ため大学側にリスクがないこと、また、低廉な価格を
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提供すると、教育の質が劣るとみなされる恐れがある
ためと考えられている。授業料は就学時においては、
政府系機関であるスチューデント・ローンズ・カンパ
ニー (SLC) が政府の借入金を資金として直接大学に交
付する。
　また、生活費支援については、ロンドン市内・自宅
外のケースで最高￡11,672（172 万円）まで借り入
れることができ、大半をスチューデント・ローンズ・
カンパニーからのローンで賄うことができる。
　これらのローンについては統合され、卒業後、所得
が￡25,725（378 万円）を超えた時点からその超過
分（所得―25,725）の９％を雇用主が源泉徴収し税
金とともに歳入関税庁に納付することとなっている。
就学時に多額の出費を必要としないため、消費の平準
化ができる仕組みとなっている。また、閾値を超えた
とたんに多額の返還金が発生する「崖っぷち効果」を
防ぐために所得と閾値の差額の一定部分を返還するよ
う工夫されている。さらに、法律で雇用主に源泉徴収
が義務付けられており、回収が効率的に行われる制度
になっている。
　このローンは卒業後 30 年経過後に未返済分が帳消
しにされることとなっており、貸出額の約 44％が未
返済のまま政府負担になるとみられている。
　ローンに対する利子については、在学中はインフ
レ率＋ 3％が一律に課され、卒業後は所得が返還閾値

（￡25,725）に至るまではインフレ率のみ、その後所
得が上昇するにつれ利子率も上がり、￡46,306（681
万円）を超えるとインフレ率＋３％が課せられる。政
府の借入利率とは連動していない。
　卒業後の所得が低い者は未返済のままローン残額
が帳消しにされるため、多額のローンを負うことに対
する不安を軽減できる。また、大切なことは、借入
額の多寡にかかわらず、返還額は所得に応じて決まる
点である。さらに、所得の高い者には利子率が累進的
に適用されるため、借入額以上の返還をすることにな
り、所得再配分機能も有している。現行制度の概要を
まとめたのが Table2 である。

現行制度の評価

　￡9,000 を超える授業料は先進国の中でも極めて高
額であり、OECD 諸国の中でも米国の私立大学に次
ぐ水準である。高額な授業料のおかげで政府からの教
育関連交付金の減額にもかかわらず、大学財政は大幅
に改善している。2012 年に授業料の上限を￡9,000
に引き上げた際、政府はその後 4 年間で教育関連の
交付金を 40％削減することとした。Table3 は近年の
大学の収入構成の推移をまとめたものである。
　Figure1 からわかるように、2012 年の授業料の大
幅引き上げ及び教育関連交付金の大幅削減により、イ
ングランドの大学の主要な収入は授業料に大きくシ
フトしたことがわかる。一方、収入総額としては実質
額で見ても、近年まで増額傾向にあったことが読み取
れる。
UK 全体の統計であるが、有償授業料の導入前の
1994 年と 2017 年の関連指数を比較した Table を以
下に掲げておく。実質学部学生一人当たり支出額は、
この間に約￡16,000 から約￡24,600 へと 1.5 倍に
なっている。

イングランドの授業料・生活費支援制度の変遷

（出典）筆者作成

Table 1　イングランドの授業料・生活費支援制度の変遷
イングランドにおける授業料及び生活費支援関連制度の概要（ ）

（出典）筆者作成

現行制度の評価

￡ を超える授業料は先進国の中でも極めて高額であり、 諸国の中でも米国の私立大学に次ぐ
水準である。高額な授業料のおかげで政府からの教育関連交付金の減額にもかかわらず、大学財政は大幅に
改善している。 年に授業料の上限を￡ に引き上げた際、政府はその後 年間で教育関連の交付金
を ％削減することとした。 は近年の大学の収入構成の推移をまとめたものである。

イングランドの大学の収入構成の推移（ 億ポンド）

Table 2　イングランドにおける授業料及び生活費支援
関連制度の概要（2019）
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ローン制度は 9 割以上の学生に利用され、大学進学
を下支えしてきた。この間の大学進学率も着実に上
昇を続けており 19・20 歳の大学進学率は 1997 年の
16％から 2015 年には 35％へと 2 倍以上に上昇して
いる。また、階層意識が強いといわれる中、所得階層
間の大学進学率の格差は少なくとも止まったか、わず
かに縮小したと評価されている。
　本制度の生みの親というべき London School of 
Economics の Nicholas Barr 教授は、当初から、大
学財政や生活費を賄うための十分高額なローン提供、
財政悪化を防ぐために政府による利子補給金を組み込
まないことを主張していた。利子補給金は残債務を帳
消しにされる低所得者ではなく、借入額以上を納付す
ることになる高額所得者を利することになるからであ
る。これらは、現行制度においてすべて実現した。
　所得階層間の進学格差を悪化させることなく高等教

