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―『大学四季報』データの活用を中心に― 
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本日の報告

高等教育を取り巻く背景と課題：

• 背景：大学間競争激化,人口減少期⇨組織行動の新たな分析枠組み・科学的分析の必要性

• 深刻：大学ランキング＝指標の直観的性質と世界の大学が対象、大学の「可視化」「数
値化」ブーム⇨各国の高等教育政策，大学の経営戦略に影響⇨根拠や客観性の面で不十分

• 研究上の課題：理論・方法・知見の適用についての再考／研究と実践（演繹と帰納）の
両立／データ・人材・検証⇨この複雑性問題をどう解く？

• 我々の関心 ：高等教育の機関・組織の研究のために必要なデータの探索，的確な「数
値化」・科学的検証と経営行動のメカニズム解明のための分析⇨高等教育政策・大学の
経営戦略策定へ寄与

• 活用するデータ：『大学四季報』（東洋経済新報社）／『大学機関データベース』（東
京大学大学経営・政策研究センター／広島大学高等教育研究開発センター）

• 松宮報告：教育･･･私学における教育系競争的資金配分メカニズムの分析

• 中尾報告：研究･･･研究生産性の分析への新たなアプローチ（Zero-Inflation, SFA）

• 村澤報告：教育＋研究･･･教育研究活動の非一元化的指標(DEA)の探索とその機能の検証

• 大学の行動科学・管理科学的分析を進める上で必要なデータとは何か，データ分析に必
要なアプローチとは何か･･･皆さんと議論・共有を！
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松宮報告の問題関心
（私立大学等改革総合支援事業タイプ1選定と教育投資・

定員充足の関係）

・「教育の成果」の測定，それに連動した私学助成のさらなる競争的配分，

「定員割れ」大学への減額・停止等を提案（財務省主計局，2017）

・この提案を下支えするのは，教育活動に補助金を投入すれば「教育の

成果」が向上し，結果として学生募集も安定する，というロジック

・本来そうあって欲しいが，安定的な経営には，設立時期や威信，規模

の経済がよく効く（濱中・島，2002；両角，2012；小川洋，2017）

・安定した学生募集→「教育の成果」→さらなる補助金獲得，という逆因

果の可能性も（図1）

インプット アウトプット アウトカム

「定員割れ」 「教育の成果」 補助金

スキーム1

スキーム2

補助金 「教育の成果」 「定員割れ」

図1 補助金と「教育の成果」・「定員割れ」の関係



先行研究と同事業タイプ1を取り上げる意義

・1980年代以降，一般補助を抑制し特別補助のウェイトが高められてきた

（水田，2009など）

・政策は私学助成を一種のインセンティブ・システムとして機能させてきた

（市川，2004など）

→私学助成の競争性は，俄かに焦点化された話題ではない

・非プロポーザル（あらかじめ評価される取組みが明示）としての私立大学

等改革総合支援事業。選定された場合の補助金の配分は，特別補助だけ

でなく一般補助にも（かつ，上限は一般補助＞特別補助）

→従来の補助金と趣が異なる

→教育をテーマとするタイプ1が申請校数・選定校数とも最大

図1をブレイクダウン→

インプット アウトプット アウトカム

         （仮説1-1)    　　　（仮説1-2）

       　（仮説2-1)    　　　（仮説2-2）

スキーム1 タイプ1選定 教育投資 定員充足率

スキーム2 定員充足率 教育投資 タイプ1選定

図2 私立大学等改革総合支援事業タイプ1選定と教育投資・定員充足の関係



データと方法
表2 分析に使用する変数

表3 基礎統計量

定義 出典

医・獣医ダミー 医・獣医学部を保有（医・獣医あり = 1）

傘下の総学生数 法人が保有する傘下の学校の総学生数

規模 学生数 単位：人　大学院生を含む（受け入れ留学生，研究生，聴講生は除く）

威信 偏差値 各学部偏差値の平均 『大学ランキング』（朝日新聞出版）

ST比 学生数÷教員（専任講師以上の資格者）数

人件費依存率 単位：%    人件費 ÷ 学納金・手数料収入

健全性 単位：%　自己資金比率 = 自己資金（純資産） ÷ 総資産

資金力 単位：百万円　運用可能資産 = 引当特定資産 + 長短有価証券 + 未収入金 － 流動負債 － 第4号基本金

教育投資 単位：%    教育研究経費（病院経費を含む） ÷ 帰属収入

定員充足率 単位：%　学生数 ÷ 総定員数

タイプ1選定ダミー タイプ1への選定（選定 = 1） 文部科学省

変数名

『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

統制

教育志向

経営状況

指標

N Mean S. D. N Mean S. D. N Mean S. D.

