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18 歳人口減少期のセンター試験の出願状況の年次推移と地域特性 
―志願者の2層構造化と出願行動の地域特徴― 

内田照久 1，橋本貴充 1，鈴木規夫 1 

1 独立行政法人 大学入試センター 研究開発部 

 近年，大学入試の改革に関わる議論が足早に進められている。中でも大きな役割を担うセンター試験は，四半世紀に

及ぶ歴史の中，18歳人口の減少や参加私立大学の増加といった，社会的な変化に揉まれてきた。本研究では，センター

試験の利用方法の移り変わりを追うことで，その社会的役割や機能の変遷を捕捉し，望まれる改革のあり方を探る。ま

ず受験出願動向の年次推移を分析し，志願者はどのように変わってきたのか，変わらない性質は何かを検討した。その

結果，センター試験志願者の2層構造化が見出された。経年的に安定した中核層と，試験の利用方法が多様な新参入層

とが分離した。次に，都道府県別にセンター試験利用率や出願先の属性を分析したところ，地域ごとに固有の特徴的な

パターン類型が見られ，センター試験の担う役割は地域ごとに異なることが浮き彫りとなった。さらに県別の 18 歳人

口の推移予測からは，地域特性や将来展望に即した個別方策の必要性が指摘された。 
キーワード：大学入試センター試験，人口減少，試験制度，大学進学，人口予測 

Quarter-century changes in applicants for the National Center Test and their 

regional characteristics as the 18-year-old population shrinks: 

 Two layers of applicants and characteristics of prefectures 

Teruhisa UCHIDA 1, Takamitsu HASHIMOTO 1, Norio SUZUKI 1 

1 Research Division, the National Center for University Entrance Examinations 

The National Center Test (NCT) has been affected by the shrinking population of 18-year-olds and the increase 
in the number of participating private universities in the last quarter of a century. This study analyzes the changes 
in the usages of the NCT so as to capture the changes in its social roles and functions. First, the national analysis 
suggested that there were two layers of applicants: the core applicants whose number has rarely changed over the 
past 25 years and the new types of the applicants who utilized the NCT in different ways. Second, the ratio of 
applicants who took the NCT and universities to which they went were analyzed for each prefecture. In the results, 
regionally distinctive patterns indicated that the NCT was utilized differently in different regions. Furthermore, 
regionally predicted populations of 18-years-olds suggested that the admission system must be planned and future 
directions proposed from regional perspectives. 

Keywords：The National Center Test, population decrease, university admissions system, entrance into 
universities, population estimates 

 

はじめに 

 わが国でも屈指の大規模一斉実施型のテストである

大学入試センター試験 (以後，セ試と略記) が導入されたの

は，平成2年(1990年)1月である。平成26年1月には25
回目の実施を迎え，四半世紀余りの歴史を紡いでいる。 

 しかし現在，わが国の人口の縮小，特に18歳人口の

急激な減少に伴って，大学全入時代の到来が現実感を

増している。その一方で，センター試験は，私立大学

の参加利用の増加もあって，近年は高校生の半数近く

が受験する巨大な共通テストに変貌しつつある。そこ

では，高校卒業者数の急減にも関わらず，セ試の受験
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者は漸増という，ある種の背反的な状況も生じている。 
 このような社会状況の急激な変化の中で，センター

試験は転換点とも言える状況にある。本報告では，高

大接続の観点から高校新卒者に焦点を絞り，センター

試験はこの四半世紀の間に何が変わったのか，一貫し

て変わらない特徴は何なのか検証する。それを通じて，

公的試験の社会的な機能と役割，そのあり方について

検討する。 
 分析にあたっては，センター試験に関わる歴史的な

データの蓄積を土台として，(1) 18歳コーホートの人口

動態，(2) 私立大学の参加による試験成績の利用範囲の

拡大といった入試制度の変遷，(3) 大学の進学志望率を

はじめとした地域特性，などに関わる資料1) を用いる。

そして，その年次推移の特徴を，できる限り縮約して

表現することで，歴史的変容の実体の可視化を目指す。 
 本報告では，次の5つの観点から整理を試みる。 

1. センター試験志願者の2層構造化 
2. 高校卒業者の進学志望とセンター試験の利用 
3. センター試験による出願状況の地域別の特徴 
4. 今後の18歳人口の推移予測と地域差 
5. センター試験の現況と今後の課題 

 この分析を通じて，センター試験を利用する大学が，

地域の特徴や個々の状況に即した効果的な活用方法を

立案するための，客観データによる情報の共有を図る。

さらに，分析を通して得られる知見を通して，現在の

センター試験が果たしている社会的な役割や機能につ

いて再考し，将来的な大学入試の改善に資することを

目指す。 

1. センター試験志願者の2層構造化 

1.1 センター試験の受験出願状況 

(1) 平成24年度センター試験での大学出願状況 

 図1に，平成24年度のセンター試験での高校新卒者の

出願の内訳を示す。新卒志願者のうち，国公立大学へ

の出願が半数弱，私立大学のみに出願したのが1/4 強，

短大のみはわずかで0.5%に留まる。 
 なお，セ試未利用というのは，センター試験の試験

成績では，国公立大学にも，私立大学にも，短大にも

出願しなかった者である。やや不思議な印象を受ける

受験者ではあるが，20％強程を占めている。そして最

後のセ試未受験者，すなわち受験料は支払ったものの

当日受験しなかった者は，全体の5%程度であった。 

 
図1. 平成24年度センター試験での大学出願状況(新卒者) 