育の大衆化を財源面で支えてきたイングランドの授業
料・生活費支援制度は成功だったと考えられるが、近
年ではいくつかの課題が浮上し調整局面に入ってい
る。

課題（近年の動き）

　第一の課題は、政府財政面での持続可能性である。
本制度はローン貸出額の一部を最終的に政府が負担す
ることによって、負債の重圧感を緩和するところに
政策の特徴がある。現行制度では、ローン貸出額の 4
割以上が政府負担になると推計されている。現在、年
間 100 万人以上の学生に対して 160 憶ポンド（2 兆
2,400 億円）が貸し出され、2019 年の累積貸出額は
1,210 憶ポンド（16 兆 9,400 億円）に達している。
また、今世紀半ばには、累積貸出額が 4,500 憶ポン
ド (63 兆円 ) に到達すると見られている。高額な授業
料を借り入れた卒業生が増えるにつれ政府の負担額も
増加していく。このような状況の下では、経済・雇用
状況が返還額に大きく作用する。実際の残債務が明ら
かになるのは 30 年後であるため、政府財政は後年度
にリスクを先送りしているとみることができる。
　第 2 の課題は、第 1 の課題とも深く関連している
が、本制度が容易に政治問題化し制度として不安定な
点である。本制度の主要条件を決定するパラメータと
しては、①授業料や生活費支援の上限額、②在学中及
び卒業後の利子率、③返還開始の時期を決める所得額
の閾値、④閾値を超える所得額に対する返還率、⑤残
債務を免除する年限の 5 種類がある。この中で 20 年
間にわたり変更がなかったのは④返還率の９％だけで
ある。これまでの制度の変遷をたどると、政府負担と
学生支援充実のバランスを図ることがいかに政治的に
複雑な問題であるかがわかる。主な制度変更の節目の
前後で政府と学生（卒業生）の負担がどのように変化
してきたか Table5 及び Figure ２で示す。これらか

同 （ 価額表示 億ポンド）

イングランドの大学の収入構成の推移（ 価額表示 億ポンド）

（出典） （ ）“Higher education tuition fees in England”, House of 
より筆者が作成

からわかるように、 年の授業料の大幅引き上げ及び教育関連交付金の大幅削減により、イン
グランドの大学の主要な収入は授業料に大きくシフトしたことがわかる。一方、収入総額としては実質額で
見ても、近年まで増額傾向にあったことが読み取れる。

全体の統計であるが、有償授業料の導入前の 年と 年の関連指数を比較した を以下に

Figure 1　イングランドの大学の収入構成の推移
（2018 価額表示　10 億ポンド）（出典）Sue Hubble 
and Paul Bolton（ 2018 ）“Higher education 
tuition fees in England” , House of Commons 
Library Briefi ng paper, Number 8151, p17 より筆
者が作成

イングランドにおける授業料及び生活費支援関連制度の概要（ ）

（出典）筆者作成

現行制度の評価

￡ を超える授業料は先進国の中でも極めて高額であり、 諸国の中でも米国の私立大学に次ぐ
水準である。高額な授業料のおかげで政府からの教育関連交付金の減額にもかかわらず、大学財政は大幅に
改善している。 年に授業料の上限を￡ に引き上げた際、政府はその後 年間で教育関連の交付金
を ％削減することとした。 は近年の大学の収入構成の推移をまとめたものである。

イングランドの大学の収入構成の推移（ 億ポンド）

Table 3　イングランドの大学の収入構成の推移（10
億ポンド）　（2018 価額表示　10 億ポンド）

同 （ 価額表示 億ポンド）

イングランドの大学の収入構成の推移（ 価額表示 億ポンド）

（出典） （ ）“Higher education tuition fees in England”, House of 
より筆者が作成

からわかるように、 年の授業料の大幅引き上げ及び教育関連交付金の大幅削減により、イン
グランドの大学の主要な収入は授業料に大きくシフトしたことがわかる。一方、収入総額としては実質額で
見ても、近年まで増額傾向にあったことが読み取れる。

