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要約 

本稿では、多くの大学生が利用する奨学金が本当に学生のために正常に機能しているか

どうかを、分析し、新たな学生のための奨学金制度を提案する。 現在、日本では平均所得

収入が減少している中、大学進学率は上がり続け、大学でかかる費用も上昇している。つ

まり、家計への教育投資の負担の割合が高くなっている。それに伴い、日本奨学金支援機

構（以下 JASSO）の行っている奨学金事業への需要が高くなっている。しかし、この JASSO

奨学金は貸与型奨学金であるため、大学を卒業したのちに返済していかなければならない。

平均所得が減少している現在では、返済していくことが、学生の将来的な負担となる。本

来、奨学金は修学費の負担を減らすものであり、日本の貸与型の奨学金は学生ローンや借

金の意味合いが強い。そこで、給付型の奨学金のあるアメリカと比較を行い、現状の JASSO

奨学金の問題点を挙げる。 

また、2つの論文を先行研究とし、分析していく。 この論文は、奨学金が正しく正常に、

機能しているかを分析しているものだ。そこでは、奨学金は修学費に向けられるべきもの

だが、実際は趣味やレクリエーションに使う娯楽嗜好費に向けられている。それは奨学金

としては正常に機能していないと主張している。  

これらの先行研究を参考とし、奨学生の生活費と奨学金や平均収入との関係を散布図に

表し、関係性を分析した。その結果、奨学金は正常に機能していないと判明した。奨学金

を利用する者の割合が上昇している中で、主に 2種類しかない制度ではまかないきれてい

ないのである。  

それらを踏まえ、本稿の政策提言を行う。まず、奨学金本来の姿である「給付型」を新

たな制度として取り入れる。また、現在の「貸与型」の奨学金も少し形を変えて新たな制

度として残す。さらに、奨学金を希望する人には様々な理由がある。そこで、多様な理由

に対応できるように、貸与理由によって申請手続きや貸与形態の違う新制度も提案する。

ここでは具体的にその制度の説明や、設立理由等も記載する。これらの新制度により、既

存の奨学金制度によるさまざまな弊害が改善できると、期待する。  
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はじめに 

 本稿では、大学生における奨学金の必要性を明らかにするとともに、より多くの奨学金利

用者に合わせた新たな奨学金制度を検討する。  

 近年、日本では大学の入学者数、大学進学率ともに上昇しており、大学進学が当たり前の

時代になりつつある。一方で平均所得が減少傾向にあるため、奨学金を使い進学する学生

の割合も増えている。それに伴い奨学金利用者の割合は増えているものの、奨学金制度の

数自体は増えてはいない。現在日本の学生支援制度として主に利用されているのが、JASSO

の奨学金である。全ての日本の学生支援制度利用者のうち 98％が JASSOの奨学金を利用し

ている。奨学金は主に貸与方式であり、有利子奨学金・無利子奨学金の 2種類の貸与方式

がある。2種類あるうちの中で、有利子奨学金の貸与額が著しく高く、これらを比較した

際に、有利子奨学金の割合が圧倒的に増加している。有利子・無利子関わらず、どちらも

卒業後に返済していく必要がある。すなわち、JASSO による奨学金は、奨学金という名の

「借金」であることに違いない。奨学金の目的は本来、人材育成のための、教育投資であ

る。奨学金には本来は 2種類ある。「育英型」と「奨学型」である。これは人に対して教

育投資を行うという一面だけを見れば同じだが、意味合いは全く違う。育英とは優れた人

材育成のための教育投資である。受け取った投資は、高い水準の教育を受け、高い労働力

を持つ。それを、世の中に還元することをもって、「返済」となる。 一方、奨学とは教育

の機会均等化である。勉学への意思があっても、経済困難が原因で進学ができないのは不

平等である。そこで、教育投資として奨学金や補助金を給付または貸与する。この場合の

返済方法は高い労働力や、現金による返済である。同じ行為ではあるが 2つは全くの別物

である。JASSO奨学金の場合、第一種（無利子）、第二種（有利子）とわかれてはいるが

それが直接「育英」、「奨学」を意味するわけではない。理由としては、申請時に成績や、

親の所得などを審査される。そこで、成績が他の希望者と比べて、突出して高いから申請

の段階で、給付に代わる。あるいは、親の所得が著しく低いから成績は度外視で採用され

る。そのような制度は、現在の JASSO奨学金ではない。 



ISFJ2015 最終論文 
 

そこで本稿では先行研究として 2つの論文を分析する。貸与型奨学金である JASSO奨学

金が主となっている日本の学生支援制度は、アメリカなど諸外国と比較した際に学生支援

制度の数が圧倒的に少ない。したがって、アメリカとの比較をしながら、分析を行う。そ

れに加えて、現在までに多くの学者たちが、奨学金についての研究を行ってきた。分析内

容は主に、既存の奨学金制度が果たして、正常に機能しているのか否かを分析していく。

それに加えて、先行研究である 2つの論文の比較と検証を行い、論文の独自性を示してい

く。 

 先述の 2つの論文の分析に使われているデータは 2004年までのものしかないため、本稿

ではそれ以降の実証分析を行う。また、先行研究ではあまり主張されなかった「既存の奨

学金＝借金」という考察をもとに分析を行う。さらに、当論文における分析では、奨学金

収入が直接的に娯楽嗜好費に関連している根拠が述べられていないなどの様々な問題点が

見られ、それらを補足しながら本稿の研究の位置づけを行う。分析内容は主に、先行研究

の分析の方法をベースにしながら、奨学生の学生生活費と奨学金や平均所得と関係を調べ

ていく。これより、奨学金の必要性を再確認する。それを踏まえた上でいかに現在日本の

奨学金制度が上手く機能していないことを主張する。加えて、奨学金の種類が少ないこと

による様々な弊害について書き記す。それにより判明した結果を踏まえながら、政策提言

を行う。  

 本稿の政策提言は、数種類の奨学金制度を提案するものである。まず、考えるべきことは

「奨学金＝借金」としか考えられない現在の制度ではなく、奨学金はあくまで、教育投資

であることを軸に置く制度である。それだけではなく、教育の機会均等を軸に置く制度も

考える。経済困難者への処置に特化した制度をここでは紹介する。この 2つは先述した「育

英」と「奨学」の概念からのものである。  

さらに、個々の理由により奨学金制度を利用せざるを得なくなった者にその理由にあった

奨学金があれば、無駄な浪費等も防げると考える。したがって、個々の奨学金使用目的に

あった制度も考える。これは分析の結果、やはり多様な目的で奨学金を利用していること

が判明したためだ。また、この制度については、既存の現金支給ではなく目的に沿った形

での援助方法も提案している。なお、この 3つの制度は既存の奨学金制度等から参考にし

て、申請時期、貸与額、併用の有無や採用基準等も提案していろ。これは多くの学者たち
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が研究している延滞問題が関連する。申請時の審査基準や、継続審査の基準などが既存の