(2) 18歳人口とセンター試験志願者の推移 

 図2に，センター試験が始まった平成2年から，現在

までの，18歳人口とセンター試験の志願者数を示す。

18歳人口は，平成4年の団塊ジュニアの極大期のピーク

から，平成24年までの間に50%台にまで減少した。 
 一方，センター試験の志願者は，私立大学の参加も

あって，導入当初は徐々に増加していたが，近年は頭

打ちになっている(図中□部)。しかし，実数では頭打ち

だが，高校卒業者の数が減り続けているので，高卒者

に占めるセンター試験志願者の割合は，現在も上昇を

続けている。センター試験導入時の平成2年度は，高校

卒業者の15%程が志願するに留まっていたが，平成24
年度には42％程度にまで上昇している。 
 図3は，図2のセンター試験志願者の部分を拡大した

ものである。下部のグレー，及び黒で示されているの

は，国立大学，及び公立大学に出願した受験者の層で

ある。この国公立大学への受験者層は文字通り，定規

で線を引いたように，20年余り，20万人の水準で安定

していることがわかる。 

 
図2. 18歳人口とセンター試験志願者 

資料a) より作成

資料a) d)より
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図3. センター試験志願者の中核層と新参入層 

1.2 センター試験の中核受験者層 

 この新卒の国公立大学の受験層は，18歳人口が半減

しても減ることなく，また，セ試志願者が増大しても

増えない。彼らは長期に亘って，中核的な受験者層と

して独自の層を形成している。これは経験則として，

“内田・鈴木のマジカル・ナンバー 20万人”などとも

呼ばれる(内田・鈴木, 2013)。 

(1) 大学全入時代の到来と非新卒志願者の急減 

 中核受験者層が，この絶妙な人数に収斂する理由と

しては，センター試験では自己採点をしてから出願す

るため，合格可能性が予測できるからだ，という意見

がある。“合格への期待”と“不合格のリスク”の中で，

“意思決定を行うバランスの均衡点”が，全国規模の

大人数であるために，目に見える形で顕在化したのだ，

というものである。しかし，それは必ずしもそうでは

ないことが最近わかってきた(内田・鈴木, 2013)。 
 歴史的に見ると，“内田・鈴木のマジカル・ナンバー

20万人”は実のところ二番煎じである。初代の経験則

は，センター試験の前身にあたる共通第1次学力試験の

時代から，現役と“浪人”を合わせた国公立大学受験

者は，30万人強でずっと安定しているという“鈴木の

魔法の30万人”である。当時は，自己採点による合格

予測が出願の意思決定に影響を与えており，結果的に

30万人程の出願に落ち着く，と漠然と信じられていた。 
 しかし，最近この数年の間に，その経験則が適合し

ないケースが増えてきて，実数として30万人を大きく

割り込む状況になってきた。そこで，その変化を追跡

したところ，原因は非新卒者，いわゆる浪人の動向に

あった。図4に，非新卒者の数を，グレーで示す。さら

に，新卒者の国公立大学の合格率も合わせて記す。 

 
図4. 新卒・非新卒志願者と新卒の国公立大合格率(右軸)  

 浪人は，18歳人口の極大期である平成4年度の3年後，

平成7年度が最大で，それ以降は，ずっと減少傾向が続

いている。一時期，少し増えるが，それは短大の定員

削減のあおりで女子が4年制の大学に進学するように

なり，男子がはじき出された結果である。 
 その後，すぐに大学の全入時代が到来して，浪人は

急激に減少，そのまま底を打って，現在に至っている。

この浪人の減少を受けて，国公立大学の実質的な競争

率が下がることとなり，それに呼応して，新卒の国公

立大の合格率は，30%台から40%台に上昇している。 
 図5に，国立と公立の大学の入学定員と大学数を示す。

国立大学は統合で大学数が減少した一方，公立大学は

コンスタントに増加し，現在，数では国立大学を凌駕

している。しかし，地元のニーズに添ったコンパクト

な大学が多く，キャパシティは小さい(右下□部)。ちょ

うど90年代の国立大学の臨時定員増分(左上□部)を補

う形になっている。結果的に，国公立大学全体として

の定員は，この間，ずっと安定していることがわかる。 

 

図5. 国立大学・公立大学の入学定員と大学数(右軸) 

資料a)より

資料b) d)より

資料a)より
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 しかるに，入学定員がほとんど変わらない中，新卒

受験者は20万人で安定して推移しているが，大学全入

時代の到来で非新卒受験者が急減したことによって，

実質的な競争倍率が低下し，新卒の合格者が増加した

と考えられる。 

(2) 中核受験者層の仮想的供給源 

 ここで一つの疑問が生ずる。それは，“新卒者の合格

率が上がっているにも関わらず，なぜ新卒の国公立大

受験者は20万人のままで増えないのか？”という疑問

である。 
 自己採点による合格予測の説明では，合格率が高く

なれば，受験者は増えて然るべきであるのに，実際に

はほとんど変化が見られなかった。 
 そこで作業仮説として，中核層の“仮想的な供給源”

