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研究の背景
・私学助成の補助割合は，経常的経費の1割を切る（2015年度）

・並行して，限られた財源の競争的配分政策が進められている

（e.g., 私立大学等改革総合支援事業［2013年度～］，

私立大学研究ブランディング事業［2016年度～2018年度？］，

私立大学等経営強化集中支援事業［2015年度～］）

→優れた取組みが選定（採択）され，補助金が交付されるという

枠組みは，2,000年代前半のCOEや特色GP以来，馴染み深いもの

→しかしながら，大学改革実行プラン（2012年）以降のそれは，①機能

別分化の促進（≒セクターごとの配分の強化）②教育研究の内容・

方法との紐づけ③機関単位の配分・評価，が行われているという点で，

質的に異なる
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先行研究（1）
◇私学助成研究

・尾形（1978），市川（2004），米澤（1992，2010）を中心とした，

「助成」と「規制」の2軸による政策過程分析

・岩永（1995），田中（2000），黒羽（2001）は，「助成」と「規制」

の機能，組み合わせ等について論じる

◇私学経営研究

・丸山（1999，2002）は，私立大学の財務と進学の関連構造および個別

私学の経営と教育を検討

・濱中・島（2002）は，私立大学・短期大学の経営収支構造分析から

私学経営に対する提案が行う

・両角（2010，2012）は，私学助成が私学経営にどのような影響を与え

たかについて，財務構造の視点からケーススタディも含めた分析を行う



先行研究（2）
◇補助金獲得研究

・小入羽（2015）は，現在の競争的補助金事業の基本的要件（機能

強化誘導，補助単位の補助，機能強化装置のビルトイン）を提示

・小入羽（2016），原田（2017）は，複数の競争的補助金事業（教

育GP，大学教育・学生支援事業，AP，COC，SGU）に対する申

請行動に焦点化

・二宮（2017），佐藤（2018a, 2018b）は，私立大学等改革総合支

援事業を部分的に批判

・栗山（2015），矢野（2015），松井（2016），安部（2018），

居神（2018）は，私立大学等改革総合支援事業に言及
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本研究のアプローチ（1）陥穽と対象
・私学助成研究では，一部を除いて配分のメカニズムが議論されて

きた。この理由は，政策に一貫性がなかったことで，効果以前に

問題関心を置かざるをえなかったことに求められる

・機関単位の競争的補助金事業が，その拡大に伴って実務的には前

景化する一方で，理論的分析は限られる。私学経営研究でも基本

的には強く意識されていない

→特に大学改革実行プラン以来，セクターを限定した機関単位の補

助金が重要である。そこで，私立大学に限定した補助金，特に影

響力のある私立大学等改革総合支援事業タイプ1を取り上げたい

→私学経営の観点から，経常費補助金全体との関連も描きたい
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本研究のアプローチ（2）新制度論
・動態を描くには，意図や認識が重要