奨学金制度では、厳しくない。これが、延滞問題を誘発すると考える。また、多くの奨学

生は、自分自身の奨学金についての、知識があまりない。たとえば自分の奨学金が、「利

子固定方式」か「利率見直し方式」のどちらなのかがわからない、また奨学金を返済する

のに何年を有するのかわからなく借りている者が多い。さらに、4年間で借りる奨学金の

総額を理解していない者も多いだろう。これらの問題を根本的に解決しない限り、延滞は

なくならない。したがって、新奨学金制度では、説明会の機会を多く設け、しっかりと奨

学生本人に奨学生であることを認識させるのも重要である。またこの 3つをもって政策提

言とする。 また、最後にまとめとしてもう一度、現状の整理や分析の考察、政策提言の制

度の便益性について書き記し、本稿は終了する。  

なお、本稿が今後の奨学金制度ひいては教育投資の一助となれば幸いである。  

 

第１章 

第１節 日本の教育投資の現状 

日本の高度成長を成し遂げた要因のひとつは、過去の教育投資水準が高かったからだと

言われている。日本は長い不況を経験し、GDP水準を維持していくことは容易ではない。

将来的に日本の経済水準を保っていくには、生産性を高める経済成長が必要である。その

ため、かつて明治維新後に日本が行ってきたような断続的な教育投資が必要である。この

章ではまず日本の教育投資現状と問題点をデータで示していく。以下のグラフは、進学率
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推移を示している。

 

図 1 文部科学省 文部科学白書 2012 「文部科学白書」第 4 章 p191 

グラフの赤の部分が、大学入学者数である。各年の大学入学者数の数字を見ていくと、

昭和 35年で約 16万人、昭和 40年で約 25万人、昭和 50年で約 42万人、平成元年で約 48

万人、平成 10年で約 59万人、平成 15年で約 60万人、平成 25年で約 61万人と僅かなが

ら年々上昇していることが分かる。 

しかし平成 10年から平成 25年について見てみると、すべての年で約 59万人から 62万

人の間で収まっており、増加の割合は徐々に緩やかになっていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ2015 最終論文 
 

次に、大学進学率の推移を見てみる。以下が大学進学率の推移のグラフである。 

 

 

 

図 2 文部科学省 「学校基本調査」 大学・短期大学等の入学者及び進学率の推移 

1985年は約 26％だった大学進学率は、2000年に早く 40％、2009年には約 50％にまで上

がっている。1980年代後半、大学進学率はおおよそ 25％弱で推移していた。それ以降、1990

年代前半から、大学進学率は緩やかに上昇を続け、2009年度に初めて 50％を超えている。

つまり、1980年代後半には、およそ 4人に 1人が大学に進学していた割合であったと言え

る。ところが、2009年には、2人に 1人が大学に進学するようになったことが分かる。こ

のことから、現代における学生にとって大学進学が当たり前な時代になりつつあると言え

る。 
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 次に大学１年間でかかる学費の推移を見る。以下が私立、国立それぞれの大学の学費の

推移のグラフである。 

 

 

図 3 文部科学省 「文部科学白書」第 1 章 第 1 節 図 1-1-12 

 

グラフを見てみると、以下のことがわかる。昭和 50年は、私立大学約 19万円、国立大

学約 4万円であり、昭和 60年は、私立大学約 48万円、国立大学約 25万円である。平成元

年では、私立大学約 57万円、国立大学約 34万円であり、平成 10年は、私立大学約 77万

円、国立大学約 47 万円である。平成 21 年には、私立大学約 85 万円であり、国立大学約

54 万円である。以上より、学費は、国立大学私立大学ともに年々上がっていることが分か

る。 
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 次に、平均世帯収入を見てみる。以下が日本の 1世帯当たりの平均世帯収入を示すグラ

フである。 

 

 

図 4 厚生労働省 「国民生活調査」の概況 

 

グラフの平均世帯収入を詳しく見てみると、次のことがわかる。平成 18年、平成 20年、

平成 22年にはそれぞれ 566,8万円、547,5万円。538 万円であり、平成 24年は 537,2 万円

となっている。つもり、日本の１世帯あたりの平均世帯収入は、年々減少していることが

分かる。 

厚生労働省 国民生活基礎調査の概況による平均世帯収入の詳しい内訳を見てみると、

と平成 25 年の世帯当たり平均所得は、528万 9千円（全世帯）であるが、その水準以下の

世帯は全体の 61.2%にも達している。つまり半数以上が平均世帯収入以下であるというこ

とである。 
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次に、親の収入と高校卒業後の進路についての関連性を見ていく。以下のグラフは、親

の収入と高校卒業後の進路の関係を表すものである。 

 

 

図 5 文部科学省 「文部科学白書」 第 1 章図 1-1-14 

親の所得400万円以下の家庭の子供の高校卒業後の進路は、31.4％が4年制大学へ進学、

30.1％が就職などと、割合的にはほぼ変わらない。しかし、平成 25年度の 1世帯あたり平

均所得である 528万 9千円という数字で見てみると、約 25％は就職などをしているものの、

約 40％は 4年制大学へ進学していることが分かる。 

第１節をまとめると、近年の大学の入学者数はなめらかに上昇していて、大学進学率も

上昇している。１世帯当たりの平均世帯収入は減っているが、国公立、私立大学の大学授

業料は年々上がっている状況である。つまり大学進学にまつわるすべての費用すなわち教

育投資を家庭の収入のみで賄いきれない家庭が割合的に増えていることが言える。このこ

とは、奨学金利用者の上昇につながる。 

第２節 日本の奨学金の実態 

初めに、予備知識として学生支援制度の種類について説明する。大まかにいうと学生支

援制度には、「奨学金」と「学生ローン」の 2種類がある。「奨学金」とは通常、返済義
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務のない給付奨学金である。「学生ローン」とは、学生本人を対象に行う消費者金融であ

