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要旨  

 

 

 本研究では、私立大学の管理運営主体の中で大学教授の占めるウエイトが大

学運営にどのような影響を与えるのかを検証することで、私立大学におけるガ

バナンスについて考察を行った。  

 私立大学をガバナンスという側面から考えるにあたって、我々は私立大学の

合理的な側面を担う管理運営主体と文化的な側面をなす教授団との関係に注目

した。具体的には私立大学を設置する学校法人の理事会で大学教授がどれだけ

の割合を占めているかを調査し、その割合が大学運営に与える影響を実証的に

分析した。その結果、理事会に教授が参画することは大学の研究活動を促進さ

せる一方で、大学の財務に対しては費用を増加させる効果があることが分かっ

た。  

 本研究によって、サンプル数が限られているとはいえ、管理運営主体と教授

団の関係は大学運営に影響をあたえる要因であることが示された。よって私立

大学という非営利団体においてもガバナンスという視点を用いることは有効で

あり、より良い運営を行うために必要なものだと言えるだろう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

目次  

 

1,    はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

2,    私立大学の組織の概要・・・・・・・・・・・・・・・・6 

3,    先行研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

4,    仮説   

5,    研究の面からの分析  

 5-1  データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10   

  5-2  推計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

6,    コストの面からの分析  

 6-1   データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 6-2   推計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

7,    おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 

参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

1,  はじめに  

  

図 1 18 歳人口と定員割れ学校数の推移 （文部科学省「学校基本調査」より作成） 
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 図 1 は、わが国の 18 歳人口と定員割れを起こしている大学数の推移を示し

たグラフである。広く知られているように、わが国の人口は既に減少の局面を

迎えており、その中でも大学の主な入学者である 18 歳人口は 1992 年から一貫

して減少を続けている。しかし、そのような人口動態に逆行するのかのように、

日本の大学数は増加を続けており、需要と供給の乖離は定員割れという形で現

れている。この経営上の困難に加え、私立大学はその本分である教育・研究の

質についても問題を抱えている。飽和した市場環境で学生を選抜することが事

実上不可能となった大学において、教育や研究の成果をあげることは当然難し

い。THES の世界大学ランキング 1の上位 100 位に日本の私立大学は 1 校も入

っていないなど、国際的にみても日本の私立大学の地位は低迷していると言わ

ざるを得ないだろう。90 年代の規制緩和により市場競争にさらされることとな

った私立大学は、その生き残りと地位向上のために、よりよい運営をもたらす

組織の在り方を再考しなければならないのではないか。  
                                                   
1 英国の Times 紙が発行する教育専門誌「The Times Higher Education Supplement 」
が行っている「The Times Higher World University Ranking 2008」より。日本の私立大
学では 180 位の早稲田大学がトップであった。  
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 ここで参考とするために日本企業に目を転じてみたい。日本の企業経営にお