→アクターの行動を規定する認知上の枠組みが社会的に構成される

過程に関心を寄せる（伊藤，2002），社会学的新制度論が適切

・Ⓐでは，組織間の同質化を説明する同型化（DiMaggio & Powell 

1983)と，公式の構造と実践が乖離する脱連結（Meyer & Rowan 

1977）とを嚮導概念として援用（同型化は政府への適応メカニズ

ムを，脱連結は政府の誘導から組織の特異性を保護するマネジメ

ントを，それぞれ支持しうる（藤村，2016）から）

・Ⓑでは，1つの指標（定員充足率）による競争的配分を，強制的な

いし規範的同型化と捉える
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分析の枠組み

7

分析Ⓐ 分析Ⓑ

対象 ・私立大学等改革総合支援事業タイプ1 ・経常費補助金

RQ
・なぜ申請するのか
・申請は成果に繋がるのか

・補助金は成果に繋がるのか

成果指標 ・教育の質変動（主観） ・定員充足率（客観）

主要なデータ
・大学四季報データベース
・独自アンケート

・大学四季報データベース

手法 ・クロスセクショナル ・パネル

・経常費補助金全体に対する，私立大学の
応答は制度的に想定しにくい（Ⓑ）

・このため，私立大学の能動的戦略は，
個々の事業との関係で成立する（Ⓐ）

・一方，私学経営の観点からは補助金全体
も無視できないので，ⒶとⒷの組み合わ
せの検討が必要

私立大学等改革
総合支援事業タイプ1

　制度的圧力

Ⓑ 私立大学

　応答

制度的圧力応答

メゾ（特定の事業）

マクロ（私学助成全体）

Ⓐ



財務データ分析の留意点（ⒶⒷ共通）
・学校法人会計基準が2015年度に改正されている

→あくまでも，改正の前後で同一とみなせる変数を使用

・学校法人会計基準の制度上，単位が法人である。このとき，複数の学校

を傘下にもつ法人で，規模が大学＜附属学校等であるときに，法人の

データを大学のそれとみなしてよいのか，という問題がある

→大学の学生数と法人傘下の総学生数の相関係数がきわめて高かった*こ

とから，附属学校等の規模によって個体間の距離が大きく変化すること

はなく，統制する必要性が薄いと判断

・附属病院の保有が，収支構造に異質な影響を与える（また財務要因以外

にも，医・獣医・歯学部はST比が極端に低いという特徴もある）

→附属病院ダミーで統制 *Ⓐのデータでは，2013年度がr=.895（p<.001），2014年度がr=.893（p<.001），2015年
度がr=.895（p<.001）。Ⓑのデータでは，ロング形式のデータセットでr=.889（p<.001）



分析Ⓐ
変数の定義と
出典

・独自アンケートは，「「私立大学

等改革総合支援事業」の影響に関

する調査」（2016年10-11月に実

施，2017年5-6月に督促，有効抽

出数を基準とした回収率43.8%）。

代表性は高いが，サンプルサイズ

に弱み（多重代入で欠測値補完）

・『大学四季報データベース』に

よるデータは，2013年度から2

015年度のデータの移動平均値

政策への追随 「タイプ1の内容を，政府が推奨する活動として導入したかった」

他大学の模倣 「他の大学も申請していた」

補助金の必要性 「補助金はできるだけ多く獲得したい」

ステークホルダーへのアピール 「ステークホルダーにアピールしたい」

従来の活動との整合性 「タイプ1の内容が，従来の取組みと合致していた」

今後の活動との整合性 「タイプ1の内容が，今後の取組み予定と合致していた」

学内の合意形成 「学内の合意がとれた」

人的資源 「申請のための人的資源が十分あった」

物的資源 「申請のための物的資源が十分あった」

財的資源 「申請のための資金が十分あった」

時間的資源 「申請のための時間・情報が十分あった」

情報的資源 「申請のための情報が十分あった」

附属病院ダミー 附属病院を保有（医・獣医・歯学部あり = 1） 『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