る。ちなみに金融機関が直接学生に貸与する融資は「教育ローン」といわれる。 

次に、「奨学金」と「学生ローン」についてさらに詳しく説明していく。 

「奨学金」の中には貸与型奨学金と給付型奨学金の 2種類がある。貸与型奨学金は将来

返済する義務がある奨学金のことである。給付型奨学金とは返済が不要の奨学金制度のこ

とである。奨学金の目的であるが、奨学金の目的は本来「育英ベース」と「奨学ベース」

の 2つに分類される。「育英ベース」は有能な人材育成の観点からすぐれた学生への支給

を重視する奨学金である。「奨学ベース」は教育の機会均等という立場から経済的に困難

な学生へ支給する奨学金である。大きく目的の違いのある 2つであるが、現状、JASSO の

行う奨学金は目的別に制度を 2つに分けてはいない。 現在、JASSOの奨学金事業は第一種

（無利子）と第二種（有利子）の 2種類があり、成績優秀者が第一種を貸与できるように

なっている。 本来教育投資とは、人材育成のために財源を使うものであり、受け取ったも

のを、20年もかけて返済しなければならないのは教育投資としては間違っていると言える。

受けた教育投資は、高い労働力として社会に貢献する。これが本来の教育投資の返還方法

である。  
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 次は日本の学生支援制度について見ていく。日本にある奨学金事業の中で、一番利用さ

れているのが日本学生支援機（JASSO）の奨学金である。 

 

図 6 日本学生機構 「学生基本調査」 

上のグラフより、JASSOの奨学金が 86％とほぼ独占状態である。これより JASSOによる

奨学金は日本の最大の学生支援制度であることが分かる。これだけ JASSOが独占している

理由として考えられるのが、日本には JASSO以外の学生ローンや奨学金もあるにはあるが、

あまり知られていないことが挙げられる。その要因として、JASSO以外の奨学金利用の手

続きが面倒になりづらいことが挙げられる。例えば、大学進学の際、奨学金を貸与するも

ののうち、早い者は高校生の段階で申請を始める。それに伴い高校にも様々な奨学金制度

の案内が届く。しかし、JASSO以外の奨学金、学生ローンは、指定された最寄りの場所に

出向いた先にて説明会が行われている。それに対して、JASSOは高校ごとに説明会が行わ

れる。JASSOの奨学金なら高校で手続きを済ませられるのである。加えて、JASSO以外の奨

学金、学生ローンは採用条件が限定的な場合が多く、多くの学生を賄うことができない。

これもまた JASSOが多く利用される要因になる。  

本稿では、JASSOによる奨学金を詳しく調べていく。 



ISFJ2015 最終論文 
 

JASSOによる奨学金は無利子貸与（第一種奨学金）または有利子貸与（第二種奨学金）

の 2種類がある。無利子貸与は利用条件が厳しく、学力基準や年収制限を満たす必要があ

るが、有利子貸与は年収制限条件を満たせばほぼ借りられる。貸与される奨学金額は、無

利子貸与の場合は国公立・私立別、自宅・自宅外別にそれぞれ決められているが、有利子

貸与の場合は，月 3万，5万，8万，10万円の中から選択することができる。 

現在、日本学生支援機構の奨学金は（平成 26年 JASSO年報）によると約 100万人が利

用している。これは大学生の約 4割が奨学金を受けていることを示す。 

次に第一種、第二種それぞれの奨学金の基準についての概要をまとめる。まず第一種奨

学金であるが、これは無利息である。申込資格は大学に進学を希望し、下記のいずれかに

該当する人である。 

1つ目は、平成 28年 3月末に高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業する予定の人で

あること。2つ目は、高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業後、2年以内の人で、大学・

短期大学・専修学校に入学したことのない人であること。3つ目は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(大学等へ入学したことがある人は除く)、科

目合格者で機構の定める基準に該当する人、又は出願者であること。 

学力基準は、以下に該当するものである。1つ目は、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以上であること。2つ目は、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

該当する人であること。 

家計基準であるが、これは世帯人員、就学者の有無等によって異なる。 

次に第二種奨学金の概要である。利息は、年利 3％を上限とする利息付である。（在学

中は無利息） 

申込資格は、大学に進学を希望し、下記のいずれかに該当する人 

1つ目は、平成 28年 3月末に高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業する予定の人で

あること。2つ目は、高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業後、2年以内の人で、大学・
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短期大学・専修学校に入学したことのない人であること。3つ目は、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(大学等へ入学したことがある人は除く)、

科目合格者で機構の定める基準に該当する人、又は出願者であること。 

学力基準は以下に該当する人である。 

1つ目は、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

られる者であること。2つ目は、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

られる者であること。3つ目は、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る者であること。4つ目は、高等学校卒業程度認定試験（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であるこ

と。 

家計基準はだい 1種奨学金と同じく、世帯人員、就学者の有無等によって異なる。 

適格認定は、以下のようになる。学業を続けていくために、奨学金が継続して必要か否

かを奨学生自身が判断して、引き続き奨学金の貸与を希望する人は、毎年 1回「奨学金継

続願」を提出する。提出は、インターネットにより行う。学校は提出された「奨学金継続

願」の入力内容を、「奨学生の適格認定に関する施行細則」第 3条により、以下の点につ

いて厳格に審査し、奨学金継続の可否を認定し、本機構に報告する。 

「奨学生の適格認定に関する施行細則」第 3条より、1つ目の項目は、 人物：生活全般

を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚

し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込があること。2つ目は、健康：今後

とも引き続き修学に耐えうるものと認められること。3つ目は、学業：修業年限で確実に

卒業又は修了できる見込があること。4つ目は、経済状況：修学を継続するため引き続き

奨学金の貸与が必要であると認められること。なお、「奨学金継続願」を提出しない場合

は、奨学生としての資格が廃止される。以上が奨学金貸与申請の際の基準と適格認定であ

る。 
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 次に、JASSO奨学金による奨学金貸与者の推移を見る。以下は奨学金貸与者の推移を示

したグラフである。 

 

図 7 文部科学省 奨学金事業の充実 ホームページより 

グラフより、JASSOによる奨学金の利用者は年々増加していることが読み取れる。これ

はつまり、日本で最も利用されている JASSOによる奨学金は年々利用者が増えているとい

うことである。日本で 1番に利用されている利用者が増えているということはそれだけ

JASSOによる奨学金の重要性が増しているということである。そんな現状だからこそ、改

めて現在の奨学金が効果的に機能しているかを検証し確かめる必要がある。次では、日本

とアメリカの学生支援制度の現状を比較しながらその問題点を見つけ出す。 

次にアメリカの大学制度と奨学金について見ていく。 アメリカの大学は、日本の大学と

同じように学費も高額である。4年制の公立大学では平均 6,535ドルとなっている。私立

大学ではさらに高く 17,452 ドルとなっている。それに加え大学生活には食費、住居費、交

通費、書籍購入費など費用が掛かり全部含めるとかなり高額になる。そのため奨学金を借

りる生徒も多い。しかしアメリカの奨学金制度は日本と違い多種多様で学生支援の主体も，

連邦政府，地方政府，民間団体，高等教育機関などと多数存在している。また、学生支援
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の主要な方法は、給付奨学金，貸与奨学金， ワークスタディ，教育減税などである。 そ