医・獣医ダミー 575 0.056 0.229 575 0.056 0.229 575 0.056 0.229

傘下の総学生数 363 7142.066 9858.187 378 7376.241 9865.008 404 7052.527 9379.921

規模 学生数 532 3742.359 6386.082 546 3704.617 6270.804 572 3582.976 6156.817

威信 偏差値 550 49.033 5.354 551 49.640 5.304 509 42.155 6.231

ST比 496 22.455 10.645 529 21.926 11.107 572 21.623 11.182

人件費依存率 569 98.613 101.678 572 102.5691 131.047 573 102.5789 132.5402

健全性 569 85.845 9.404 573 85.837 9.766 572 21.623 10.057

資金力 569 16935.070 29109.070 572 17226.810 29671.300 573 17399.920 30298.730

教育投資 569 31.631 7.764 572 31.769 7.984 573 32.113 8.018

定員充足率 503 96.873 18.402 535 96.243 23.174 569 95.333 26.030

タイプ1選定ダミー 575 0.323 0.468 575 0.395 0.489 575 0.376 0.485

wave2015

統制

教育志向

経営状況

指標

変数名
wave2013 wave2014 →

通常の回帰分析で
は統制し切れない
観察困難な個体特
性のバイアスを除
去し，より正確な因
果推定を行える
（筒井・水落・保田
編，2016）パネル・
データ分析



スキーム1の検証（1）タイプ1に選定されると，
教育投資は増加するのか（仮説1-1）

Coef. S. E. Coef. S. E.

医・獣医ダミー 14.3423 *** 1.20

法人傘下の総学生数 -0.0003 0.00 0.0000 0.00

学生数 -0.0007 0.00 0.0001 ** 0.00

偏差値 -0.0996 *** 0.02 0.0037 0.04

ST比 -0.0867 * 0.05 -0.0152 0.03

人件費依存率 0.0144 0.02 0.0040 ** 0.00

健全性 -0.0877 0.06 0.0879 *** 0.03

資金力 -0.0003 *** 0.00 0.0000 0.00

定員充足率 0.0004 0.01 -0.0341 *** 0.01

タイプ1選定ダミー -0.0826 0.26 0.8949 ** 0.41

定数項 56.8987 *** 6.58 26.3545 2.87

N 1046 1046

Adj  R-sq 0.273

R-sq within 0.105

between 0.027

overall 0.025

sigma_u 17.712

sigma_e 2.468

rho 0.981

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

固定効果モデル OLS ・F検定からプーリング回帰モデルよりも固定効
果モデルが（Prob > F = 0.0000），Hausman検定
から変量効果モデルよりも固定効果モデルが
（Prob > chi2 = 0.0000），Breusch and Pagan検定
からプーリング回帰モデルよりも変量効果モデ
ルが（Prob > chibar2 = 0.0000），それぞれ採択さ
れたので，最終的に固定効果モデルが望ましい
と判断
・固定効果モデルは時間共変量の固体内分散を
説明するため，時点不変の変数は論理的にオ
ミットされる
・比較のためOLS推定も併記（以下同様）
・タイプ1選定は有意でない
・偏差値（－），ST比（－），資金力（－）
→タイプ1に選定されても教育投資は増えない
→仮説1-1を棄却
→低威信の「面倒見」の良い大学が，乏しい資金
力を教育活動に使っている



スキーム1の検証（2）教育投資の増加は，
定員充足に貢献するか（仮説1-2）

・F検定からプーリング回帰モデルよりも
固定効果モデルが（Prob > F = 0.0000），
Hausman検定から変量効果モデルよりも
固定効果モデルが （Prob > chi2 = 0.0000），
Breusch and Pagan検定からプーリング回
帰モデルよりも変量効果モデルが（Prob > 
chibar2 = 0.0000），それぞれ採択された

ので，最終的に固定効果モデルが望まし
いと判断
・教育投資は有意でない
・学生数（＋），ST比（＋），人件費依存率
（＋）
→教育投資は，定員充足には貢献しない
→仮説1-2を棄却
→高コストかつ大規模で，マスプロ傾向の
ある大学ほど，定員を充足しやすい

Coef. S. E. Coef. S. E.