開始年 開学した年（基準：1948年） 『大学機関データベース』（東京大学大学院教育学研究科大学経営政策コース）

偏差値 保有学部の平均（基準：50） 『大学ランキング』（朝日新聞出版）

学生数 単位：百人（大学院生を含む）

ST比 学生数÷教員（専任講師以上の資格者）数

定員充足率 単位：%　学生数 ÷ 総定員数

自己資金比率 単位：%　自己資金（純資産） ÷ 総資産

人件費依存率 単位：%　人件費 ÷ 学納金・手数料収入

補助金比率 単位：%　補助金 ÷ 事業活動収入

教育研究経費比率 単位：%　教育研究経費 ÷ 事業活動収入

管理経費比率 単位：%　管理経費 ÷ 事業活動収入

学生生徒等納付金比率 単位：%　学生生徒等納付金 ÷ 事業活動収入

申請志向ダミー 3年間の申請回数が3 = 1，2以下 = 0 各年度の「申請した」「申請しなかった」

教育の質変動（全体） 「近年3年間において，貴学の教育の質は変動したと思いますか？」

教育の質変動（byタイプ1） 「タイプ1への申請の有無により，近年3年間の教育の質は変動したと思いますか？」

出典定義変数

主

観

「あてはまらない」（0） -

　　　　　　　            「あてはまる（5）: 6件法

『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

環

境

財

務

指

標
「低下した」（-3） -

　　                    　「向上した」（+3）: 7件法



分析Ⓐ
基礎統計量

・同型化要因：政策への追随，

他大学の模倣

・脱連結要因：補助金の必要性，

ステークホルダーへのアピール

・非脱連結要因：従来の活動との

整合性，今後の活動との整合性，

学内の合意形成

・モデルでは，主観変数を因子分

析によって縮約した上で，多重

共線性も配慮して変数を投入

N M SD N M SD N M SD

政策への追随 210 2.93 1.32 242 2.89 1.26 32 -.04 -.06

他大学の模倣 211 2.60 1.55 242 2.60 1.47 31 .00 -.08

補助金の必要性 216 4.42 .79 242 4.34 .80 26 -.08 .01

ステークホルダーへのアピール 211 3.02 1.35 242 3.01 1.28 31 -.01 -.07

従来の活動との整合性 216 3.30 1.28 242 3.22 1.26 26 -.08 -.03

今後の活動との整合性 212 3.50 1.14 242 3.46 1.09 30 -.04 -.05

学内の合意形成 212 3.71 1.25 242 3.64 1.20 30 -.07 -.05

人的資源 212 1.90 1.28 242 1.90 1.22 30 .00 -.06

物的資源 212 1.93 1.31 242 1.94 1.25 30 .01 -.06

財的資源 212 1.70 1.21 242 1.73 1.16 30 .03 -.05

時間的資源 211 1.80 1.27 242 1.86 1.22 31 .06 -.05

情報的資源 205 2.11 1.25 242 2.14 1.19 37 .03 -.06

附属病院ダミー 242 .06 .24 242 .06 .24 0 .00 .00

開始年 242 28.00 20.25 242 28.00 20.25 0 .00 .00

偏差値 239 -3.28 5.19 242 -3.27 5.16 3 .00 -.03

学生数 242 35.51 53.57 242 35.51 53.57 0 .01 .00

ST比 242 22.26 9.59 242 22.26 9.59 0 .00 .00

定員充足率 242 96.81 19.26 242 96.81 19.26 0 .00 .00

自己資金比率 242 86.14 8.79 242 86.14 8.79 0 .00 .00

人件費依存率 242 87.28 49.33 242 87.28 49.33 0 .00 .00

補助金比率 242 15.44 7.52 242 15.44 7.52 0 .00 .00

教育研究費比率 242 31.64 6.72 242 31.64 6.72 0 .00 .00

管理経費比率 242 9.33 5.33 242 9.33 5.33 0 .00 .00

学生生徒等納付金比率 242 70.92 14.54 242 70.92 14.54 0 .00 .00

申請志向ダミー 229 .74 .44 242 .71 .45 13 -.03 .01

教育の質変動（全体） 215 1.45 .89 242 1.43 .87 27 -.02 -.02

教育の質変動（byタイプ1） 214 1.26 .86 242 1.23 .85 28 -.03 -.02

補完後 － 補完前

財

務

指

標

欠測値補完前 欠測値補完後

主

観

環

境

変数



分析Ⓐ
二項ロジス
ティック回帰
（申請志向）

・資源には，因子分析により縮約

された[資源（時間・財・情

報）]と[資源（物・人）]のうち，

前者を投入

LL UL LL UL LL UL

政策追随 1.302 .186 † .984 1.721 1.502 .254 * 1.079 2.091 1.482 .257 * 1.054 2.083

他大学模倣 .966 .124 .752 1.241 .973 .151 .718 1.320 .955 .149 .703 1.298

補助金の必要性 2.384 .501 *** 1.579 3.599 2.507 .604 *** 1.563 4.021 2.545 .631 *** 1.565 4.138