の詳しい内訳を見てみる。以下はアメリカの学生支援制度の内訳を示すグラフである。 

 

図 8 日本学生支援機構 「学生支援に関する各種調査」 

このグラフを見ると、アメリカの学生支援制度は日本と違い多様であることが分かる。

ここではこの多様な学生支援制度の中でも特に重要な制度だけをピックアップして進めて

いく。まずは、上のグラフの中で 33％を占めるスタフォードローンについて詳しく見てい

く。スタフォードローンとはアメリカの連邦政府が直接貸し手となる貸与型奨学金である。 

スタフォードローンには 2種類あり、利子補給付き型と非利子補給型が存在する。利子

補給とは、行政が特定の融資を行なった金融機関に対して、借入者の利子負担を軽減する

ためにその利子の一部または全部に相当する金額を給付することである。 利子補給付き

型、非利子補給型共にローン形態である。利子補給付き型の受給者数は約 533万人平均受

給額 4245ドル(1ドル 120 円換算で 51,2796円) である。非利子補給型の受給者数約 409

万人平均受給額 5,296ドル(1ドル 120円換算で 63,9756円)である。利子補給付き型には

3,500 ドルから 8,500 ドルと所得制限がある。非利子補給型についての最高貸与額は学年

により異なり、3,500 ドルから 20,500 ドルとなっている。 
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次に返還の仕組みについて見ていく。 スタフォードローン(利子補給、非利子補給)の場

合、貸与者は金融機関が契約している回収機関に対して学生ローンの返還を行う。ただし、

融資をしてくれる金融機関がローン債権を流通市場に売却した場合、返還はローン債権を

保有する機関(ホルダーと呼ばれる)に行うことになる。ホルダーが回収機関と契約してい

る場合はその回収機関が回収を行う。なお、返還は卒業後 6か月後から開始され、通常 10 

年以内に終了する。利息制度は固定金利制度であり(学部生）6.0% (2008) 5.6% (2009) 

4.5% (2010) 3.4% (2011)（大学院生）6.8%連邦政府は利子補給ローンの利子補給を在学

中・その他一定期間行う。非利子補給ローンの与者は利息をすべて負担しなければならな

い。利子率の上限は 8.5％となっている。 

次に連邦ペル給付奨学金について見ていく。連邦ペル給付奨学金とは、アメリカの奨学

金を大きく 3つ分けたうちの１つであり支援総額、受給者とも最大の「給付」奨学金であ

る。給付であるので返済しなければならないローンと違って、卒業後の返済義務もない。 も

ともとは 1972年に低所得者を対象にしたものであった。これは家庭の所得が一定額以下の

場合に、申請を行えばほぼ全員が給付を受けることができる公的な奨学金であるが、学費

の増加により支給割合額は少しずつ減少している。1995年時代には学費の約 6割を賄えて

いたが、現在では 3割にまで減っている。支払基準は家計の状況によって決定される。 

以上の、日本とアメリカとの代表的な学生支援制度を第 2節の冒頭で示した各種学生支

援制度の説明を踏まえながら日本とアメリカの学生支援制度を見る。アメリカのスタフォ

ードローンは、2種類ある貸与形態、利子補給付き型と非利子補給型のどちらもローン形

態である上、貸し手が連邦政府であるため「学生ローン」にあたる。連邦ペル給付奨学金

は、連邦政府の援助総額，受給者数とも最大の給付奨学金で，完全なニードベース（経済

的必要性）の受給基準の学生支援であるため「奨学金」にあたる。 

ここで、日本とアメリカの学生支援制度を比較した際、奨学金制度の、“給付型”と、

“貸与型”の割合において、著しい違いがうかがえる。日本は給付型が非常に少なく、2

つを比較した際、貸与型が 98％、貸与型が 2％という結果になった。JASSOの奨学金は日

本では一般的に「奨学金」と呼ばれているが、国際基準で見てみると奨学金とは通常、返

済義務のない給付奨学金を指すものである。JASSOによる奨学金は基本的に貸与型である

ため、明確には「学生ローン」にあたる。 
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 また、先述の通り、アメリカには様々な学生ローン、奨学金の形態があり、学生自身の

意志によって自分に合ったものを選べることができる。一方日本では奨学金の貸与事業の

内訳を見た際、JASSOの奨学金が 86％とほぼ独占状態である。JASSO以外の学生ローンや

奨学金もあるにはあるが、あまり知られていない。その要因としては、例えば、大学進学

で、奨学金を貸与する際、早い者では高校生の段階で申請を始める。高校にも様々な奨学

金制度の案内が届く。しかし、JASSO以外の奨学金、学生ローンは、指定された最寄りの

場所に出向いた先にて説明会が行われている。それに対して、JASSOは高校ごとに説明会

が行われるため、面倒になりづらいことが挙げられる。  

 加えて、JASSO以外の奨学金、学生ローンは採用条件が限定的な場合が多く、多くの学

生を賄うことができない。これもまた JASSOが多く利用される要因になる。  

 

第３節 日本型奨学金の問題点 

第 2節で述べたように日本型奨学金は明確には「奨学金」ではなく「学生ローン」であ

る。しかし日本にはアメリカの連邦ペル給付奨学金のような「奨学金」はない。これは日

本の学生支援制度の選択肢が圧倒的に少ないということである。「育英ベース」と「奨学

ベース」という面からも現在の日本にも国際的な意味での「奨学金」をつくる必要がある

と言える。そして、奨学生が親世代になった時、親は奨学金の返済があり、またその 7割

の人が有利子であるため、返済には長期の期間を有する。こういった状況であれば子供の

大学の費用を出すことは困難であり、また奨学金を借りざるを得ない。ここで、悪循環が

発生する。この悪循環をなくすために、給付型の奨学金を増やす必要がある。現在の日本

の奨学金制度では、奨学金が給付型ではなく、貸与型であること。JASSO の奨学金利用が

ほとんどであるということが大きな特徴である。 

貸与型の問題点は、すなわち借金であるということだ。大学への進学は学びたい人が行

く。その資金が足りなければ、借りるという選択は仕方のないことなのかもしれない。だ

が、大学卒業後から、奨学金の返済が大きな負担となってしまっている。それに加えて現

状では、有利子奨学金貸与の割合が年々上昇している。貸与を受けている 100万人のうち

7 割が有利子の奨学金を利用している状況である。将来の負担が増えてしまうということ
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は、さまざまな行動の障壁となる可能性がある。ただでさえ、近年平均所得が減少してい