医・獣医ダミー 9.1949 ** 4.03

法人傘下の総学生数 0.0000 0.00 -0.0003 0.00

学生数 0.0090 *** 0.00 0.0002 0.00

偏差値 0.0544 0.10 0.7384 *** 0.11

ST比 0.5623 ** 0.22 0.7377 *** 0.08

人件費依存率 0.2195 *** 0.07 0.0205 *** 0.01

健全性 0.1123 0.26 -0.0784 0.08

資金力 0.0002 0.00 0.0000 0.00

教育投資 0.0092 0.17 -0.3380 *** 0.10

定数項 4.8764 29.94 63.2191 *** 9.27

N 1046 1046

Adj  R-sq 0.185

R-sq within 0.042

between 0.052

overall 0.062

sigma_u 71.357

sigma_e 10.593

rho 0.978

固定効果モデル OLS

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 



小括（1）スキーム1の妥当性
・タイプ1選定→教育投資の増加→定員充足，という因果

関係は成り立ちにくいようである

・スキーム1では，定員充足をアウトカムに想定している

ので，〈高コスト体質かつ大規模で，マスプロ傾向の大

学〉に新たな資金が投入される可能性がある

・一方，〈乏しい資金力を教育活動に費やす，低威信の

「面倒見」の良い大学〉は，低威信であることにより定

員充足が満たされず，教育活動に注力するも，公的資

金の支援は受けにくい，という救われなさに陥る可能

性がある



スキーム2の検証（1）定員を充足すると，
教育投資は増加するのか（仮説2-1）

Coef. S. E. Coef. S. E.

医・獣医ダミー 14.0612 *** 11.76

法人傘下の総学生数 -0.0003 0.00 0.0000 -0.13

学生数 -0.0007 0.00 0.0001 ** 2.26

偏差値 -0.0995 *** 0.02 0.0032 0.09

ST比 -0.0862 * 0.05 -0.0190 -0.72

人件費依存率 0.0142 0.02 0.0043 ** 2.41

健全性 -0.0878 0.06 0.0878 *** 3.36

資金力 -0.0003 *** 0.00 0.0000 -0.57

定員充足率 0.0005 0.01 -0.0336 *** -3.45

定数項 56.8970 *** 6.58 26.7785 *** 9.33

N 1046 1046

Adj  R-sq 0.270

R-sq within 0.105

between 0.027

overall 0.025

sigma_u 17.760

sigma_e 2.466

rho 0.981

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

固定効果モデル OLS

・F検定からプーリング回帰モデルよりも
固定効果モデルが（Prob > F = 0.0000），
Hausman検定から変量効果モデルよりも
固定効果モデルが（Prob > chi2 = 0.0000），
Breusch and Pagan検定からプーリング回
帰モデルよりも変量効果モデルが（Prob 
> chibar2 = 0.0000），それぞれ採択され
たので，最終的に固定効果モデルが望
ましいと判断
・定員充足は有意でない
・偏差値（－），ST比（－），資金力（－）
→定員を充足しても教育投資は増えない
→仮説2-1を棄却
→教育投資は，低威信の「面倒見」が良く，
資金力に乏しい大学が増やしている