ステークホルダーへのアピール .835 .136 .607 1.149 .899 .159 .635 1.272 .902 .162 .635 1.282

活動との整合性 1.122 .070 † .993 1.268 1.147 .085 † .992 1.327 1.126 .086 .969 1.309

資源 .891 .052 † .794 1.000 .880 .060 † .769 1.006 .901 .064 .784 1.034

附属病院ダミー 7.277 8.130 † .815 64.999 60.965 126.367 * 1.049 3543.575

開始年 1.008 .011 .987 1.030 1.006 .012 .983 1.030

偏差値 .934 .049 .844 1.035 .952 .054 .853 1.064

学生数 1.040 .016 ** 1.010 1.072 1.051 .018 ** 1.017 1.087

ST比 1.036 .035 .969 1.108 1.029 .037 .959 1.105

定員充足率 1.013 .012 .989 1.038 1.012 .013 .986 1.038

自己資金比率 1.016 .024 .969 1.064

人件費依存率 .992 .007 .979 1.006

補助金比率 1.069 .033 * 1.005 1.136

教育研究経費比率 .985 .031 .926 1.047

管理経費比率 .989 .041 .912 1.072

定数項 .035 .032 *** .006 .209 .000 .001 *** .000 .012 .000 .000 ** .000 .089

N 242 242 242

Prob > chi2 .000 .000 .000

Pseudo R2 .130 .280 .304

LR chi2(6) 37.510

LR chi2(12) 81.040

LR chi2(17) 87.970

† p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

環

境

財

務

モデル1 モデル2 モデル3

SE
95% CI

OR SE
95% CI

主

観

95% CI
OR SE OR



分析Ⓐ 二項ロジスティック回帰の解釈 1
・どのモデルにおいても［政策追随］［補助金の必要性］（いずれ

も＋）の効果は変わらないから，環境や財務といった客観変数を

一定とみなしてもなお，この2つの主観変数は申請志向に対して影

響力をもつ

・個々のオッズ比を比較すれば，［政策追随］に対して［補助金の

必要性］は倍近い

→大学は「タイプ1の内容を，政府が推奨する活動として導入した

い」と感じており，それが申請志向に正の影響を与えているのは

事実であろう

→だがそれよりも，「補助金はできるだけ多く獲得したい」という，

補助金獲得の目的化の方が大きな誘因となっている
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分析Ⓐ 二項ロジスティック回帰の解釈 2
・［学生数］（＋）より，大規模大学ほど申請志向が高い

・［附属病院ダミー］（＋）は，財務変数を統制してもなお有意であるか

ら，病院収入に由来するもの。［補助金比率］（＋）と考え合わせると，

病院収入や補助金といった外部の資源に依存している大学ほど，資源へ

の飢餓感から高い申請志向に向かう，という因果が暗示される

・ここで，［活動との整合性］（＋）には2通りの解釈がありうる。1つ

は，タイプ1の内容と自大学の取組みが初めから適合するからこそ，申

請志向が高まるというもの。もう1つは，タイプ1の内容と自大学の取

組みを意図的に適合させた結果として高い申請志向に向かうというもの

→前段のとおり，補助金獲得の目的化の効果がより大きいことに鑑みれば，

後者の方が現実を反映していると考えられる
13



分析Ⓐ
階層的重回帰
（教育の質変
動by タイプ1）

・従属変数にはShapiro-Wilk検定

を行い，正規性の仮定を満たす

ことを予め確認済（W=.997，

V=.524，p=.933）

14

LL UL LL UL

教育の質変動（全体） .643 .046 *** .552 .734 .643 .046 *** .552 .734

政策追随 .068 .033 * .003 .133 .065 .033 † -.001 .130

他大学模倣 -.015 .027 -.069 .039 -.015 .027 -.069 .039

補助金の必要性 .103 .050 * .004 .201 .092 .052 † -.011 .194

ステークホルダーへのアピール .021 .036 -.049 .092 .023 .036 -.048 .093

活動との整合性 .030 .015 * .001 .059 .028 .015 † -.001 .058

資源 -.010 .013 -.035 .016 -.009 .013 -.034 .017

附属病院ダミー -.010 .223 -.449 .429 -.036 .225 -.480 .408

開始年 .002 .002 -.003 .007 .002 .002 -.003 .007

偏差値 -.003 .011 -.024 .018 -.003 .011 -.024 .019

学生数 -.001 .001 -.003 .001 -.001 .001 -.003 .001

ST比 -.008 .006 -.021 .004 -.009 .006 -.022 .003

定員充足率 .002 .003 -.003 .007 .002 .003 -.004 .007

自己資金比率 -.007 .005 -.016 .002 -.007 .005 -.017 .002

人件費依存率 -.001 .001 -.003 .001 -.001 .001 -.003 .001

補助金比率 -.002 .006 -.014 .011 -.002 .006 -.014 .010

教育研究経費比率 .004 .006 -.009 .016 .004 .006 -.009 .017

管理経費比率 .001 .008 -.015 .018 .001 .008 -.015 .018

申請志向ダミー .074 .093 -.110 .257

定数項 .006 .644 -1.262 1.275 .068 .649 -1.211 1.346

N 242 242

R-sq .605 .606

Adj R-sq .573 .572

Root MSE .554 .554

† p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

主

観

環

境

95% CI 95% CI

財

務

Coef. SE Coef. SE

モデル1 モデル2



分析Ⓐ 階層的重回帰の解釈 1
・申請志向ダミーを投入しないモデル1では，［政策追随］［補助金

の必要性］［活動との整合性］が全て正の効果をもっている

・また，環境変数と財務変数に有意なものは存在しない

・これを解釈すれば次のようになる。つまり，環境や財務にかかわ

らず，成果への認識には主観変数だけが影響をもっている

・さらにその主観変数の中で係数を比較すると，「補助金はできる

だけ多く獲得したい」という脱連結要因の影響がもっとも強く，

「タイプ1の内容を，政府が推奨する活動として導入した」いとい

う同型化要因が続き，最後に非脱連結要因である［活動との整合

性］も小さく正の効果をもつ
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分析Ⓐ 階層的重回帰の解釈 2
・翻って，モデル2において新たに投入した申請志向ダミーは，有意な効