全体の統計であるが、有償授業料の導入前の 年と 年の関連指数を比較した を以下に

Table 4　UK 高 等 教 育 の 学 生 一 人 当 た り 支 出 額
（10 億 ポ ン ド ）　（ 出 典 ）Paul Bolton（2019） “ 
Higher Education Finance Statistics” , House of 
Commons Briefi ng paper, Number 5440, p8 より
筆者が作成

掲げておく 。実質学部学生一人当たり支出額は、この間に約￡ から約￡ へと 倍になって
いる。

高等教育の学生一人当たり支出額（ 億ポンド）

（出典） （ ） “ Higher Education Finance Statistics”, House of Commons Briefing paper, 
より筆者が作成

ローン制度は 割以上の学生に利用され、大学進学を下支えしてきた 。この間の大学進学率も着実に上
昇を続けており ・ 歳の大学進学率は 年の ％から 年には ％へと 倍以上に上昇してい
る。また、階層意識が強いといわれる中、所得階層間の大学進学率の格差は少なくとも止まったか、わずか
に縮小したと評価されている 。

本制度の生みの親というべき の 教授は、当初から、大学財政
や生活費を賄うための十分高額なローン提供、財政悪化を防ぐために政府による利子補給金を組み込まない
ことを主張していた。利子補給金は残債務を帳消しにされる低所得者ではなく、借入額以上を納付すること
になる高額所得者を利することになるからである。これらは、現行制度においてすべて実現した 。

所得階層間の進学格差を悪化させることなく高等教育の大衆化を財源面で支えてきたイングランドの授業
料・生活費支援制度は成功だったと考えられるが、近年ではいくつかの課題が浮上し調整局面に入ってい
る。

課題（近年の動き）

第一の課題は、政府財政面での持続可能性である。本制度はローン貸出額の一部を最終的に政府が負担す
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らわかるように、制度変更が行われると政府負担割合
と学生（卒業生）による返還金の割合が大きく変化す
る。したがって、上記のパラメータは容易に政策の争
点となりうる。
これらのパラメータは直ちに政府の財政負担額に反映
されるものであるが、時々の政権にとっては将来にリ
スクを先送りしつつ目の前の有権者に対して寛容な条
件を提示しようとする傾向がある。その具体例が近年
の一連の動きである。ことの発端は、政府が 2015 年
に発表した政策提案文書である。政府は 2012 年に授
業料を￡3,000 から￡9,000 に引き上げた際、返還開
始の所得閾値も従前の￡15,000 から￡21,000 に引
き上げたうえ、以後所得の上昇に応じて閾値をスライ
ドさせて返還開始条件を緩和していく旨約束してい
た。しかし、その後政府負担額を削減するためにこれ
を反故にして 2012 年入学生が返還を開始する 2016
年から 5 年間￡21,000 に凍結する旨発表した。この
ような状況の中、学生の間で不満の声がソーシャル
ネットワークを通じて拡大して政治問題化した。学生
が問題にしたのは、在学中の付加利子率（複利）がイ
ンフレ率 +3% で利子が多額に上ったこと及び政府が

約束を反故にしたことであった。2012 年の授業料高
騰後のローンを利用した学生が 2016 年になって、自
らの総借入額が￡41,976(743 万円 ) にものぼってい
たこと、及び月の利子が最高￡180（32,000 円）になっ
ていたことに驚き国会議員に手紙を書き、これがソー
シャルネットワーク上で拡散したと新聞で報じられて
いる。また、別の学生は政府が返還開始の閾値を所得
に応じて引き上げていく約束をしていたのを反故にし
たことを問題にして、これを撤回するよう請願書を集
めて国会議員に提出したことが紹介されている。この
ような状況の中、2017 年 6 月の総選挙を前に労働党
は、授業料無償化、給付制奨学金復活を盛り込んだマ
ニフェストを発表し、総選挙では議席数を伸ばした 。
議席数を減らして単独過半数を失った保守党 May 首
相は、2018 年 2 月になり、閾値を￡21,000 から￡
25,000 に緩和したうえ、所得に応じて引き上げるこ
と、及び 18 歳以降の教育財政について包括的な見直
しを行う旨発表した  。
　この見直しは、金融界出身の Philip Augar を委員
長とする委員会で検討され、2019 年 5 月に「Review 
of Post-18 Education and Funding」 と題する報告
書を退任直前の May 首相に提出した。その要点は、
①授業料を最も廉価な分野の教育経費￡7,500 に合わ
せて￡9,250 から引き下げること、収入の差額分に
は政府交付金を充当すること、②在学中の利子率を
インフレ率のみとすること（＋３％を廃止）、③返還
開始所得の閾値を￡23,000 に引き下げること、④残
債務免除の期限を卒業後 30 年から 40 年に延ばすこ
と、⑤利子の付加によって実質返還額が実質借入額
の 120％以上にならないよう上限を設定すること、⑥
給付制奨学金を復活させること、⑦「返還」という表
現をやめて「貢献」とすることの 7 点に集約できる。
これらの提案は政府と学生（卒業生）の負担を次の
Table6 に示す方向にシフトさせる。
　次にこれらの提案が財政面に及ぼすインパクトにつ
いて大学協会である UKK が委託した調査結果がある
ので掲げておこう。これによると、政府のローン関連
負担は大幅に削減されるが、給付制奨学金の復活と教
育費交付金の増額でかえって負担が増えると推計され
ている。一方、高等教育機関の収入合計はほぼ増減が
ない。一方で学生 ( 卒業生 ) の負担については、男性
は生涯の返還金が減少し、女性は増加するとみられる。
このことは、卒業後低所得の者に負担がシフトするこ
とを意味しており、高所得者ほど多く返還するという
累進性が弱まることを意味している。