スキーム2の検証（2）教育投資の増加は，タイ
プ1選定に貢献するのか（仮説2-2）

O. R. S. E. O. R. S. E.

医・獣医ダミー 0.0578 *** 0.06 0.1533 *** 0.07

法人傘下の総学生数 0.9999 * 0.00 1.0000 ** 0.00

学生数 1.0000 0.00 1.0000 0.00

偏差値 0.9941 0.02 0.9969 0.01

ST比 0.9739 0.02 0.9824 ** 0.01

人件費依存率 1.0035 * 0.00 1.0019 ** 0.00

健全性 1.0026 0.02 0.9977 0.01

資金力 1.0000 ** 0.00 1.0000 *** 0.00

定員充足率 1.0038 0.01 1.0029 0.00

教育投資 1.0266 0.02 1.0210 ** 0.01

定数項 0.2213 *** 0.42 0.5044 0.49

N 1046 1046

         Wald chi2(10)    17.140

               LR chi2(10) 35.100

Prob > chi2 0.071 0.000

/lnsig2u 1.449 0.211

sigma_u 2.063 0.218

rho 0.564 0.052

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

変量効果モデル 最尤推定 ・Hausman検定から固定効果ロジットモデルよ
りもプーリング・ロジットモデル（Prob  > chi2 = 
0.5306），固定効果ロジットモデルよりも変量
効果モデルが（Prob > chi2 = 0.5186），尤度比
検定からプーリング・ロジットモデルよりも変
量効果モデルが（Prob > chi2 = 0.000），それ
ぞれ採択されたので，最終的に変量効果モデ
ルが望ましいと判断
・比較のため最尤推定も併記
・教育投資は有意でない
・医・獣医ダミー（－），資金力（＋），人件費依
存率（＋），法人傘下の総学生数（－）

→教育投資を増加させても，タイプ1選定には
繋がらない

→仮説2-2を棄却
→タイプ1に選定されているのは，資金力があ
り，高コスト体質の大学。医・獣医ダミー（－）
と法人傘下の総学生数（－）は，評価される
必要のない（ or されにくい）個体属性を示唆



小括（2）スキーム2の妥当性
・定員充足→教育投資の増加→タイプ1選定，という因果関

係も成り立ちにくい。定員を充足しても教育投資は増えず，

教育投資を増やしてもタイプ1には選定されない

・ただし，タイプ1に選定されている大学は，資金力があり，人

件費依存率が高い。このことから，「教育投資以外」に回す

だけの運用可能資産を持つ大学が有利，タイプ1に選定さ

れるには人件費の追加的配分が必要，といった可能性が

考えられる。教学マネジメントやIR，AO等に関する専門の教

職員の配置が要件になっていることの影響があるのかも

・スキーム2を成立させるには，教育投資とそれ以外への資

金投入を区別し，前者を高く評価する必要あり



まとめと課題
・財務省のスキーム1は現実に沿わない。一方スキーム2も，正しそうに思えたが棄却

→財務省の想定する因果は成立しにくいが，一般的に想定しうる因果もまた，うまく成立

しない。これは，各機関の見えない個別事情が大きい影響をもつからではないか

→にもかかわらず，タイプ1は異なる条件の大学を同じ基準で評価している = 大学にアン

フェアな競争を促してしまう

→タイプ1の焦点は教育だが，「教育投資以外」への資産投入が評価される？

= 純粋に教育投資を評価すれば（×間接，〇直接），スキーム1に近接しうる

・パネル・データの回帰モデルとプーリング回帰モデルで結果が大きく異なる。「より影響

の大きい」（かつ，観察されない）個体特性を統制するためにも，複数年次のデータが

取得できるならパネル・データ分析は有用

・課題は，（1）たしからしいスキームの探索（2）ラグ変数の設定
【参考文献】
市川昭午（2004）「私学の特性と助成政策」『大学財務経営研究』第1号，169-185頁。
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• 科学社会学でスタートしたScientific Productivityの研究は有本(1985)、新堀(1973)、山崎(1982)以降、
Academic Productivityとして高等教育研究でも実証分析が行われてきた

• 特に近年は日本の研究力が低下しており（科学技術政策研究所2017）、その要因分析に焦点
化して実証分析が行われてきた（阪・伊神2015、青木・木村2016、藤村2018）

• 研究環境の悪化や、基盤的経費の減少、大学教員の多忙化、高齢化などがその主な要因

• しかし、先行研究には以下の２つの視点が欠けていた
① マートンが科学者の逸脱行動とまでいう研究放棄の問題に目を向けてこなかった。また、有本(1985)はScientific 

ProductivityとAcademic Productivityの違いを社会科学にまで射程を広げたことと主張するが、その分野の多様性を適切に
扱えていない

② コストの問題を扱ってこなかった

① は論文数という研究成果を一元的な指標で扱う場合、ゼロが最頻値の分散の大きな分布をと
るいうことはよく知られている
• おそらくこのほとんどゼロに社会科学系が含まれており、先行研究では学界・専門分野ごとの分析においてこの問題

に対処してきた

• ロトカ、プライス、サイモンなどは科学の生産性には一定の規則性があるということで、定式化しようとしたが、潜
在的な研究成果（＝研究成果ゼロ）については目を向けれていない