を仮定することとした。全国の進学校や中堅校の進学

クラスの総体を，常に高校生の上位20万人を確保する

ための仮想的な定員を備えた器だと仮定する。すると，

逐次的に縮小する18歳コーホート人口の中にあっても，

その仮想的な定員までは，常に生徒を確保することが

でき，中核層として供給できることになる。 
 一方，その定員ゆえに，短期間での増加供給が困難

であると考える。すると，合格し易くなっても必ずし

も受験者が増えていない，という現状とも矛盾しない。 
 鈴木・荒井(2010)は，センター試験では，特定高校

からの志願者の集中が経年的に見られ，実質的な寡占

化が起こっていることを指摘している。このことは，

“仮想的供給源”の作業仮説とも合致している。 

1.3. センター試験の新参入受験者層 

 次に，中核受験者以外の者を，図3に示したように，

新参入受験者と呼ぶことにする。また，その数や動向

の変化から，増大期，安定期，そして浪人受験者の急

減・底打ちなどがみられた飽和期に区分しておく。 

(1) 新参入者層と受験教科数 

 アラカルト方式の影響も考慮して，センター試験の

新卒志願者の受験教科数別の人数と割合を図6に示す。 
 国公立大学への出願が柔軟にできる5教科受験者は，

中核層の20万人よりも少し多い状態で推移している。

またここ3年ほどは，やや増加の傾向が見られる(□部)。 
 一方，5教科未満受験者は，新参入層の増加パターン

とシンクロしている。したがって，新参入層は“少数

教科型”の私立大学を志向していると思われる。 

 

図6. 受験教科数と受験率(右軸) 

 

図7. 私立大学・短大の入学定員と 
大学数・センター試験利用大学数(右軸) 

(2) センター試験への私立大学の参加の年次推移 

 次に，図7には私立大学と短大の入学定員と大学数，

及びセンター試験利用大学の数を示す。平成12年から

の短大の入学定員の削減と共に，私立大学と短大の定

員を合わせた全体のキャパシティが縮小していること

がわかる。 
 さらにここで注目するのは，センター試験を利用す

る私立大学の数である。セ試導入後の5年目でも73大学

で，私大全体の20%以下，1/5に満たない水準に留まっ

ていた(□部)。したがって当時は，センター試験を受け

ても，出願先がほとんどない状態だったことがわかる。 

(3) 新参入層の先行増大とセ試未利用者の発生 

 図8に，新参入受験者層での出願状況の内訳を示す。

上からセンター試験の未受験者，次がセ試成績ではど

こにも出願しなかった未利用者，3番目がセ試の成績で 

資料a)より

資料a) b) c) d)より
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図8. 新参入受験者層の出願状況の内訳の推移 

私大だけに出願した私大専願者である。当初は，2番目

のセ試未利用者の割合が高かったことがわかる。 
 次に，図8の新参入層の部分だけをクローズアップし，

その内訳を別々に整理した結果を図9に示す。私立大学

の中での，セ試利用大学の割合も合わせて示す。 
 図9をみると，セ試成績の未利用者は，平成10年にピ

ークとなり，以後減少する。一方，私大専願者は，ゆ

っくりと増加していく。これらの新参入層は，セ試で

私大を受けるかも知れない者たちで，私大の出願機会

を確保するために，セ試に志願したものと想定される。 
 実際に受験して出願の権利を手に入れても，セ試の

導入当初はそれを行使する出願先が現実には十分にな

かった。そのために，私大の参加に先行する形で増大

した志願者の中から，セ試成績を未利用のままにする

者が発生することになったと考えられる。 
 その後，私大の参加がゆっくりと増えて，その権利

を実際に行使できるようになると，私大専願者も遅れ

て増加，出願しない者は減少していったと推察される。 

 

図9. 新参入層の内訳と私大のセ試参加率(右軸)の推移 

(4) センター試験への私大参加率50%の転換点 

 図9では，平成13～14年度の間で，セ試未利用者と

私大専願者の数が拮抗し，逆転が起こっている。その

理由を考えるために私大のセ試参加率を見てみると，

“私大参加率50%”が一つの転換点になっていること

がわかる。 
 また，セ試は受けてもきっと使わないと受験前に判

断したと思われるセ試未受験者は，同時期の平成13年
度をピークとして，その後は減少に転じている。この

ことからも，“セ試は私大入試に使える”と判断する認

識の転換点が，“私大参加率50%”の段階で生じたので

はないかと考えられる。 

 (5) 飽和期の新たな変化の兆候 

 しかし，飽和期の近年では，私大参加率の上昇が，

私大専願者を増加させ，未利用者を減少させるという，

先の解釈だけでは説明できない変化の兆候がみられる。 
 図9を見ると，私大参加率はその後も漸増状態にある

にも関わらず，(1) 私大専願者が平成23年から減少に

反転，(2) セ試未利用者が平成21年から増加に反転，

といった状況が観測されている。内田・鈴木(2012)は，

私大のセ試参加率の上昇と共に，私大専願者も漸増し，

セ試未利用者はゆっくり減少していくと推測していた

が，その予想に反する傾向が見出された。 
 しかしその一方で，(a) 未受験者は減少傾向を維持，

(b) 5教科受験者は増大(図6)，といった，より積極的な

受験姿勢も同時に見られる。これらについては従来の

予想の延長線上にある。 
 これらの現象を総合的に勘案すると，一つには大学

の入学試験としてのセンター試験の受験以外に，高校

での学習達成度を測るための，いわば高校学習の総括

としての意義づけを持った受験が増加している可能性

が考えられる。また当然のことながら，推薦入試やAO
入試の影響も想定される。一方，未受験者の減少は，

経済状況の切迫などから，セ試を私大入試に最大限に

活用しようとする受験方略の反映かも知れない。 
 いずれにせよ，飽和期の新参入層の多様な出願動向

については，さらなる探求が不可欠である。 

1.4 センター試験志願者の2層構造化のまとめ 

(1) 中核受験者層 

 中核受験者層は，新卒の国公立大学出願者から構成

される受験者層であった。20年以上に亘って，20万人

資料a) より

資料a) d)より
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の水準で安定的に推移している。 
 中核層の供給源として，仮想的な定員を維持できる