果をもっていない

・いずれもがアンケート調査による主観であることからも，素朴に考えれ

ば，申請志向は成果に対して正に貢献するだろうと思われる（申請志向

の高い大学が，成果を前向きに評価するのはむしろ自然なこと）

→ところが結果が示すのは，成果と申請志向の高低が無関係であることで

ある

・ただし，申請志向ダミーを投入することによって，モデル1において効

果をもっていた3変数の有意水準が同じように減衰しているから，これ

ら3変数が申請志向の一部を説明していることは指摘できる

16



分析Ⓐの小括 1 分析のまとめ
●「なぜ申請するのか」

・同型化要因である［政策追随］と，脱連結要因である［補助金

の必要性］，および［学生数］が正の効果をもつ

→同型化を上回る脱連結が示唆

●「申請は成果に繋がるのか」

・環境や財務に関係なく，成果には主観変数（脱連結要因：［補

助金の必要性］→同型化要因：［政策追随］→非脱連結要因：

［活動との整合性］）だけが緩く正の効果をもつ一方，申請志向

は無関係

→大学の主観と申請志向との間には，ギャップがある
17



分析Ⓐの小括 2 「意図せざる…脱連結」

（戦略的脱連結）

タイプ1 申請志向 成果

（同型化圧力）

タイプ1 申請志向 成果

（意図せざる結果

　      としての脱連結）

18

・脱連結研究をレビューし
た坪山（2012）の枠組み
に沿うと，「戦略的脱連
結」と「意図せざる結果
としての脱連結」の違い
として整理が可能

・同型化を補助金獲得の手
段として割り切るという
のは，「戦略的脱連結」。

・だが，それが申請志向と
いう実際の行動と連結し
ていないのであれば，生
起している現象は「意図
せざる結果としての脱連
結」



分析Ⓑ
変数の定義と
出典

・立地，短大改組転換ダミーは，

小川（2016）にもとづき設定

・ただし，立地は県外進学率（朴

澤，2016，p.73）で代理

・財務データにおける補助金には，

厳密には大学に対する経常費補

助金以外も含まれるが，両者の

相関がきわめて高かったため，

そのまま投入

定義

統制 附属病院ダミー
附属病院を保有

（医・獣医・歯学部あり = 1）

規模 学生数
単位：百人

大学院生を含む（受け入れ留学生，研究生，聴講生，通信教育学生は除く）

偏差値 各学部偏差値の平均（基準：50） 『大学ランキング』（朝日新聞出版）

開始年 大学の開始年（基準：1950年） 『大学機関データベース』（東京大学大学経営政策コース）

立地 県外進学率
出身高校の所在地県とは異なる大学への入学者数を，

高等学校卒業者数で除した値（於：代表的なキャンパスの所在）

1990年以降の短期大学から4年制大学への改組転換（あり=1） 『平成29年度全国短期大学一覧』（文部科学省）

ST比 単位：%　学生数 ÷ 教員（専任講師以上の資格者）数

教育研究経費比率 単位：%　教育研究経費 ÷ 事業活動収入

人件費比率 単位：%　人件費 ÷ 事業活動収入

学生生徒等納付金比率 単位：%　学生生徒等納付金 ÷ 事業活動収入

管理経費比率 単位：%　管理経費 ÷ 事業活動収入

自己資金比率 単位：%　自己資金（純資産） ÷ 総資産

定員充足率 単位：%　学生数 ÷ 総定員数

補助金比率 単位：%　補助金 ÷ 事業活動収入
指標

経営状況 『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

変数名 出典

威信

教育志向

『学校基本調査』（文部科学省）

短大改組転換ダミー

『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）



分析Ⓑ
基礎統計量

・分析Ⓐとは異なり，母集団全て

を分析に含めている，と考える

ことができる（全数調査）

・ただし，『大学ランキング』

（朝日新聞出版）にもとづく偏差

値は2014までは代ゼミ，2015年

は河合塾，2017年は旺文社，

2016年はデータの掲載がないた

め，河合塾と旺文社の移動平均

値を用いている（ゆえに，やや

不安定）

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD

附属病院ダミー 584 .08 .26 582 .08 .26 585 .08 .26 583 .08 .27 586 .08 .27

学生数 513 39.02 65.56 538 37.25 63.63 551 36.78 62.48 579 35.48 61.28 577 35.69 61.72