• しかし、多様なゼロをそのまま成果ゼロとして扱うことは、研究活動の放棄（科学者の逸脱行動）として捉えていい
ものかどうかは、今後の課題として残されていた

② 科学社会学は二重帰属の問題を扱ってこなかったために、組織人としての研究者の分析が一
部を除いて試みられていない（松本2016）。組織内の研究者を大学経営の視点でみたときに
効率性へと目を向ける必要がある。
• コストをかければかけるほど、成果を生み出すが、現在の日本の大学の状況を考えるとそこまでコストをかけること

はできない。つまり、効率的に成果を生み出すことを求められている。

• 大学の経営問題として、効率的に成果を生み出す、そして非効率要因を減らすという２つの視点が重要となってくる。

• 論文を生み出すのにどれだけのコストがかかるかを分析の対象とする
13
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◆論文数ゼロへの注目→ほとんどの大学は論文数ゼロ
• でも、ゼロだからといって研究活動を放棄しているわけではない・・・はず。

• なぜなら、論文数ゼロでも様々な要因が考えられる。

• 人文社会科学系の単科大学だから、そもそもWoSに掲載される論文なんて書く機会がないよっていうケース

→常に論文数ゼロのケース

• 自然科学系や医歯薬系の学部学科を持ってるんだけど、教育に力入れてる、臨床に力入れてる等でたまにしか論文は
書いてないよっていうケース

→調査した時期にたまたま論文数ゼロのケース

• 今回はこの２つのケースを同時にモデリングして判別したい

• さらに、WoSの論文掲載のハードルの高さも分析を試みる

• この時、外国人教員の多さはWoSに論文を掲載するハードルが低いのではないか？ということで外国人教員数の数を
説明変数に加えた。

→つまり、①常にゼロのケースとたまたまゼロのケースを判別する分析と②WoSに論文を掲載す
る大学間の敷居の高さの分析。これら２つの分析をする

中尾報告①

たまたまゼロ

常にゼロ

①これの判別を
モデリング

②論文数が０から１以上に変化する敷
居の高さをモデリング



• 今回は大学間の分散の大きさからカウントモデルには負の二項分布を採用

• ゼロモデルには二項分布を想定

①Zero inflated negative binomial model
• f(y) = p+(1-p)q(0|m,θ) ・・・ y = 0の場合（ゼロモデル）

• f(y) = (1-p)q(y|m,θ) ・・・ y = 1,2,3・・・nの場合（カウントモデル）

→過剰なゼロは二項分布のゼロ（常にゼロ）、と負の二項分布のゼロ（たまたまゼロ）の２つ
の和であるため、ゼロが過剰に多いという想定

②Hurdle model
• f(y) = p ・・・y = 0の場合（ゼロモデル）

• f(y) = 
1−𝑝 𝑞 𝑦 𝑚,θ)

1−𝑞 0 𝑚,θ)
・・・y = 1,2,3・・・nの場合（カウントモデル）

→過剰なゼロはゼロを超えるためのハードルがほとんどの大学にとって高すぎるためにゼロが
過剰に多いという想定

◎時間の都合上、今回はゼロモデルの分析結果のみを提示
15
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分析結果
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分析結果
◆ZINBモデル

• 係数の符号がプラスであれば常態として研究成果がゼロ、マイナスであれば今回たまたまゼロであったと
いうことを示す

• 公立大学は国立大学に比べて常のゼロである可能性が高い

• 設置年は新しいほど、常にゼロである可能性が高い

• 偏差値は高いほど、たまたまのゼロの可能性が高い

• 教員数も多いほど、たまたまのゼロの可能性が高い

• 学部については、人文社会系の学部を持つ大学は常にゼロの可能性が高く、自然科学系、医歯薬系は今回
のデータでたまたまゼロになった可能性を示す

◆Hurdle モデル

• 係数の符号がプラスであれば論文数が１になりやすく、マイナスであれば０になりやすいことを示す→つ
まり、係数がプラスであればハードルを超えやすく、マイナスはその逆

• 公立大学は国立大学に比べてWoSに論文を掲載するハードルが高い

• 設置年は新しいほど、WoSに論文を掲載するハードルが高い

• 偏差値は高いほど、WoSに論文を掲載するハードルが低い

• 教員数も多いほど、WoSに論文を掲載するハードルが低い

• 専門分野については、人文社会系はWoSに論文を掲載するハードルが高く、自然科学系、医歯薬系はWoS
に論文を掲載するハードルが低いことを示す

◆結論としては、分析に用いたWoSのゼロが430、そのうち今回の分析では192大学が予測値でも
ゼロ（44.7%）→逆に言えば、半分以上は、WoS上ではゼロでもインフラ的には論文数が1以上
になる可能性があるということ。