いては、10 年ほど前から、ステークホルダーの利害を調整して効率的経営を実

現しようというコーポレート・ガバナンスの考え方が盛んに議論、研究されて

いる。日本企業にとって最適なガバナンス形態については、統一的な見解があ

るとはいえず、いまだに議論の最中である。しかし、コーポレート・ガバナン

スの考え方が日本企業の組織の在り方に影響を及ぼしていることを疑う余地は

ないだろう。また、アメリカで 1970 年代に大学経営の危機が叫ばれたとき、

企業における「経営」や「ガバナンス」の概念を出発点とした議論が活発化し

た。そのことを考え合わせても、私立大学における組織の在り方を考える際に

ガバナンスに注目することは意義深く、上述した問題の解決への示唆を与える

のではないだろうか。  

 コーポレート・ガバナンスを考える際に、監督と執行の分離はひとつの重要

なトピックとして論じられることが多いが、大学のガバナンスにおいては「監

督」と「執行」という観点は必ずしも有効なものではない。大学を設置し、管

理するのは学校法人であるが、憲法に保障された「学問の自由」により、大学

は自治を認められている。そのような学問を扱う特殊性ゆえに、私立大学に関

係する各主体を監督と執行という２つの立場に集約させることはむずかしく、

大学のガバナンスを論じる際に用いるのは適切ではない。  

そこで、我々が注目したのは、大学のガバナンスには「合理的」と「文化的」

という２つの相反するように思える観点が存在するとしたバーンバウム

（2003）である。それによれば、大学のガバナンスとは合理的な側面をなす「法

的権限」と、文化的な側面をなす「専門的権限」のバランスであり、前者は具

体的には管理運営者、後者は教授である。この見方は大学という組織の特殊性

をよく汲み取っており、現在の日本の私立大学におけるガバナンスに対しても

説明力を持つと考えられる。本研究では管理運営者としての理事会と教授の権

限のバランスを調べ、それが大学運営に影響を与えているのか、与えていると

すればそれはどのようなものなのかを分析、考察することとした。理事会と教

授の力関係を観察するにあたって、理事会の構成員にその大学の教授がどれほ

どの割合を占めているかに注目した。  

本稿の構成は以下の通りである。まず、第２節では私立大学の組織の在り方
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を説明する。第３節では先行研究を概観することで本研究の背景を明らかにす

る。第４節では理事会の教授率が研究に与える影響を、第５節では財務の費用

面に与える影響を、回帰分析を用いて検証し、第６節で本研究の結論と今後の

課題について述べる。  

 

 

2,  私立大学の組織の概要  

  

ここで、私立大学の組織の概要と現状を紹介しておきたい。  

 戦後日本の私立大学は、私立学校法により、学校法人が設置し管理運営を行

うと定められている。学校法人は、意思決定機関であり法人業務執行機関であ

る理事会と、業務や財務状況等を監査する監事、理事会の諮問機関である評議

会の３つの主体で構成されている。平成 16 年の私学法改正の際には、監事に

よる監督機能が整備されるとともに、理事会の設置が規定され、その権限が強

化された。しかし依然として、それぞれの主体の具体的な権限は学校法人ごと

の寄附行為 2に拠るところが大きい。また、理事会は執行機関であると同時に監

督機能も併せ持つなど、学校法人内部における機能の分化は明確ではない。  

 管理運営を担う法人に対して、大学は教学を担っている。大学の代表は学長

であるが、学長は学校法人理事会の 1 号理事として就任する仕組みになってい

る。また、その実態は理事会から教学執行権を委譲されている管理運営の性格

が強い場合もあれば、教授を中心とした教学側に精通し、その意見を代表する

性格が強い場合もあり、それは大学によって異なると思われる。教学における

重要な主体は教授会であり、その設置は憲法の「学問の自由」に基づき法的に

義務付けられている。その結果、慣例的にではあるが、教学の重要な意思決定

においては教授会がその権限を持っている 3。  

 学校法人と私立大学の関係を簡略に示したのが図 2 である。  

 

                                                   
2 寄附行為とは、文部科学省によれば学校法人の根本規則たるべきものであって法人の現
在及び将来の在り方を規制するものである。  
3 林（2006）  
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図 2 学校法人制度の概略 （文部科学省ホームページより作成） 

 

 

 

3, 先行研究  

 

 私立大学という組織の仕組みは概ね前節で見た通りであるが、このように整

備されたのは平成 16 年の私学法の改正においてであり、社会的な同意がなさ

れているとは言い難い。そのため、本研究の背景となっている先行研究は、①

学校法人や大学運営の仕組みと、②その仕組みに関わる各主体の役割と権限 

について理論を構築することを目指したものが多い。  

 まず、大学運営に企業的視点を用いることを試みたのがケラー（1983）であ

る。その主張は「経営革命」であり、企業の経営を範とした経営戦略の確立が

重要であるとした。この考え方は米経済の低迷と 18 歳人口の低下により大学

運営の危機が叫ばれる中で台頭してきたという経緯がある。その点で日本の大

学が辿った経緯と相似を成しており、注目に値するだろう。具体的な主張とし

ては各大学がターゲットとする学生の層を特定し、その戦略的決定のプロセス

を明示すべきというものである。そのためには管理職の権限を強化し、財政の

問題に重点をおくべきだとも述べている。  

理事会  
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 また、このような「戦略的経営主義」に対して異議を唱えたのがシュミッド