偏差値 556 -1.40 5.43 563 -1.08 5.33 556 -.39 5.31 517 -7.88 6.20 490 -8.18 6.37

開始年 593 28.97 21.30 593 28.97 21.30 593 28.97 21.30 593 28.97 21.30 593 28.97 21.30

県外進学率 588 30.12 8.31 588 29.44 8.20 588 30.40 8.32 588 30.07 8.48 588 30.05 8.30

短大改組転換ダミー 591 .08 .28 591 .08 .28 591 .08 .28 591 .08 .28 591 .08 .28

ST比 542 21.84 11.10 568 21.57 10.98 540 21.82 11.10 581 21.43 10.97 577 21.46 10.99

教育研究経費比率 559 31.36 7.44 572 31.63 7.76 576 31.71 8.00 580 32.03 8.02 582 32.36 7.93

人件費比率 559 55.69 11.52 572 55.21 11.61 576 54.76 11.16 580 54.55 10.02 582 54.79 10.16

管理経費比率 559 9.34 4.84 572 9.27 4.76 576 9.92 10.66 579 9.69 9.35 581 9.61 7.96

学生生徒等納付金比率 559 69.97 18.09 572 69.60 17.94 576 69.02 18.61 580 69.13 18.49 582 69.25 18.96

自己資金比率 567 85.66 9.49 572 85.85 9.38 578 85.80 9.76 580 85.73 10.04 582 85.69 10.00

定員充足率 574 94.10 18.74 574 95.33 25.92 539 96.17 23.11 509 96.73 18.48 574 94.10 18.74

補助金比率 559 14.66 7.95 572 14.91 7.85 576 14.69 8.38 580 14.92 8.73 582 15.00 8.65

wave2016
変数

wave2012 wave2013 wave2014 wave2015



分析Ⓑ前提(1)
パネルデータ
分析

・個体特性を推定式から消し，固体

内のデータの変動により推定する

固定効果モデル，個体特性を独立

変数とはランダムに発生している

ものとして扱う変量効果モデル，

パネル構造を考慮しないプーリン

グモデルがある

→非線形モデルでは，非線形関数

の中に固有効果が含まれるため，

原則として固定効果モデルが適用

できない（山本，2015，p.188）
21

・時間の要素を組み込むことでバイアス
を除去し，正確な因果推定ができる

・水落（2016）によるわかりやすい例が，
勉強時間と成績の関係

C2

  C1

     B2

　　   B1

          A2

A1

勉強時間

X

  Y

成

績

・我々が考える「勉強時間が
増えると，成績が上がる
か」は，破線の方を想定し
ている

→１時点のデータでは，実線
の方を推定してしまい，Xの
Yへの効果が過大に評価され
る（もちろん例によっては，
逆に過少になる）

→破線は，パネルデータでな
ければわからない勉強時間
の効果



分析Ⓑ前提(2)
定員充足率の
分布

・定員充足率は分布が特殊であり，

OLSには適さない

・確認のためにロング形式のデー

タセットでShapiro-Wilk検定を

行うと，正規性の仮定を満たさ

ない（W=.830，V=271.559，

p=.000）

→100%に至るまでが重要なので，

100で打ち切りを行うトービッ

ト分析が適当
22
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分析Ⓑ
パネル・トー
ビット（定員
充足率）