全国の進学校の総体を仮定する作業仮説が提案された。

なお，“大学全入時代”は，センター試験では，“浪人

の急減とその底打ち”の形で発現していた。 
 なお，新卒者に関してみると，高卒者数が半減する

中でも，国公立大全体では一定数の志願者が中核層の

形で確保されていた。人口の減少が志願者数の減少と

して直撃する地方の私立大学の深刻さと比べると，そ

の影響は，相対的にはまだ小さいとも言えよう。 

(2) 新参入受験者層 

 新参入受験者層は，私大出願を企図する者が主体と

想定され，増大期・安定期・飽和期と区分される。 
 初期の新参入層の先行増大によって未利用者が発生

し，私大参加率の緩慢な増加と共に私大専願者は遅延

増加した。その後，私大の参加率50%が転換点となり，

セ試は私大入試に使えると認識されつつある。さらに

近年は，私大専願者の微減，セ試未利用者の微増など

の新傾向も見られ，利用方法の多様化が想定される。 

2. 高校卒業者の進学志望とセンター試験の利用 

2.1 高卒者の進学志望とセ試利用の地域的な違い 

 次に，地域別の高校卒業者の進学志望率とセンター

試験の利用率について考える。ここでは，安定期以降

の平成10年度から24年度までの15年間を対象とする。 

(1) 進学志望とセ試利用の地域的な特徴の例 

 対照的な特徴を示す3つの地域の例を示す。図10左に

大阪の例を示す。高校の卒業者のうち，上の濃いグレ

ーは大学や短大への進学を希望しなかった者である。

一番下の薄いグレーは，センター試験を利用して進学

を志望した者，そして真ん中の白い部分は，センター

試験以外の方法で進学を志望した者である。大阪では，

それぞれがほぼ1/3ずつとなっている。下の2つの進学

志望者の中では，半数程度しかセンター試験を利用し

ていないことがわかる。 
 一方，図10中央に示す富山では，高校卒業者の半数

以上が進学志望であるが，志望者の多くがセンター試

験を利用している状況が読み取れる。 
 また，図10右の青森でも進学志望者のセンター試験

の利用率は高い。ただ進学志望者そのものは，新卒者

の半数を割り込んでいる状態である。 

(2) 進学志望率とセ試利用率の地域特徴の類型化 

 このように都道府県ごとに，進学志望率やその中で

のセンター試験の利用率にはそれぞれ特徴的な違いが

ある。そこで，地域ごとの特徴的なパターンをつかむ

ため，進学志望とセ試利用について類型化による整理

を試みる。 
 クラスタ分析(ウォード法)による類型化を行なった。

分析にあたって，まず平成10～24年(15年分)の都道府

県ごとの新卒者総数を分母とした。次に，前期：平成

10～14年(5年分)，中期：平成15～19年(5年分)，後期：

平成20～24年(5年分)の3期に分けて，非進学志願者，

セ試外進学志願者，セ試利用進学志願者の平均構成比

率を都道府県ごとに求め，それらを分析指標とした。 
 分析の結果から，その構成比率の特徴を3つの類型に

まとめた。得られた類型は次の通りである。 
 (1) 高進学志望・低セ試利用 
 (2) 中進学志望・高セ試利用 
 (3) 低進学志望・高セ試利用 
 図11に，各都道府県について，類型の別を示した。 
 図を見ると，首都圏と京阪神圏では進学志望率自体

は高いが，センター試験の利用率が低くなっている。

それ以外の地域では，進学志望者の大多数がセンター

試験を利用している。ただし，列島の外縁部の地域で

は進学志望率そのものが低い傾向が読み取れる。 

図10. 高校卒業者中の進学志望者数とセンター試験利用者数 【大阪・富山・青森の例】 

資料a) d) e) より
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2.2進学志望率とセ試利用率の地域特徴のまとめ 

 進学志望率とセンター試験利用率の地域特徴を類型

化してまとめた。 (1) 高進学志望・低セ試利用は首都

圏・京阪神圏に集中しており，(2) 中進学志望・高セ試

利用は中間地域に，(3) 低進学志望・高セ試利用は，列

島周縁部に多かった。 
 この結果から，地域ごとにセンター試験の使い方は

大きく異なることがわかる。そして，高校新卒者の中

で，どれだけの割合の者がセ試を受験しているのかは，

地域ごとに違う。それゆえに，県別の高校生の学力を，

センター試験の県別の成績で比較するといった発想は，

真実を見誤る可能性が高く，十分な注意が必要である。 
 なお，このような類型の分布が生ずる原因としては，

キャパシティの大きな私立大学が，都市圏に局在して

いるためと推察される。特に首都圏には一極集中して

おり，京阪神圏ともさらに異なる特徴がある。 
 例えば高進学志望・低セ試利用で，大阪と同じ類型

だった東京の様子を図12に示す。平成10年度頃は，大

阪と同じように，非進学志願者，セ試外進学志望者，

セ試利用進学志望者が，それぞれほぼ1/3ずつだった。

その後，セ試利用の進学志望者の割合が徐々に増加し，

平成24年度には，高校卒業者の60%近くがセ試を志願

するようになってきた。これは全国的に見ると，単純

なセ試志願率としては非常に高い。しかし，進学志望

率の方も，全国で比べると高いため，進学志望者全体

の中でのセ試利用率は，依然として相対的に低いとい

うことになる。 
 東京のセ試利用の増加傾向は，東京が富山のような

セ試の利用方法に変わったことを示すものではない。

近年，首都圏では京阪神圏と異なる利用内訳でのセ試

の利用増が生じている。センター試験の利用の内訳や，

その使われ方は，地域ごとに極めて多様である。その

詳細について，次章で細かく見ていく。 

 
図12. 高卒者中の進学志望者数とセ試利用者数【東京】 

資料a) d) e) より

資料a) d) e) より

図11. 高校新卒者の進学志望率とセ試利用率の都道府県別の特徴類型 (1998-2012年度) 
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3. センター試験による出願状況の地域別の特徴 