ライン（1989）である。彼はトップの強い権限による意思決定が間違いを犯す

危険を指摘している。その理由として、大学が研究者という専門家集団であり、

自分たち自身で管理する習性を持っていることや、教育・研究という目的がも

たらす複雑性を挙げた。  

 戦略的経営主義の台頭とその批判は、アカデミックな文化が万能ではないも

のの、一定の機能を持っており、その強さが大学運営の重要な役割を担う可能

性を示した 4。  

 大学のガバナンスを考えるとき、「合理的」と「文化的」という相容れないよ

うに思える２つの概念が重要であることを述べたのがバーンバウム（2003）で

ある。前者の概念は権力関係を明示し、組織の構造やプロセスを規定する。後

者は大学の歴史や伝統、価値や信念などの要素を成す。大学内にはそれぞれの

概念を根拠として「法的権限」と「専門的権限」が存在し、それらを実体化し

たものが「管理運営者」と「教授団」であると述べている。そして異質なこの

２つの主体が効果的に統制し、影響を与える構造やプロセスが大学におけるガ

バナンスだと定義している。  

 以上の研究はいずれもアメリカにおけるものだが、日本の私大のガバナンス

について研究しているのが鈴木・折橋（2005）である。ここでは、日本におい

ても大学のガバナンスが注目され始めた経緯と、実際の私大運営の仕組みにつ

いて詳しい。学校法人のシステムを企業と対比して詳しく分析しているが、教

学部門の影響にあまり重きを置いておらず、好ましいガバナンスの形態として、

理事会を中心にトップマネジメントを強化して大胆かつ迅速な意思決定を目指

すべきだと述べている。  

このように、私立大学のガバナンスを論ずる際には、概ね管理運営と教学と

いう２つの権力の調整が焦点となってきたことが分かる。しかしながら、これ

までの研究では、統計的な分析や実証は少なく、ケーススタディか理論構築に

とどまっているように思える。もちろん、教育機関であるという対象の性格か

ら、定量的な分析で全てを捉えきるものではない。だがそのことを念頭に置い

ていれば、本研究の分析は私大ガバナンスという論題を机上の空論にせず、現

                                                   
4 両角（ 2001）  
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実に即した方向性を示すことができるだろう。  

 

 

4,  仮説  

 

 “大学のガバナンスとは、合理的な側面をなす「法的権限」と文化的な側面

をなす「専門的権限」のバランスであり、前者は具体的には管理運営者、後者

は教授団である”というバーンバウムの考察を取り入れ、管理運営者にあたる

理事会と教授会の関係が大学運営にどのように影響を与えているかを検証する。 

大学に求められるものとは本来、教育や研究であるが、昨今の大学経営の現

状を考えると財務構造も重要な要素となってくると考えられる。そのため、本

稿では大学運営を研究と財務の両面から検証していく。 

理事会と教授会の力関係を観察するにあたって、理事会の教授率に注目した。

管理運営者としての理事会の構成員には教授が含まれるが、その教授の多くは

学長、学部長やそれに準ずる有力研究者である。彼らは、法人経営に教学の意

向を伝える役割を果たしている。つまり、理事会の教授率が高いということは、

理事会と教授会双方の連携が取りやすく、教授側の意向が理事会側により伝わ

りやすいということが考えられる。  

ここで２つの仮説を立てる。  

仮説１．教授の本質的目的が研究活動であると考えた場合、理事会の教授率

が上昇すると、その理事会が決定する大学全体としての指針が研究を重視する

傾向を強めると推測される。よって、大学全体として良い研究を生み出す環境

が整い、結果的に研究の成果にプラスの影響を与えるという仮説を立てる。  

 