・モデル2で補助金比率（当年）

を，モデル3で補助金比率（前

年）を投入

・補助金の交付は，当該年度の12

月と3月なので，前年度分が翌

年度に影響すると考えられる

→モデル3において補助金比率に

ラグを設定することで，内生性

バイアスに配慮

LL UL LL UL LL UL

wave .65 .21 ** .25 1.06 .66 .21 ** .26 1.06 1.51 .34 *** .84 2.18

附属病院ダミー 7.24 4.42 -1.42 15.90 5.05 4.61 -3.98 14.08 5.27 4.44 -3.43 13.97

学生数 .31 .04 *** .23 .39 .30 .04 *** .22 .38 .32 .04 *** .24 .41

偏差値 .24 .07 ** .10 .37 .23 .07 ** .10 .37 .44 .09 *** .26 .61

開始年 -.03 .06 -.14 .08 -.02 .06 -.13 .09 .00 .05 -.11 .10

県外進学率 -.08 .10 -.28 .12 -.08 .10 -.28 .12 -.05 .10 -.24 .14

短大改組転換ダミー -3.98 3.64 -11.11 3.16 -3.79 3.63 -10.91 3.33 -3.22 3.29 -9.68 3.23

ST比 .49 .10 *** .28 .69 .49 .10 *** .29 .69 .45 .11 *** .24 .65

教育研究経費比率 .04 .06 -.08 .15 .05 .06 -.07 .16 -.04 .07 -.18 .10

人件費比率 -.02 .05 -.12 .07 -.01 .05 -.11 .08 -.14 .06 * -.25 -.02

管理経費比率 .08 .05 † -.01 .17 .06 .05 -.04 .15 .14 .05 ** .04 .25

学生生徒等納付金比率 -.14 .05 ** -.23 -.04 -.14 .05 ** -.24 -.04 -.13 .05 * -.24 -.02

自己資金比率 -.11 .07 -.24 .03 -.11 .07 -.25 .02 -.19 .08 * -.34 -.04

補助金比率（t） -.13 .08 † -.28 .02

補助金比率（t-1） -.18 .08 * -.34 -.02

定数項 88.74 7.91 *** 73.23 104.25 92.15 8.14 *** 76.19 108.10 98.82 8.73 *** 81.72 115.93

/sigma_u 19.38 .88 *** 17.65 21.11 19.20 .87 *** 17.49 20.92 17.63 .82 *** 16.03 19.23