3.1 中核層の出願先に着目した再分類 

 出願状況の地域特性を検討するために，平成24年度

センター試験の出願内訳を再分類した(図13)。右の二

重囲みが中核層，左の点線囲みが未受験を除いた新参

入層である。中核層の国公立大学受験者について，出

願先が受験者の出身高校のある自県の大学か，県外の

大学かで2分割して再整理をした。前期・後期受験者に

ついては，鈴木・鴫野・石岡(2003)の報告で提案され

た第1志願先を推定する方法で整理した。 

 
図13. 中核層の出願先の地域で再分類した 
平成24年度セ試での大学出願状況【全国】 

図14. センター試験の大学出願状況の年次推移【全国】 
 

 図14に，再分類した出願内訳の年次推移を示した。

全国の集計データでは，他県の国公立大学への出願が

一番多く，その半分位が自県の国公立大学に出願して

いる。そして，その間の範囲で，私大の専願が伸びて

いる状態である。しかし，このプロフィールは，実は

どの地域の実態も反映していない。全体の人数の総和

という意味では正しいのだが，出願状況の推移パター

ンとしては意味をなさないものとなっている。 
 そこで，都道府県ごとの出願パターンと年次推移の

特徴を検討するために，クラスタ分析を行った。 

図15. センター試験の出願状況の地域別の特徴類型 (2013年版) 

資料a) より

資料a) より

資料a) より
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 分析の方針としては，都道府県別に出願状況の年度

推移の図を作り(Appendix に掲載)，出願プロフィールの

パターンが似たものをグループ化するというイメージ

である。分析にあたっては，都道府県ごとの，平成10
～24年の新卒者総数を分母とした。前期：平成10～14
年，中期：平成15～19年，後期：平成20～24年の3期
に分けて，自県の国公立大出願者，他県の国公立大出

願者，私立大専願者，セ試未利用者，セ試未受験者の

各構成比率を都道府県別に求め，分析指標とした。 

 ウォード法によるクラスタ分析の結果から，大きく

は5類型，さらにサブカテゴリーに分けて7分類とした。

図15に，類型・カテゴリー別の典型的なプロフィール

のパターンを示す。これは当該類型に含まれる県の各

構成要素の平均である。図を見ると，私立大学が突出

しているもの，他県の国公立大が多いもの，国公立大・

私立大が拮抗してきたもの，自県の国公立大がずっと

高く安定しているものなどが見られる。このように，

類型・カテゴリーごとに，出願種別の構成比率や年度

推移のパターンには，固有の特徴があることがわかる。 

3.2 セ試の出願状況の地域別の類型と特徴 

(1) Type 1: 私大専願主体・増大型 

 まず，Type 1には，埼玉，千葉，東京，神奈川が含

まれる。これは首都圏に集中した4県である。代表的な

神奈川県の例を図16に示す。この類型では，私大専願

者が最大多数で突出して増加している。この類型のパ

ターンは全国的に見ても極めて特異的である。全国総

計の図14と比べても，私立専願者の構成比率が非常に

高く，短期間に急激に増加したことがわかる。 
 前章でも触れた東京のセ試利用の増加は，この私大

専願者の急増がその原因となっている。 

 

図16. Type 1: 私大専願主体・増大型の例 

 (2) Type 2a: 他県 国公立大主体(高)・減少型 

 次にType 2系列を検討する。この類型には最も多く

の都道府県が含まれる。その内，Type 2aには，秋田，

石川，福井，岐阜，奈良，和歌山，鳥取，岡山，山口，

香川，愛媛，佐賀，長崎，大分の14県が含まれる。 
 ここでは，山口の例を図17に示す。首都圏Type 1で
一番だった私大専願は，この類型では最低であった。

このType 2aは，他県の国公立大への出願者が最大多数

である。しかし，その他県の国公立大出願者は，まだ

まだ最大多数ではあるが，18歳人口減少の影響を強く

受けて低下傾向にある。また全体数も減ってきている。 
 一方で，自県の国公立大出願者は安定して推移して

いる。18歳人口の減少下にあっても，一定数の出願者

を輩出していることからは，地元国公立大学への信頼

と憧れを読み取ることができる。 
 しかしながら，これはマスコミが言うところの地元

国公立大学への回帰というよりは，他県の国公立大に

出ていく者が減って，相対的に自県の割合が増加して

いるに過ぎない。つまり，増えたのではなく，減って

いないだけ，ということである。 
 ニュースなどでは，リーマンショックといった経済

不況が引き金となって，地元国立大学への回帰が起こ

ったと報道している向きもある。しかし，図17を見る

かぎり，出願動向は，2008年のリーマンショックから

一挙に変動したわけでなく，人口減少の長期トレンド

として，それ以前からじわじわと生起していたことが

わかる。 
 話題性を重視する報道では，受験動向についても，

その年に起きて目立った事柄に関連づけて説明される

ようである。やはり，実際の動向をつかむためには，

一次資料に基づいた分析が不可欠である。 

 