る。大卒者の非正規社員もまた増加している。その中で、奨学金の返済は大きな負担であ

ると言えるだろう。また、晩婚や少子化問題にも拍車をかける可能性はある。奨学金の返

済がある中で、結婚し、子供を産み、育てる。それには多額の資金が必要になる。所得が

少ない中で、返済があると生活に使えるお金が減少してしまい、結婚・子作りに発展しづ

らくなるだろう。また、子どもが生まれたとしても悪循環を生む可能性がある。所得が少

ない中で、返済を続けながら、子育てをする。もしその子供が大学進学を考えた際に、ま

たその子供が奨学金を借りなければ、学ぶことができない。奨学金という名の借金がずっ

と付きまとってしまうだろう。従来の貸与型ではなく、将来の負担軽減を考えた奨学金制

度が必要であると考える。 

また、ほとんど JASSO の奨学金が利用されていることも問題であると考える。だが、こ

れは、JASSO の制度が問題というわけではなく、利用のほとんどが JASSO に固まっている

ということが問題である。日本で、大学進学のための奨学金利用を考えた際や、奨学金の

利用が必要になった際に、高等学校や大学機関から推奨される機関のほとんどが JASSOで

ある。アメリカでは、連邦政府や地方政府、民間団体、高等教育機関など主体が様々であ

り、かつ方法も様々である。日本はほとんどが貸与型に対し、アメリカでは、給付型、貸

与型、ワークスタディ、教育免税などがある。アメリカでは、機関や支援方法が多種多様

であり、選択肢が多い。そのため、貸与型だけでなく、将来のことも見据え、制度を選ぶ

ことが可能である。 

 

第２章 

第 1節 奨学金効果について実証分析 

 現在、奨学金制度そのものや、奨学金の効果などについて様々な研究や議論がなされて

いる。その中で我々は、日本育英会の奨学金が有効に使われているかについて研究した、

伊藤・鈴木と、1999 年奨学金制度改革とそれ以後の効果分析を行った、小黒の主張から、
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現在の日本の奨学金制度の在り方や、奨学金の有効活用について考える。なお、小黒の研

究は、先行研究に伊藤・鈴木の研究を用いている。まず、伊藤・鈴木では、奨学と育英の

違いについてと、奨学金の必要性について述べている。教育は、生産性向上を通して、今

後の長期的成長の主要な原動力として期待される。その中で、教育投資の財源として奨学

金の役割も重要である。奨学金の目的は、有能な人材育成の観点からすぐれた学生への支

給を重視する育英ベースと教育の機会均等という立場から経済的に困難な学生へ支給する

奨学ベースに大別できる。さらに、小黒では、奨学金の必要性と懸念を、経済学的視点か

らも述べている。 

小塩(2002)等は、次の 3つに分類して奨学金の効果分析を行うにあたっては、経済学的観

点に基づくその存在意義や根拠を明らかにしようとした。第 1は教育の機会均等化、第 2

は資本市場の不完全性、第 3は教育の外部性である。 

まず、第 1の教育の機会均等化とは、いわゆる低所得世帯の子供に対する高等教育の財政

的支援である。これは、仮に低所得世帯の子供が、大学に進学したくても、進学できない

場合にその財政的支援をする場合には重要な意義をもつ。しかしアメリカなどでは、日本

とは国柄が違うとはいえ、学生自身が親世帯から独立し、学生自らが教育ローン等を背負

いつつ、学生生活を送る慣習の強いケースもあり、わが国でも学生自身がその学生生活を

送るために必要な資金を十分に借りることができるのであれば、教育の機会均等化の根拠

は弱まる可能性がある。また、小塩(2006)等が指摘するように、この財政的支援の財源が、

高等教育を受けていない者も納めた税に基づくものであると所得再分配上、望ましくない

面がある。そして、高等教育を受けた結果、その個人の生涯収入が上昇する場合には、む

しろ高等教育の財政的支援はそうでない者との間で逆再分配の側面をもつとみなすことも

できる。さらに、よく考えてみると、低所得世帯への所得再分配は税制などを通じて行う

ので十分であり、そもそも教育を通じて所得再分配を行う必要性はないという見方もでき

る。 

次に、第 2の資本市場の不完全性とは、いわゆる流動性制約（＝市場の失敗）である。こ

れには学生や低所得世帯に関する流動性制約が考えられるが、例えば、学生自らが卒業後

に獲得する収入をベースに、すなわち出世払いによって、民間金融機関から学生生活に必

要な資金を借りようとしてもできない状況を指す。この状況が現実的であれば、この観点
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からは、政府が介入して、公債で調達した金利で教育ローンの貸与をする意義を正当化で