Table 5　イングランドにおける高等教育の政府負担額
と学生（卒業生）負担額の変遷 (10 憶ポンド )

（ 出 典 ）Chris Belfi eld, Christine Farquharson, 
Luke Sibieta（ 2018） “2018 Annual Report on 
Education Spending in England” , Institute for 
Fiscal Studies, p82 より筆者が作成

ることによって、負債の重圧感を緩和するところに政策の特徴がある。現行制度では、ローン貸出額の 割
以上が政府負担になると推計されている。現在、年間 万人以上の学生に対して 憶ポンド（ 兆

億円）が貸し出され、 年の累積貸出額は 憶ポンド（ 兆 億円）に達している 。ま
た、今世紀半ばには、累積貸出額が 憶ポンド 兆円 に到達すると見られている。高額な授業料を借
り入れた卒業生が増えるにつれ政府の負担額も増加していく。このような状況の下では、経済・雇用状況が
返還額に大きく作用する。実際の残債務が明らかになるのは 年後であるため、政府財政は後年度にリス
クを先送りしているとみることができる。

第 の課題は、第 の課題とも深く関連しているが、本制度が容易に政治問題化し制度として不安定な点
である。本制度の主要条件を決定するパラメータとしては、①授業料や生活費支援の上限額、②在学中及び
卒業後の利子率、③返還開始の時期を決める所得額の閾値、④閾値を超える所得額に対する返還率、⑤残債
務を免除する年限の 種類がある。この中で 年間にわたり変更がなかったのは④返還率の９％だけであ
る。これまでの制度の変遷をたどると、政府負担と学生支援充実のバランスを図ることがいかに政治的に複
雑な問題であるかがわかる。主な制度変更の節目の前後で政府と学生（卒業生）の負担がどのように変化し
てきたか 及び ２で示す 。これらからわかるように、制度変更が行われると政府負担割合と学
生（卒業生）による返還金の割合が大きく変化する。したがって、上記のパラメータは容易に政策の争点と
なりうる。

イングランドにおける高等教育の政府負担額と学生（卒業生）負担額の変遷 憶ポンド

（出典） （ ） “2018 Annual Report on Education 
Spending in England”, Institute for Fiscal Studies, p82 より筆者が作成

Figure 2　授業料・生活費支援政策の制度変更と政府・
学生（卒業生）負担割合の変化（％）

（ 出 典 ）Chris Belfi eld, Christine Farquharson, 
Luke Sibieta（2018） “2018 Annual Report on 
Education Spending in England” , Institute for 
Fiscal Studies, p82 より筆者が作成

授業料・生活費支援政策の制度変更と政府・学生（卒業生）負担割合の変化（％）

（出典） （ ） “2018 Annual Report on Education 
Spending in England”, Institute for Fiscal Studies, p82 より筆者が作成