図17. Type 2a: 他県 国公立大主体(高)・減少型の例 
資料a) より 資料a) より
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図18. Type 2b: 他県 国公立大主体(中)・減少型の例 
 

(3) Type 2b: 他県 国公立大主体(中)・減少型 

 Type 2bには，青森，山形，富山，島根，徳島，熊本，

宮崎，鹿児島の8県が含まれる。図18に宮崎の例を示す。 
 パターンとしては，全体にType 2aに近いが，他県国

公立大と自県国公立大の間の開きがやや小さい。他の

特徴としては，Type 2aよりもセ試未利用者が若干多い

といった特徴が見られる。 
 Type 2aと同じく，私大専願は最低である。翻って，

Type 1の首都圏の私立専願の突出の度合いが，いかに

著しいかがわかる。 

(4) Type 2c: 他県 主体(低)＋未利用・増加型 

 Type 2cには，岩手，山梨，高知の3県が含まれる。

山梨の例を図19に示す。この類型では，なぜかセ試未

利用者の割合が最も高く，またそれが増加傾向にある。

このような地域では，高校学習の総括としてのセンタ

ー試験の受験の推奨といった，県単位での高校の指導

が行われていると考えるのが順当かと思われる。 

 

図19. Type 2c: 他県 主体(低)＋未利用・増加型の例 

 

図20. Type 3: 他県 国公立大主体＋私大・伸長型の例 
 

(5) Type 3: 他県 国公立大主体＋私大・伸長型 

 Type 3には，宮城，福島，栃木，長野，静岡，三重，

滋賀，京都，兵庫，広島の10県が含まれる。全般的に

人口が中規模の地域が含まれる類型である。長野の例

を図20に示す。他県国公立大と自県国公立大の間に，

私大専願があって増加している。この類型は全国総計

の推移パターンに，比較的近いものになっている。 

(6) Type 4: 自・他県国公立大主体＋私大・接近型 

 Type 4には，茨城，群馬，新潟，愛知，大阪，福岡

の6県がある。大阪，名古屋，福岡といった，東京以外

の大都市を含む地域となっている。愛知県の例を図21
に示す。当初は，国公立大の出願が中心だったところ

が特徴的である。その後，少しずつ私大専願が伸長し，

他県や自県の国公立大と私大専願とが拮抗しつつある。 
 この類型には大阪，名古屋，福岡といった大都市が

含まれているが，同じ大都市でも，首都圏の私大偏向

パターンとは大きく異なっていることがわかる。 

 

図21. Type 4: 自・他県 主体＋私大・接近型の例 

資料a) より 資料a) より

資料a) より 資料a) より
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図22. Type 5: 自県 国公立大主体・安定型の例 
 

(7) Type 5: 自県 国公立大主体・安定型 

 最後のType 5には，北海道と沖縄の2県が含まれる。

最北端と最南端の地域が同じ類型となった。図22は，

北海道である。この類型では，圧倒的に自県の国公立

大への出願が多く，経年的にも安定している。他県の

進学には船や飛行機による移動が不可欠で，地理的な

制約を色濃く反映していると考えられる。 

3.3 セ試による出願状況の地域別の特徴のまとめ 

 地域の出願状況は，全国総計のミニチュアなどでは

なかった。都道府県ごとの出願状況には固有の特徴が

見られた。そして，地域の特性，高校での進路指導の

方針が定常的な影響を与えており，地域ごとに独自の

出願パターンには一定の傾向性が見られた。 
 18歳人口の減少，私立大のセ試利用の増加といった

社会的変化の影響は，地域の傾向性の上に年次推移の

形で畳み込まれて現れていた。ただし，ニュース性を

志向する報道と実情はやや異なっており，年次変化は

方向性を持って緩やかに生起していることがわかった。 

4. 今後の18歳人口の推移予測と地域差 

4.1 18歳人口の推移と予測 

 ここまで，過去20年余のセ試の出願状況を分析して

きた。ここからは，少し将来的な動向について検討を

試みる。まず，大学の受験動向に大きな影響を与える

18歳人口について，将来の推移予測と地域差を考える。 
 ここで基礎資料となる文科省の18歳人口は，厳密に

は人口ではなく，その3年前の中学校の卒業者数である。 

 
図23. 18歳人口の推移と予測 (2000-2024年度) 

 
平成24年度の資料では，平成24年の3月に中学を卒業

した人数が，27年度のセンター試験を受ける世代の人

口ということになる。したがって，その4月に中3に上

がった者はその次の年の，中2になった者はさらにその

次の年の18歳人口の候補となる。このようにして予測

できる18歳人口の推移と予測結果を図23に示す。 
 これを見ると，平成25年度に一時的な人口増加が見

られる。これは，平成5年の皇太子の結婚の儀の翌年に

生まれたコーホートである。したがって，平成25年度

センター試験の志願者数の増加は，その一時的な人口

の上昇が原因の，一過性の現象であったことがわかる。 
 またこの図からは，ここ数年は人口減少の踊り場，

一時的な小康状態の中にあることがわかる。しかし，

平成30(2018)年頃からは，また急減していく。そして，

その減少の程度は，地域によって異なる。 

4.2 18歳人口推移の地域差 

 そこで，都道府県別の18歳人口推移のデータを基に

してクラスタ分析による類型化を行なった。分析にあ

 
図24. 地域別の18歳人口の推移予測の特徴類型 

資料a) より 資料d) e)より

資料d) e)より
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たって，過去と現在，そして将来にわたる平成12 (2000)
～36(2024)年の25年分について，都道府県別の18歳人