きよう。だが、その場合でも、公債の金利以下で貸与を行うと、それは公費による利子補

給を意味し、その分の国民負担が発生する。また、そもそも、貸与債権の貸倒れや貸与に

伴う事務費などが発生すると、その分も国民負担となるため、ファイナンス理論的には、

政府が提供する教育ローンの金利は、公債の金利に若干のプレミアム分を上乗せした値と

するのが妥当となる。このため、資本市場の不完全性のみからは、政府が提供する教育ロ

ーンの金利を、公債の金利以下に引下げる必要性を正当化できない。 

最後に、第 3の教育の外部性とは、教育を受けた便益がその個人のみでなく、社会全体

に波及する効果である。その個人が高等教育を受けた結果、それだけ社会全体の生産性が

高まり、他の者もその恩恵を受ける。一般に、このように正の外部性をもつケースでは、

その外部性を内部化するため、そのコストの一部を政府が負担することが考えられる。こ

のため、この観点からは、教育がもつ外部性を内部化するため、例えば、教育ローンの元

本や金利に公費を投入する意義を認め得る可能性がある。ただ、この外部性への対応も無

制限に正当化されるものではなく、また以下でみるようにモラル・ハザードが生じる可能

性もあるため、資源配分の効率性の観点から、その水準については慎重に検討する必要が

ある。現在、わが国の奨学金制度は、日本学生支援機構（旧 日本育英会）が提供する無利

子・有利子貸与の奨学金が中心となっている。経済学的には、わが国の奨学金の政策目的

は、資本市場の不完全性と、教育の外部性への対応の 2つになっていると解釈できる。こ

のうち、教育予算の資源配分の効率化の促進という観点から、重要となる政策目的は、教

育の外部性への対応である。だが、小塩(2006)が指摘するように、教育の外部性には不確

実性が存在するとともに、モラル・ハザードが発生する可能性もある。なぜならば、現行

の奨学金制度のように、大学での修学の努力や成果、さらにその外部性がまだ不確実であ

る事前の段階で、その奨学金を決定してしまうと、受給された奨学金を修学費でなく、海

外旅行や携帯電話代などの娯楽嗜好費に振り向け、その外部性を弱める可能性が指摘され

ているためである。もっとも、奨学金の政策目的が資本市場の不完全性への対応のみで、

利子補給などによって公費負担が発生していない場合には、そのこと自体は問題とならな

いが、公費負担を行っている場合はそうはいかない。このため、教育の外部性への対応を

活かすためには、このモラル・ハザードの誘因などを遮断する観点から、外部性の度合い

を事後的にチェックし、その度合いに応じて、奨学金の利子補給などの水準を変化させる
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ような仕組みが必要となる。だが、後述するように、現在、そもそも、このモラル・ハザ

ードの存在自体が争点となっている。したがって、以下、この観点から、国内における奨

学金の効果に関する先行研究を概観し、その争点を確認してみたいと述べている。また、

伊藤・鈴木は 2つの仮説を立てている。 

第 1の仮説は、奨学金の用途が限定されていないため、貸与される奨学金が教育投資的

支出へは向かず、それ以外の消費に支出されているというものである。第 2の仮説は、大

学入学時に奨学生として一旦採用が決定された後は厳密な継続審査がなく、その行動を監

視されないため、奨学金が教育的投資以外の支出へ振り向けられる傾向は、学年が上がる

ほど強まるというものである。 

小黒の主張のように、教育の機会の均等・資本市場の不完全性・教育の外部性の 3つを

もととした、利点と懸念も考慮する必要がある。また、伊藤・鈴木のように、2つの仮説

から、用途の限定や審査方法、継続方法の検討も必要であると考えさせえられる議論とな

っている。 

第 2節 奨学金効果分析の問題点 

  本節では、前節で述べた 2つの仮説と 3つの効果分析における存在意義について、そ

の確認された争点をもとに、本稿の独自性と先行研究の問題点について述べる。   

 まず、伊藤・鈴木の treatment effect model (措置効果モデル)を用いた分析では、小黒・

渡部でも述べられているように、1997～1999年のプーリングデータが使われている。この

期間には、1999年の奨学金制度改革が存在しており、推計結果に大きな問題がある。さら

に、1999年以前の奨学金基準には、「学力」と「家計収入」が大きな基準となっているに

対して、当分析では、「学力」を変数に投入していないという指摘もある。また、伊藤・

鈴木での先行研究は、「学費と教育需要の関連を分析した研究は多くあるが、大学生に対

する奨 学金政策がどのような効果をもっているかに関しての研究は少ない。」と述べられ

ているように、参考文献が少ない状況での分析である。 
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 小黒・渡部では、伊藤・鈴木と類似の方法で 1999年以後の奨学金制度改革を考慮して、

2004年のデータを用いて、分析を行っている。しかし、 2005～現在に至るまでに、大き

な奨学金制度改革はないものの、国立大学法人化など様々な学生に関わる教育政策が行わ

れており、現在の制度に属した学生のデータとは述べることはできない。 さらに、伊藤・

鈴木の分析により、「その審査において学業成績や研究とのつながりが、ほとんど問われ

ず使途が自由であることから、勉学費や書籍購入代など投資的支出に振り向けられないこ

と、また奨学金の受給に厳密な継続審査がないため、こうした傾向は高学年になるほど強

まる。」と述べられているものや「1999 年の奨学金制度改革以後も、伊藤・鈴木(2003)

と同様、奨学金は書籍購入代などの修学費に振り向けられず、むしろ、電話代や海外旅行

などの娯楽嗜好費に対して支出されており、それは高学年になるほど強まる傾向にある。」

などの結論は分析方法から、学生の収入の一部である「奨学金」自体が、娯楽嗜好費に直

接的関連している根拠を示せていない。つまり、これら 2つの先行研究では、同様の問題

が、分析の結果により述べられているが、適切な推計結果であるとは述べにくい。 以上の

ことから、本稿での分析では、これら二つの先行研究の分析方法をベースにしつつ異なっ

た分析を行い、奨学金の現在の状況下での効果の有無を再確認し、政策提言につなげる。

さらに、より適切な推計結果を示すために、用いるデータを最新化し、現在施行されてい

る制度や政策に属した学生のデータを用いる。分析方法とデータについては、次章で説明

する。  

 

 

第３章 

先行研究として伊藤・鈴木（2003）、小黒（2008）について記載した。 両論文を参考にし

ながら、この章では奨学金の必要性と奨学金が正常に機能しているのかを分析していく。  
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第 1節  「学生生活調査」による分析（1）：奨学金

と諸変数の関係 

まず、我々の分析方法としては、奨学金受給者の大学生活にかかる諸経費や親の収入等

を比較し、散布図を作成。その散布図を使い、相関関係を調べた。データの出典元として

は JASSO の「学生支援に関する各種調査」を使用した。これは、JASSO が 2 年に 1 度実施

しているもので、大学生等の学生生活費、収入状況、奨学金受給状況等の学生生活状況に

関する調査である。この調査の「居住形態別・収入平均額及び学生生活費の内訳」の項目

があり、その内訳が以下の通りである。 

 

 

図 9 学生生活調査 区分 

この調査の、平成 18年から平成 24年までのデータを使用する。 
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第一に、奨学金受給者の奨学金と修学費の 2つの相関に関して分析を行った。修学費は

授業料以外の勉学にかかる費用や、書籍購入にかかる出費等である。奨学金と修学費の相

関分布図は以下の通りである。 

 

図 10 奨学金と修学費の散布図 

この散布図から、奨学金と修学費では相関関係があると言える。奨学金の額は年々上昇

しており、修学費の額もまた増加している。 

つまり勉学するのに必要な修学費は奨学金からでており、奨学生は勉学への出費は奨学金

からまかなっていることがうかがえる。 

また、修学費が高いというのは、勉学への意欲が高いということである。 

つまり、奨学金と修学費の関係だけを見た場合、奨学金は機能していると言える。 
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 次に、比較するのは奨学金と娯楽嗜好費である。娯楽嗜好費とは携帯電話代や海外旅行