これらのパラメータは直ちに政府の財政負担額に反映されるものであるが、時々の政権にとっては将来に
リスクを先送りしつつ目の前の有権者に対して寛容な条件を提示しようとする傾向がある。その具体例が近
年の一連の動きである。ことの発端は、政府が 年に発表した政策提案文書である。政府は 年に授
業料を￡ から￡ に引き上げた際、返還開始の所得閾値も従前の￡ から￡ に引き上
げたうえ、以後所得の上昇に応じて閾値をスライドさせて返還開始条件を緩和していく旨約束していた。し
かし、その後政府負担額を削減するためにこれを反故にして 年入学生が返還を開始する 年から
年間￡ に凍結する旨発表した 。このような状況の中、学生の間で不満の声がソーシャルネットワー
クを通じて拡大して政治問題化した。学生が問題にしたのは、在学中の付加利子率（複利）がインフレ率

で利子が多額に上ったこと及び政府が約束を反故にしたことであった 。 年の授業料高騰後のロー
ンを利用した学生が 年になって、自らの総借入額が￡ 万円 にものぼっていたこと、及び月
の利子が最高￡ （ 円）になっていたことに驚き国会議員に手紙を書き、これがソーシャルネット
ワーク上で拡散したと新聞で報じられている。また、別の学生は政府が返還開始の閾値を所得に応じて引き
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　このように先に掲げたパラメータの一つ一つが学生
側の負担と政府財政負担額に大きな影響を与えるた
め、今後も政治的な争点であり続け、不安定な制度と
して推移していくことが容易に想像できる。このよう
な不安定さは、運用面でシステムの変更など大きな負
荷となると考えられるほか、学生にとっても制度の理
解を困難にするものである。

まとめ

　イングランドの授業料・生活費支援制度はよく設計
された所得連動返還方式により、一見相矛盾するよう
な政策目標を同時に達成する大きな成果をあげた。し
かし、その制度を構成するパラメータは多く、政治的
な影響を受けやすい。いかに政治的な影響を最小化し
て、財政的な持続可能性を維持しつつ、学生・卒業生
と政府負担の適切なバランスを確保できる安定的な制
度にたどり着くことができるかが大きな課題である。
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Table 6　 Review of Post-18 Education and 
Funding の提案による負担の変化（＋負担増、―減）

上げていく約束をしていたのを反故にしたことを問題にして、これを撤回するよう請願書を集めて国会議員
に提出したことが紹介されている。このような状況の中、 年 月の総選挙を前に労働党は、授業料無償
化、給付制奨学金復活を盛り込んだマニフェストを発表し、総選挙では議席数を伸ばした 。議席数を減
らして単独過半数を失った保守党 首相は、 年 月になり、閾値を￡ から￡ に緩和し
たうえ、所得に応じて引き上げること、及び 歳以降の教育財政について包括的な見直しを行う旨発表し
た 。
この見直しは、金融界出身の を委員長とする委員会で検討され、 年 月に「

」 と題する報告書を退任直前の 首相に提出した。その要点は、①授
業料を最も廉価な分野の教育経費￡ に合わせて￡ から引き下げること、収入の差額分には政府交
付金を充当すること、②在学中の利子率をインフレ率のみとすること（＋３％を廃止）、③返還開始所得の閾
値を￡ に引き下げること、④残債務免除の期限を卒業後 年から 年に延ばすこと、⑤利子の付加
によって実質返還額が実質借入額の ％以上にならないよう上限を設定すること、⑥給付制奨学金を復活
させること、⑦「返還」という表現をやめて「貢献」とすることの 点に集約できる。これらの提案は政府
と学生（卒業生）の負担を次の に示す方向にシフトさせる。

の提案による負担の変化（＋負担増、―減）

次にこれらの提案が財政面に及ぼすインパクトについて大学協会である が委託した調査結果がある
ので掲げておこう 。これによると、政府のローン関連負担は大幅に削減されるが、給付制奨学金の復活と
教育費交付金の増額でかえって負担が増えると推計されている。一方、高等教育機関の収入合計はほぼ増減
がない。一方で学生卒業生 の負担については、男性は生涯の返還金が減少し、女性は増加するとみられ
る。このことは、卒業後低所得の者に負担がシフトすることを意味しており、高所得者ほど多く返還すると
いう累進性が弱まることを意味している。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

学生（卒業生）負担 － － ＋ ＋ － －

政府負担 ＋ ＋ － － ＋ ＋

Table 7　 Review of Post-18Education and 
Funding 提案の財政的インパクト（100 万￡）

（出典）Gavan Conlon and Maike Halterbeck（2019） 
“Assessing the impact of the Augar Review” , A 
report for Universities UK, p38提案の財政的インパクト（ 万￡）

（出典） （ ） “Assessing the impact of the Augar Review”, A report 
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