18

分析結果
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分析結果



◆論文を生み出すためのコスト
• お金の増減が、論文数の増減と関連していることは分析されている

• 本分析において、論文の質の違いにおけるかかるコストを比較する

• 生産物→WoS論文数、WoS国際共著論文数

• 規模の経済→生産物がそれぞれ増えたら、費用削減的な効果が働くか？

• 範囲の経済→生産物どうしの間に費用補完的な効果が働いているか？

◆想定するモデル
• 大学組織は非営利組織であるため、利益最大化モデルはあてはまらない→費用最小化行動の想定は非営

利組織の理念と一致するため、今回はそのモデルを採用

• 代替・補完効果、賃金の弾性効果などがフレキシブルに組めるトランス・ログ型の費用関数を想定

• 費用関数に対してテイラー展開の２階微分の項まで残した近似式で、αjk = αkjなど対称性の制約

• C = C(yj , wi)

• lnC = σ𝑗 𝛼𝑗 𝑙𝑛 𝑦𝑗 + σ𝑖 𝛽𝑖 𝑙𝑛 𝑤𝑖 +
1

2
σ𝑗σ𝑘𝛼𝑗𝑘 𝑙𝑛 𝑦𝑗 𝑙𝑛 𝑦𝑘 +

1

2
σ𝑖σ𝑙 𝛽 𝑖𝑙 𝑙𝑛 𝑤𝑖 𝑙𝑛 𝑤𝑙 + σ𝑗σ𝑖 𝛾𝑗𝑖 𝑙𝑛 𝑦𝑗 𝑙𝑛 𝑤 𝑖

◆確率的フロンティア分析
• 確率的フロンティア分析→誤差uを誤差uと非効率性vに分解可能なため、非効率要因の推定が可能

• lnC = C(yj , wi)+u+v j, k = 1,2：i, l = 1,2,3,4,5

• y：生産物→ 1:WoS論文数、2:WoS国際共著論文数

• w：生産要素→1:教授人件費、2:准教授人件費、3:講師人件費、4:助教人件費、5:外国人教員（本務+兼
務）人件費

• 被説明変数Cは経常費用と臨時損失の合計。さらにダミー変数として附属病院ダミーと学部の医歯薬、理
工農、人文社会系ダミーを投入した。

• 今回は国立大学のみを５年間分(2012〜2016)のパネルデータとして分析
20
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① time-invariant(時間不変)

• v = vi i = 1,2,3,・・・n

• 大学ごとの非効率性の違いはあるが、それは時間を通じて一定

② time-variant(時間変動)

• v = f(t)-v i = 1,2,3,・・・n

• f(t) = exp｛-η(t-T)｝ t = 1,2,3,・・・T Battese and Coelli(1992)

• 時間の経過によって効率性の違いは出るが、個体間で効率性の変化は一定と仮定

③ 非効率性要因は観察できる変数

• v = a+b1x+b2x+・・・・+u など

• 先行研究ではこれらの３つのモデルを非効率要因として想定されている。今回は、①、②のみ
の分析を行った。

21

分析に用いるモデル

･

･ ･
･

･

この部分をuとvに分解する
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分析結果

時間効果が有意水準を満たしているのでモデル２のみの係数を解釈する。
全ての係数を載せた分析結果は最後のスライドに提示
• y1、y2より生産物に対して費用は単調増加
• y1とy2の係数を比較すると、WoSの中で、国際共著論文の方がコストがか

かることがわかる
• 日本は国際共著論文が弱いとされるが、国際共著論文の数を伸ばすために

は、約２倍程度のコストがかかるkとがわかる
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分析結果

モデル１ モデル２

規模の経済 範囲の経済 規模の経済 範囲の経済

論文 国際共著論文 論文-国際共著論文 論文 国際共著論文 論文-国際共著論文

1.86 -0.941 -1.72074 1.113 1.9833 -1.5477829

表１ 規模の生産物の規模の経済と範囲の経済

表２ 時間による効率性の変化

• 表１より、WoS論文数は増やせば増やすほど、費用削減効果が働くことがわかる。
• しかし、国際共著論文に関しては係数がマイナスなので、その効果が逆効果であるという