口の予測総数をそれぞれ分母とした。次に，その25年
間を5年ごとの5期に分けて，期別の18歳人口の割合を

都道府県ごとに求めて，分析の指標とした。 
 分析の結果，4つの類型が得られた(図24)。18歳人口

があまり減らない維持微減型から，急峻な減少で小康

状態も見られず，低下傾向に待ったなしの急峻減少型

までが得られた。 
 図25に，都道府県別の推移予測の特徴類型を示す。

維持微減型の首都圏，愛知，滋賀，大阪，そして沖縄

は，比較的人口が維持されており，減少の程度は軽微

に留まる。そして，それらのエリアから地理的に離れ

るに従って減少の度合いが強まり，本州や九州の外縁

部では急激に減少していくことがわかる。なお，福島

が急峻減少型であるのは，やはり現在，若年層の人口

構成比率が少なくなっている現況を反映しているもの

と思われる。 
 なお，この予測結果は，今後の人口の移動によって

変化する可能性がある。しかし，全体の総数は基本的

に増えることはない。 

4.3 18歳人口の推移予測と地域差のまとめ 

 前節で述べたように，首都圏，愛知，滋賀，大阪，

また沖縄では，18歳人口は微減に留まっており，現在

のところは小康状態を維持している。一方，本州や九

州の外縁部では，現在も急激な減少が容赦なく進行し

ている。 
 セ試の出願状況の内訳をまとめた前章のType 2系列

の類型には，人口規模が比較的小さく，その減少傾向

が著しい地域が多かった。そして，セ試志願者数の減

少も一部に見られた。このことは，進行する18歳人口

の減少の影響が，目に見える形で顕在化してきたもの

と考えられる。 
 このように人口の推移一つをとっても，地域ごとの

切迫度には温度差がある。したがって，首都圏周辺の

状況だけを見渡して，その印象から全国の状態を推し

量るのは非常に難しい。同様に，特定地域での身近な

実感，当該地域での常識は，他の地域の感覚とは異な

ることもあるので十分な配意が必要となろう。 
 さて，今後の人口移動によって，地域ごとの人口の

推移はさらに変化する可能性がある。しかし，大規模

な移民などがなければ全体数として増えることはない。

地域ごとに人口減少の程度が異なるので，大学として

は地域特性を織り込んだ，個別の対応策が必要になる

と思われる。 
 なお，センター試験においては，中核層のマジカル・

ナンバー20万人，この経験則が維持されるかどうかが

図25. 18歳人口の推移予測の地域別の特徴類型 (2000-2024年) 

資料d) e)より
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国公立大学の先行きを考えるポイントとなり得る。そ

こでは，今後の高校の統廃合や定員削減といった先行

指標が，予測の鍵になるのではないかと考えられる。 

5. センター試験の現況と今後の課題 

5.1 高大接続と2層構造化するセンター試験 

 本報告で検討してきた平成2年(1990年度)から平成

36年度(2024年度)に至るまでの，長期的な推移を鳥瞰

してみる。図26に，セ試の出願状況の推移と18歳人口

予測の全体の様相を示す。 
 1章でも述べたように，センター試験の志願者には，

中核受験者層と新参入受験者層による2層構造化が見

られる。 
 国公立大学に出願する中核受験者層にとっては，セ

ンター試験は実質的に高大接続テストの役割を果たし

ている。この層は，国公立大学に柔軟に出願できるよ

うに，5教科以上の科目を受験している。そして，高校

卒業者が半減する状況にあっても，出願者数は経年的

に約20万人で安定している。まさに，セ試志願者の中

核をなしている層であり，利用の目的も明確である。 
 一方，新参入受験者層にとってのセ試は，私立大学

に出願するための入学試験としての役割の他に，高校

での学習活動の達成度を総括する役割も混在している

と考えられる。 
 また，私立大学の入学者の状況から推察すると，新

参入層の中には，セ試を受験した時は国公立大に出願

するつもりであったが，自己採点の結果を見て，これ

では無理だと判断してあきらめたケースもかなり含ま

れているはずだという指摘もある(大津・内田・鈴木・

村上，2014)。他にも新参入層では，AO入試・推薦入

試とセ試の併用といった利用形態もあると想定される。 
 新参入層においては，志願者の多様化が進み，利用

方法のバリエーションも拡大している。その量的，質

的な変化と揺らぎは現在も続いていると見られる。 
 歴史的に振り返ると，セ試導入当初，志願者が先行

して増大したものの，出願できる私大の数が限られて

いたために，セ試成績の未利用者が発生した。その後，

私大のセ試参加率の緩慢な上昇と共に，私大専願者が

遅延増加し，私大参加率が50%を越えた時に，ようや

く私大専願者がセ試未利用者を上回り，それまで上昇

を続けていたセ試の未受験者も減少に転じた。 
 このような私大参加率の上昇にシンクロした動向に

ついては，筋道だった合理的な理解ができる。 

 

図26. センター試験の出願状況の推移と18歳人口予測

(1990-2024年度)  