費などの出費である。 

 

図 11 奨学金と娯楽嗜好費の散布図 

この散布図から奨学金と娯楽嗜好費との相関があると言える。 

奨学金の額の増加に伴い、娯楽嗜好費も増加している。 

このことから、勉学に使われるはずの奨学金が、本来の目的に反して娯楽嗜好費に使われ

ていると推定できる。 

奨学金と娯楽嗜好費の関係は、先の章でも記述したが、小黒（2008）でも指摘されている。 

しかし、小黒（2008）のデータは 1997年（平成 9年）から 2006年（平成 18年）までの

データを使っての分析しかない。だが、我々の分析ではそれ以降も奨学金と娯楽嗜好費と

の関係は変わっていないことがうかがえる。この 2つの費用の関係性だけを見た際、奨学

金は正常に本来の目的に沿って機能していないと言える。 
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 次に比較するのは奨学金と家庭からの給付の関係である。 

以下が、2つの散布図である。 

 

図 12 奨学金と家庭からの給付の散布図 

この散布図から、奨学金と家庭からの給付には相関があると言える。家庭からの給付が減

少すればするほど、奨学金の額は上昇する。大学で学びたい意欲がある者が大学に行きた

くても家庭からの給付が少なく、行けない。その状況下で、奨学金を使い大学に行ける。

そう考察すれば、家庭からの給付と奨学金の関係だけを見た場合、正常に奨学金制度は機

能していると言える。 
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第 2節  「学生生活調査」による分析（1） 

第 2節では先ほど分析を行った項目を、親の所得との関連性を見るために、分析を行う。

この節で、分析を行う際に使う、親の所得は厚生労働省の平均所得金額を使用する。また、

JASSOの「学生支援に関する各種調査」は 2年に 1度の調査なので、平均所得金額もそち

らに合わせるため、隔年ごとのデータを使用する。 

先述の通り、日本の平均所得は降下している。その中で、奨学金とどのような関連性が

あるのかを、この節で分析を使い考察していく。 

まず 1つめが、平均所得と家庭からの給付金についての関係だ。 

以下が 2つの散布図である。 

 

図 13 奨学金と家庭からの給付の散布図 
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この 2つにおいては関連性が、大きくはない。しかし、給付が下がれば、所得も下がって

いる。だが、この散布図だけでは、不十分である。なので、相関係数を使い分析を行った。

以下の通りである。 

 

図 14 平均所得と家庭からの給付の相関関係 

この結果と、散布図の両方を鑑みると、この 2つには関係があると考察できる。現在、平

均所得が下がる中で、家庭からの給付も下がっている。 

そして次に、奨学金と平均所得について、分析を行った。以下が 2つの散布図である。 

 

図 15 平均所得と奨学金の散布図 
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この結果から、奨学金と平均所得の間には相関があると言える。平均所得が下がれば、奨

学金が増える。現在の日本の状況もまさにこのようになっている。やはり、親の所得が少

ない中では、奨学金を使わなければ、大学進学は困難となりつつある。 

この節で分析から言えることがいくつかある。 

第 3節 まとめ 

この節で分析から言えることがいくつかある。 

まず大前提として、奨学金は平均所得が降下している日本において、必要だということだ。

それは、家庭からの給付金額が減り、奨学金が増加。また、平均所得と奨学金の関係から

必要であると言える。しかし、その奨学金が正常に機能しているかといえば、そうは言い

切れない。確かに、奨学金が増加することに伴い、修学費の増加を見れば、奨学金が勉学

に使われていると言える。だが一方で、娯楽嗜好費との関係を見れば、奨学金が勉学に使

用されているものだとは言えない。奨学金を海外旅行等に使用するのは、奨学金本来の目

的とには沿っていない。奨学金とは教育投資であり、勉学に使用するものだ。ここで 1つ

の弊害がある。奨学金の用途が制限されていないことだ。奨学金で、授業料を払う者もい

れば、1人暮らしの生活費へあてる者もいる。様々な考えで、多くの人が奨学金を利用す

る限り、その弊害は払拭出来ない。しかし、この考え方は日本の奨学金が実質、JASSO の

独断状態であるからだ。 

このような状況であるからして、奨学金が正常に機能することはないだろう。ここで、様々

な奨学金制度のあるアメリカと比較をする。 

先述の通り、アメリカには様々な奨学金制度がある。日本と違いアメリカでは、奨学生

自身が自分の経済状況、成績、用途等をふまえて自分に合った奨学金制度を選択すること

ができる。日本は奨学金制度だけを見た場合、未発達である。 

これらのことを踏まえた上で政策提言を行う。 

 



ISFJ2015 最終論文 
 

第４章 政策提言 

本研究では現状の日本型奨学金がアメリカ型奨学金と比べて、効果的に機能しているか

について分析した。前述の通り、日本型奨学金は学生ローンに近く借金であり、純粋な給

付型の奨学金とは性格が違う。それをふまえて現状の日本型奨学金の問題点を改善するた

めに以下のような政策を提言する。政策提言は大きく分けて、3つの奨学金制度を提案す

る。 

 まず１つ目は、優れた人材育成を軸に置く“育英型奨学金”である。 

この制度の最大のポイントは「給付型」であるということである。教育投資の本来の目的

である人材育成に焦点を絞り、優れた人材にのみ給付を行う。ただし、審査基準は現在の

JASSO奨学金の第一種よりも高く設定し、人数も多くは採用しない。申請は現在の JASSO

と大きくは変わらず、高校在籍時と大学在籍時の中途採用と、２通り設ける。具体的な審

査基準は、大学入学前であれば高校在籍時の成績、内申書等。大学在籍時の中途採用枠で

あれば大学の成績（取得単位数や GPA等）である。加えて、文章による志望理由書や、面

接も執り行う。 

大学や学部による偏差値では審査しない。理由としては、教育投資に含まれる、機会均等

の概念からである。また、採用後の継続審査も厳しく設ける。継続審査の方法として、大

学の成績、継続理由書、面接で審査を行う。この制度の継続は非常に厳しいものにする。

例えば、法を犯した場合や、所属大学の学則を違反した場合でも、即座の採用停止処分と

する。これは、育英型奨学金の奨学生は勉学、研究に勤しみ、常に学生の模範でいなけれ

ばならないという方針に由来するものだ。 

 第 2に、経済困難者への救済を軸に置く「貸与型奨学金」である。 

ベースは現在の JASSO奨学金である。申請時期や審査基準等も現在のものと変わらない。 

この新しい貸与型奨学金は 2種類にわけられる。 

有利子と無利子である。この 2つの審査基準は現在の JASSO奨学金とは少し異なる。現在

は成績で無利子（第一種）、有利子（第二種）が判断される。新制度では、成績に加えて、

申請者の親の所得が今まで以上に大きく作用する。 
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無利子、有利子の判断基準は、貸与型奨学金申請者の親の所得が全体の下位 20％ほどを目