ことを示す。
• 生産物間の関係は、それぞれ費用補完的な効果が働いていない。
• 表２より、国立大学はこの５年間で効率的な運営に変化してきた。さらに、time効果の係

数がプラスなので、その理由はコストカットではないということが明らかになった。
• 国際比較をやってみないと分からないが、国際共著論文とWoSの論文に範囲の経済が働か

ない、そして国際共著論文だけでも規模の経済が働かないということは日本の大学はかな
りコストをかけないと大学ランキングの研究指標、国際化指標は上昇しない。

2012 2013 2014 2015 2016

0.119 0.117 0.127 0.129 0.159

time: .015, .005, .000***
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用いたデータと計算式

教員数 四季報データ

人件費 四季報データ

外国人教員 学校基本調査

設置学部 学校基本調査

論文数 WoSから国際共著論文を引いた数

国際共著論文数 WoS

職階別の人件費
賃金センサスから推計し、学校基
本調査の各大学の職階別に人数と
かけあわせた。

SFAの分析結果 用いた主なデータの取得先



𝑖

𝜕𝐶

𝜕𝑦𝑖

𝜕2𝐶

𝜕𝑦𝑖𝜕𝑦𝑗

規模の経済：

範囲の経済：



課題設定：

• もっとやってもいい：ランキングの批判的検証／科学的妥当性・信頼性を高める多
様な評価／非一元的・非画一的数量化・評価の可能性

現況におけるランキングと評価の課題：

• ①一元化⇨指標が多様であればいいか？⇨特徴間の関係性が重要（例：トレードオフ関
係：卓越の犠牲になる要素は？）⇨ レーダーチャート的多次元評価⇨具体的改善案の情報が不足

• ②（重み付け）合成指標⇨ウェート付けが恣意的：個々の組織にとって「評価して
欲しい」側面の欠落･･･評価主体が「見たい」ように見ている

• ③現況の文脈では、効率と卓越が重視 ⇨公平・質が犠牲に？

⇨①〜③の課題をクリアできそうな分析を探索

方法（１）：

• DEA:活動主体（DMU）の活動評価を、複数の出力／複数の入力の比（最大値1に調整）で
表現 (v.s. SFA)

• 各DMUの特色を最大限生かせるように、出力・入力にウェイトをかけて合成して仮
想出力／仮想入力を算出・・・仮想入力1単位あたりの仮想出力→線形計画法によ
る最適化 ※今回はCCR(CRS)モデル

• DEAによる評価スコア（D効率値）

＝（u1・y1+u2・y2….＋ui・yi) ／(v1・x1+v2・x2....＋vj・xj）
X:入力変数, Y:出力変数, u:出力ウェイト,v:入力ウェイト

26
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• 出力／入力の工夫により、統計学的には線形結合できない異質な性質を持つ指標も一元化：
高スコアでも内実が異なる→非画一的な評価

• フロントランナーを特定,DMUの具体的改善が導ける→多様な改善案を

• DEAによる活動評価スコア算出に用いる変数：

出力：Web of Science論文数、教員数※1／入力：学生数※1、偏差値※2、人件費※1  

⇨研究と教育を統合的に評価

※1『大学四季報』（東洋経済新報社）※2『大学ランキング』（朝日新聞社）＋大学機関DB（東大大経・両角先生）

• 『大学四季報』データ:財務関係データの充実・高回収率･･･ただし法人単位だが／大学単位の
データ（学生数、教員数、職員数等）と法人単位の財務データの相関は高い（0.7〜0.9）→法
人単位の財務データを大学単位の代理変数とし、共変量として用いることは可能

• WoS論文数０の大学・・・割り算が不能となるので極小値(0.001)を与える

※業績「ゼロ」過剰の意味の分析は別途必要 → 村澤・立石(2018)、中尾・村澤（2018）、中尾報告(2018)

※スラック・優位集合（フロントランナー）の分析は行わない↓

方法（2）

• DEAによる分析：メカニズムを解明したい研究としては情報過多に

• DEAの情報をほどよく情報縮約する方法：DEAのスコアを用いた回帰分析 → 回帰だと
折角の非画一的・多元的評価を「平均」に還元してしまう

• 分位点回帰(Quantile Regression) /決定木(Decision Tree) ⇨程よく情報を縮約

大学の非画一的評価の試み
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図 大学の研究・教育の現況評価
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※医系大学がフォロンティア線に近い