 しかし，ここ数年，私大参加率の漸増にも関わらず，

(1) 私大専願者が減少に反転，(2) セ試未利用者が増加，

という，それまでとは逆行する変化が現れている。そ

の一方で，(a) 未受験者は減少傾向を維持，(b) 5教科受

験者は増大，という，より積極的な受験姿勢も同時に

認められる。これは，出願できる私大の増加による影

響という従来の解釈だけでは収まらない，新たな変化，

飽和期の揺らぎである。 
 倉元(2013)は，共通第1次学力試験からセンター試験

への移行時のアラカルト方式の導入と私立大学の参入

に関して，理念の非連続性を指摘している。その理念

の変成は，20年以上の歳月を経て，新参入層の増大や

利用方法の揺らぎとして，受験行動，さらには試験の

機能や役割に，今なお影響を及ぼしている。 

5.2 高校の運営区分と地域特性 

 本研究では，センター試験について，幾つかの観点

から，都道府県ごとに切り分けて考えてきた。 
 高校は大学と違って，多くは都道府県の行政区分を

単位に運営されている。例えば，高校入試も県単位で，

教員の採用や異動の範囲も県単位，指導の方針も県の

教育委員会が主導する形であることが多い。 
 それゆえに，地域ごとの出願状況には，地域の制約

を反映した固有の特徴が見られた。また，受験科目の

選択でさえ，県単位での特徴的な科目選択パターンが

見られることがある(大津他, 2014)。そのような受験時

の選択科目の偏在は，県ごとの指導方針が反映された

ものと見るのが妥当であろう。 
 やや大げさな言い方かも知れないが，センター試験

は，この都道府県単位の高校制度の枠組みから，全国

資料 a) d) e)より
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区となる大学制度への橋渡しとしての役割も担ってい

るのかも知れない。 
 ただし首都圏などでは私立の学校が多く，そのため

必然的に県境もボーダーレス化している。それもあっ

て，首都圏では高校の行政的な運営区分については，

なかなか実感がしにくい。しかし，その状況自体が，

全国的にはむしろ稀なことであることを意識しておく

べきかも知れない。 

5.3 地域特性と将来展望に基づく個別大学の独自方策 

 セ試は地域ごとに果たす役割が異なっていた。した

がって，利用する大学では，地域特性や将来展望，そ

れに即した個別の方策が欠かせない。 
 西郡(2013)は，佐賀大学での入試戦略の将来計画を

立案するために，周辺地域の人口減少の予想，それに

伴う競争倍率の変化を推測して検討している。そして，

競争倍率が一定水準を下回ると，入学者の学力水準に

大きなバラつきが生じてしまう問題点を指摘し，大学

経営への提言を行っている。このような知見の集積も

あって，佐賀大学は，学生の質の保証を期すために，

一部学部の定員削減といった具体策を講じている。 
 この研究の意義は，入試に関わる専門家が，試験を

取り巻く社会的な制約要因に，正面から対峙したもの

であることに留まらない。その検証結果が，独自対策

の計画立案の基礎資料として活用され，組織の意思決

定に反映された点にあると思われる。 
 本稿では，全都道府県ごとのセ試志願者の出願動向

の年次推移について個別に図示し，論文末のAppendix 
にまとめた。論考では，少数の類型の形に縮約された

エッセンスとなる情報しか示せなかった。しかし，こ

ちらの資料を参照すれば，個々の大学が，個別に検討

したい都道府県の実情にも触れることができ，今後の

議論にも活用できるのではないかと考える。 

5.4 今後の検討課題 

 木村(2010)は，教育測定・評価の技術的な素養を身

につけ，テスト開発にあっては，その信頼性や妥当性

の適切な評価方法にも精通した“テストの専門家”の

養成に着目している。そして専門家には，問題内容や

試験の実施方法，結果の利活用，マネジメントに至る

総合的な力量が求められるとしている。 
 社会的な役割を担う大規模試験の設計段階の議論に，

テストの専門家が参加する必要性については論を待た

ない。しかし，特に政策の一部として議論されること

が多い大学入試については，最も活躍すべきテストの

専門家が，議論の場に常に参加しているとは必ずしも

言い難い。 
 わが国の大学入試のような全国規模の試験を考える

場合，歴史の教訓に学ぶことは不可欠である。安野

(2013)は，戦後の日本の全国規模テストについて網羅

的に検証している。その中で，大学入試に関わるもの

を見てみると，戦後すぐに導入された進学適性検査は，

言語的能力・数理的能力の知能2因子型の試験だったが，

大学入試としての有用性が認められずに廃れた。また，

昭和40年代に行われた能研テストは，実施主体が大学

ではないこともあって広まらず，早晩に使われなくな

った。 
 このように，テストはそれがたとえ公的試験であっ

ても，利用者側の要請や求められる役割に合致したも

のを設計できなければ，社会的に機能せず，そのまま

廃れて立ち行かなくなってしまうことがわかる。これ

らの歴史的な経緯から学ぶべき事は多い。 
 現在，センター試験を利用する高校や生徒にとって

は，高校での学習活動とそこでの努力がセンター試験

の成績に結びつくという一点が，今の試験制度の枠組

みへの信頼を支えているという指摘がある(内田・大津，

2013)。大学入試改革に関する議論では，このようなセ

ンター試験の利用の現状を踏まえた議論も必要かと思

われる。 
 本報告では，18歳人口の減少，私立大学のセ試利用

の増加，といった社会的要因の変化にも留意しながら，

セ試志願者の大学出願状況の年次推移と地域特徴を追

ってきた。また将来的な観測を得るために，地域別の

18歳人口の推移予測も行った。 
 人口推移予測から連なる長期的な将来予測は，今般

の大規模災害の発生などを鑑みると，ますます難しい

と感じられる。また政策判断の流れの中で，大学入試

制度改革もどのように進展していくのか不透明である。

今後とも，継続的な研究の蓄積が必要である。 
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