安に無利子、それ以外を有利子とする。この時に目安となる全体の下位 20％を大きく超え

ていた場合に、成績による申請者の選別を行う。 

あくまでも、経済困難者への奨学金であるからして、親の所得が大きな要因である。そう

することで、現在の制度との差別化を図る。また、現在日本政策金融国庫が行っている「国

の教育ローン」とは受取人が学生本人名義であること、学校に窓口があるなど、今まで通

りの違いがある。 

なお、現在の奨学金制度から切り替わる際は、基本的にはこの貸与型に切り替わることと

する。 

 最後に 3つ目が「個別型奨学金」である。これは奨学生の奨学金の使いみちにあわせた

奨学金である。完全にオーダーメイドというわけではなく、幾つかの種類の中から、自分

の奨学金の使用用途にあった奨学金制度を選択できる。具体的に説明すると奨学生の使用

用途が 1人暮らしの資金であったとする。この場合、授業料は親の負担であると仮定する。 

すると、奨学金は奨学生が自由に使えるお金として全額支給されるわけではない。その奨

学金から家賃や、水道光熱費等が引き落とされるようなシステムをつくる。そうすること

で現在の問題点である、奨学金が娯楽嗜好費に流れることは防げる。 

また、システムの 1つとして現金支給でなく ICカードでの支給も加えて提案する。この

IC カードは、書店や大学の生協等でしか使用できないものとする。これもまた、娯楽嗜好

を防ぐ方法として考えられる。 

この個別型奨学金も貸与式で、無利子と有利子の 2種類を設ける。審査基準は成績と使用

目的とする。ただし、この個別型奨学金は奨学生に合わせる柔軟な奨学金制度となるため、

申請時には面談を設けて、自分にあったものを奨学金事業者と共に作り上げていく必要が

ある。有利子の利子率についてもこの面談で申請者と事業者で話し合い、決定する。 

貸出期間についても利子率と同様に面談にて、決定する。また、貸し出しのタイミングも

任意に決定できるようにする。しかし、これは迅速性が求められる場合には手間暇がかか

り、間に合わない可能性があるため、必要になりそうな学生はあらかじめ登録しておくと

いうシステムにする。ただしこの場合の貸し出しは有利子現金のみとする。理由としては、

速さが求められる場合は現金が優れているため、迅速性が求められる追加の貸し出しは本

来好ましくはなく、多用をさけるためである。 
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この個別型奨学金の申請方法は高校在学時の予約採用はなく、新学期開始後約 1カ月後ま

でに申請が必要とする。慣れない新生活をおくるとしてもこの猶予されている 1カ月で今

後必要とされる金額が大まかにわかると考えたからである。 

 

 

図 16 各種奨学金制度 

 

 これらの奨学金制度の併用についてだが、併用自体は基本的に可能とする。ただし、併

用する際に金額が大きくなるようであれば、面談を行い、本当に返還可能かどうか奨学生

と事業者との間で話し合いが必要である。また、奨学金事業者はこの話し合いにて、減額

返還制度や返還猶予制度などをしっかり知らせる必要がある。これは近年の返還延滞者の

増加を食い止めることにもつながる。同じく延滞者増加防止につながる所得連動返還型奨

学金だが、現在は無利子のみが対象になっている。だが、有利子であっても 300万円以下

の年収であれば、対象とする。これによりさらなる延滞者防止を期待できる。延滞者自体

が減ることで返還される金をこの論文にて提言した奨学金制度の財源とする。貸与型にい

たっては現状の奨学金制度の財源をそのまま利用する。ただ、3つの種類の奨学金に分け

たため、申請者は分散されると予想する。そのことにより浮いた金を延滞返還金で賄えな

いその他 2つの財源とする。 

それぞれの奨学金制度の最大貸出額は育英型奨学金、貸与型奨学金無利子は現在の第一種

奨学金と同様、貸与型奨学金有利子は現在の第二種奨学金と同様、個別奨学金については、

前述のとおり個々に決定する。 

給付型、貸与型奨学金の貸出期間は今までと同じく大学在学中とし、返還開始も同じく卒

業後からとする。その他の仕組みについても、現在の奨学金制度を踏襲するものとする。 

 

奨学金形態 特徴 給付・貸与形態
返済なし・給付型奨学金
採用・維持審査は厳しい

貸与型奨学金 貸与
有利子
無利子

（成績・親の所得で決まる）
成績よりも親の所得が
採用審査に大きくかか
わる

現金

個別型奨学金 貸与
有利子
無利子

（成績・親の所得で決まる）
多種多様な型の奨学金
の中から自分に合った
ものを選択できる

現金
or

ICカード

利子の有無

育英型奨学金 給付 現金
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結びに代えて 

本稿で提言した 3 つの奨学金制度だが、それぞれの問題点への解決策になると考えた。

借金にならない純粋な教育投資の奨学金として育英型奨学金。現状の公的な奨学金にはな

い給付型であるため、奨学金そのものが与える教育投資の効果がわかりやすいだろう。経

済困難者への処置に特化した貸与型奨学金は貸与ではあるが、現状の奨学金制度と大差は

ないため、今までと変わらない効果はあり、審査基準が親の収入を重視しているためこれ

まで以上に対象者は増え、金額的な面で大学進学が容易になる。もう 1 つの個々それぞれ

に合った個別型奨学金は手間暇がかかるが、柔軟な貸し出しができる。また、使用目的が

面談ではっきりしているため、浪費への誘発性が低い。奨学金制度自体を一から作るわけ

ではなく、細かな部分は現状の制度を踏襲するため、周りの混乱が少ない。 

こうしたような奨学金制度を設けることで、「育英」と「奨学」両方の目的をこれまで以

上に果たすことにつながる。これが、教育投資の真の姿である。学びたい意欲のある者に

は、本来は惜しむことなく、教育投資を行うべきである。しかし、日本の経済状況などを、

鑑みた際に、現実的には不可能である。また、それぞれの奨学金制度に目的を持たせた制

度にすることにより、厳しめの資格基準、判断基準にすることができ、必要のない貸し出

しを防ぐこと、経済的困難者による延滞金問題にも良い影響を与えることができるだろう。 
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