研究・教育の実際のフロンティア線
本線よりも内側であれば，研究非効率・
教育の質が抑制的

研究に特化

教育研究のバランス型

教育に特化

※は『大学四季報』(東洋経済新報社)

教
育
の
質
の
代
理
指
標⇨



DEAによる評価
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v1〜u2:入力・出力ウェイト･･･数値大＝当該DMUの
高評価に寄与

◎旧帝大でも、評価に差・・・

東北・東京・大阪：偏差値と教員数

北海道・名古屋：人件費と教員数

京都：学生数とWoS。

（京都以外）input効率的研究生産性ではない

◎研究生産率が高い大学

東京医科歯科・日本医科・兵庫医科

･･･（学生）規模効率

東京女子医科・兵庫

･･･（人件）費用効率

◎その他：教員の充実が人件費効率的



分位点回帰・重回帰
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• 学生数：低位層では＋、高位層ではー／人件費：高位層は低位層に比して負の効果が半分／私
立：高位層は低位層に比して負の効果が抑制／医療系：高位層ほど効果が大きい／WoSの効果
は極めて限定的
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決定木による分類
・分位点回帰で用いた変数による回帰木分析
・70％を学習用、30％をテスト用に
・実測値と予測値の相関＝.779（R2＝.607)

• 私学・教員数319人以上・学生数3980人未満･･･0.83

• 私学・教員数67〜319・人件費1126千円未満･･･0.82

• 国公・WoSが84以上･･･0.81

• 交互作用を検討できる決定木の方が、”例外”・”特性”をより積極的に抽出可能か

founder.c:設置者
wos2016:Web off Science 論文数
faculty2016:教員数
stud2016:学生数
cost.person2016:人件費



まとめ：
DEA：“意外”な大学の高パフォーマンス／“銘柄”大学間でも評価に違い／設置者の効果

⇨分位点回帰：医歯薬系保有の効果、私学×／決定木：私学も条件次第で高スコ
ア、国立全体の論文生産の高さ

⇨高スコアの内実：

①学生一人あたりの教員数が多い ⇨ （見かけ上）質が高い？

②人件費あたりの教員数が多い ⇨ 質は大丈夫か？

▶ 注意①：大学の研究成果＝教員個人の研究成果の集計値 ⇦多様な要因が影響（
個人レベル＋研究集団レベル＋機関レベル＋文脈レベル＋etc…..）※その他機関
レベルの集計値に対しても同様 ⇨機関の成果に帰することができるか？⇨ SFA?

⇨ ランキングの先行･･･背後にある諸条件を無視し「機関」の行為に安易に帰する

⇨手っ取り早いランク上げのためのヘッドハンティング、“育てる土壌”の喪失

⇨効果の出やすい層への優先的資源配分＝教育Triageの横行 ⇨ “公平性”喪失

▶ 注意②：「教員の充実」の内実・・・国立の附置研・センター所属教員の多さ≒授業
負担が少ない → 教育の質が高い・・・とは言えない？

⇒ 機関レベルの序列の内実は単純では無い：文脈や機関の事情を理解した経営
分析or研究に抑える ⇨社会への公開は慎重に……..

▶ 留意点：今回行ったCCR：序列化・分布が正規化しやすい⇨統計分析に繋ぎやすい

※BCCだと効率値1が多産。DMUの多様な特徴を積極評価は好ましいが、情報縮約的な統計分析がしにくい印象….
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総括：

• 多様な理論・方法の適用（パネルデータ分析、Hurdle Model、
SFA、DEA、分位点回帰、決定木／制度論、満足解）

• データの活用（『大学四季報』『大学機関DB』）＋各種公開情
報＋個別大学独自のデータ

• 使ってみた上での印象：パネル・データを想定した構造で使い
やすい／データの一元的管理と公開⇨関係者による多様な分析
機会の創出／データの単位（法人単位v.s.大学単位）／学部研究
科、附置研・センター、附属病院・施設等の情報が欲しい

• 財務データを含め、機関データの収集努力、試行錯誤による分
析を多様に進めていく必要性あり

• ⇒ 個別主体が持つメリットの融合による、機関データ取得・整
備 ⇒ オープンデータサイエンスへ
※データの共同利用による「独創的な」研究企画の募集（予定）

※高等教育の専門家・関係者＋民間の取材力・収集力・他での実績（『会社
四季報』等）
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