/sigma_e 6.11 .15 *** 5.81 6.40 6.12 .15 *** 5.82 6.42 6.30 .18 *** 5.94 6.66

rho .91 .01 .89 .93 .91 .01 .89 .92 .89 .01 .86 .91

n 2378 2378 1920

Right-censored 1259 1259 1021

Prob > chi2 .000 .000 .000

Wald chi2(13) 223.260

Wald chi2(14) 227.090 265.000

† p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

モデル1（補助金なし） モデル2（当年補助金あり） モデル3（前年補助金あり）

Coef. SE
95% CI

Coef. SE
95% CI

Coef. SE
95% CI



分析Ⓑパネルトービットの解釈 1
まず，どのモデルにおいても有意な変数を解釈する。

・偏差値（＋）は，我々の常識

・wave（＋）は，定員充足率が経時的に満たされていくことを示す

→5年という短い期間で見ると，定員充足率は改善されている

・学生数（＋）とST比（＋）からは，規模が大きく，マスプロ型教

育を行っている大学ほど，定員を満たしやすいことがわかる

・学生生徒等納付金（－）からは，学生生徒等納付金に依存傾向で

ある大学ほど，定員も充足しにくいことがわかる

→このような大学は，定員を満たさないことによる学生生徒等納付

金減少のダメージも大きく，負のスパイラルに陥る
24



分析Ⓑパネルトービットの解釈 2
次に，以上を除いてモデル3において有意な変数を解釈する。

・関心を置く補助金比率は，（－）である

→すなわち，補助金に依存することは，定員充足に負に貢献する

・人件費比率（－）より，人件費による経営圧迫が新たな投資を許

さず，定員充足に負に効くことが示唆

・管理経費比率（＋）からは，教育研究費以外の経費が大きいこと

が，定員充足に正に効くことが示唆

・自己資金比率は，基本的に高い方が望ましいとされる値。それが

（－）ということは，財政的に安定しているからといって，定員

を充足しやすいとは限らないことを示唆
25



分析Ⓑの小括
●「補助金は成果に繋がるのか」

・補助金比率は，定員充足率には負に寄与する

→補助金投入それ自体ではなく，補助金比率が高いこと，つまり，

依存傾向にあることが，定員充足にはマイナスである

・だが，試みに，補助金比率35%以上の個体を確認すると，地方の

小規模大学ばかり

・分析結果において，係数を比較すれば，財務指標よりも，ST比

（＋），偏差値（＋），学生数（＋）の方が効果が大きい

→定員充足率は，競争的配分の基準としては，少なくとも規模や威

信が統制されない限り公平でない
26



結論: ⒶⒷの総合
・特定の事業（私立大学等改革総合支援事業タイプ1）の同型化圧力

に対して，大学は部分的には追従しつつ，それを上回る脱連結に

よって教育の質を維持しようとする行動をとる。ただしそれは，

必ずしも自覚的なものではない（「意図せざる結果としての脱連

結」）（Ⓐ）

・経常費補助金全体を射程とした政府の強制的ないし規範的同型化

圧力に目を移せば，定員充足率を指標とした競争的配分は根拠に

乏しい。たしかに補助金依存は問題だが，定員充足率を基準に競

争的配分を行おうとすると，威信が高く，規模が大きく，マスプ

ロ教育を行う大学を支援することになる（Ⓑ）
27



含意: ⒶⒷの総合
・政策に対して，意図的に脱連結を起こすことには問題がある。脱

連結の許容は，政府による大学への疑心暗鬼を招く（藤村，

2016，p.60）からである。しかし意図的でさえなければ，「信頼

と誠意の論理」（Meyer & Rowan，1977，p.358）にもとづく，

大学と政府の共犯関係が成立するとは考えられまいか

・政策的含意としては，学生数（＋）がⒶⒷに共通して有意である

ことが注目される。すなわち，学生数の多い大学ほど競争的補助

金事業に申請しやすく，一方で定員も充足しやすい可能性がある。

このとき，現在の制度的枠組みを良しとすると，規模の大きい大

学への再配分がひたすら進むことになる
28



課題と展望
①政府・政策の意図や認識の測定精度をどう高めるか

・大学の意図や認識は，先行研究のように各種行動で代理する方法

や，本研究のように直接主観を操作的に定義するアプローチを

（操作化の妥当性は一方で問われるとしても）とることができた

・だが，政府・政策の意図や認識の測定精度はどのように高めうる

のか？1つのアイデアは，文教予算の漸増主義（Lindblom,1959）

に着目すること

②私立大学の価値の多元性をどう捕捉するか

・回帰系の分析に留まる限り，多元的な価値（教育⇔研究⇔社会貢

献等）と，補助金との因果効果を描くことが難しい
29
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付表: 分析Ⓑプーリングモデルによる推定
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［付記］
本研究は以下の資金の支援により推進されてい

る。記して感謝の微意を示す。
・JSPS科研費JP16H03780（基盤研究(C)）「大学

の全学マネジメントと学長のリーダーシップに
ついての国際比較研究」（研究代表者：大場
淳）

・JSPS科研費16H02067 (基盤研究(A))「大学への
ファンディングの変化と大学経営管理改革に関
する国際比較研究」（研究代表者：丸山文裕）

・JSPS科研費JP16H03780（基盤研究(B)）「持続
可能な大学組織の探索：組織の規模と範囲・組
織間関係の現状・変容・存続の分析」（研究代
表者：村澤昌崇）

・文部科学省機能強化経費「大学における教育研
究の生産性向上に関する国際共同研究」

・文部科学省特別教育研究経費(戦略的研究推進経
費)「21 世紀知識基盤社会における大学・大学院
の改革の具体的方策に関する研究－2007 年骨太
方針をふまえて－」

※比較検討が可能なように，プーリングモデルによる
トービット分析の結果を示した。

LL UL LL UL

wave 4.98 .37 *** 4.24 5.71 4.92 .37 *** 4.18 5.65

附属病院ダミー -.53 2.41 -5.26 4.19 -2.02 2.58 -7.09 3.04

学生数 .25 .02 *** .20 .30 .24 .02 *** .20 .29

偏差値 1.96 .10 *** 1.76 2.17 1.94 .11 *** 1.73 2.14

開始年 .03 .03 -.02 .08 .03 .03 -.02 .08

県外進学率 .04 .05 -.05 .14 .04 .05 -.05 .14

短大改組転換ダミー -2.33 1.57 -5.42 .76 -2.16 1.58 -5.26 .94

ST比 .36 .06 *** .24 .47 .36 .06 *** .25 .48

教育研究経費比率 -.36 .06 *** -.47 -.24 -.37 .06 *** -.48 -.25

人件費比率 -.38 .05 *** -.47 -.30 -.35 .05 *** -.45 -.26

管理経費比率 .30 .03 *** .24 .37 .28 .04 *** .20 .35

学生生徒等納付金比率 -.33 .08 *** -.48 -.17 -.34 .08 *** -.50 -.19

自己資金比率 -.13 .05 ** -.22 -.04 -.12 .05 ** -.21 -.03

補助金比率 -.11 .07 -.25 .02

定数項 102.59 5.88 *** 91.06 114.12 104.51 6.01 *** 92.73 116.29

n 2378 2378

Right-censored 1259 1259

Prob > chi2 .000 .000

Pseudo R2 .116 .117

 LR chi2(13) 1384.060

 LR chi2(14) 1386.650

† p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

モデル1（補助金なし） モデル2（補助金あり）

Coef. SE
95% CI

Coef. SE
95% CI