仮説２．優れた研究は様々な負担によって成り立っている。上述したように、

理事会の教授率が上昇すると大学全体として研究を重視する傾向が強くなると

推測する。研究に力を入れるということは、研究への投資の増加を表している。

これは大学財務の面から見た場合、費用の増加である。また、理事会の教授率

が上昇すると、理事会による学内の教員数を削減しようとする圧力が少なくな

るとも推測できる。その結果、費用が相対的に増加するのではないかと考えた。  
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よって、理事会の教授率の上昇が、大学財務、特に費用面においてマイナス

の影響を与えるという仮説を立てる。  

以上２つの仮説について、分析を行う。  

 

 

5, 研究面からの分析 

 

5-1, データ 

本研究の対象とする大学は文部科学省に認可を受けている大学のうち、関東

甲信越地区の大学である。その中から回帰分析を行う際に必要となるデータが

一つでも欠けているサンプルは除外した。その結果、サンプルは 82 大学とな

った。重回帰分析を用いて分析する。  

以下に被説明変数、説明変数について示す。  

被説明変数  

科学研究費補助金  

研究の成果と質を表す変数として、本分析では科学研究費補助金の採択件数

と配分総額の２つを用いる。ここで科学研究費補助金について説明する。科学

研究費補助金とは文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が交付している

ものであり、国内の研究機関に所属している研究者が行う研究に対する補助金

である。  

以下に研究の成果と質を表す変数として使用した理由を二つ挙げる。一つは、

研究者がこの補助金を得るためには研究課題を提出しなければならず、その際

その研究課題が審査を受けるためである。審査は専門分野の近い複数の研究者

によって行われ、研究課題の採択の可否が決められる。そのため、政策的な研

究補助や商業的な研究補助を排除することができ、純粋に学術的な審査が可能

となる。このことから、研究の成果と質を計る指標として適切であると考える。

二つ目は、研究補助の対象となるのが人文・社会科学から自然科学のあらゆる

分野の研究であるからである。そのため、個々の大学の学部構成の影響を小さ

くすることができる。  

この科学研究費補助金に関するデータは週刊朝日進学MOOKの大学ランキ
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ング2009年版より2007年度のものを取得した。 

 

説明変数  

(1)  理事会の教授率  

大学運営、統治への教授の参画度を表す変数として理事会における教授率を

用いる。理事会にその大学の教授がどれほどの割合を占めているかは、理事会

と教授の権力バランスを意味する。教授という大学にとって大きなステークホ

ルダーが大学の運営にどのように関わっているのか、どのように参加している

のかを理事会の教授率から観察している。例えば、教授の力が強い大学であれ

ば多くの教授が理事会のメンバーとなっているだろう。  

理事会の教授率は理事会における教授の人数を理事会の会員数で除したもの

で求められる。理事会の人数、メンバーは各大学 HP または HP 上の事業報告

書から 2008 年 3 月時点のものを取得し、理事会のメンバーが教授であるかど

うかは研究開発支援総合ディレクトリ (ReaD)5で調査し収集した。  

以下の説明変数は全てコントロール変数であり、データは全て週刊朝日進学

MOOK の大学ランキング 2009 年版より 2007 年度のものを取得した。  

 

(2)  学生数  

各大学によって規模の大小で大きな差がある。そのため、大学の規模をコン

トロールする変数をとして学生数を用いた。本分析における学生数は学部学生

数である。  

 

(3)  設置からの年数  

大学の歴史は大学を構成する諸要素に影響を与えている可能性が高い。例え

ば、一般に歴史の古い大学ほど、長年の蓄積からか信用や信頼を得ているよう

に思われる。このような大学の歴史による影響をコントロールする変数として

設置からの年数を用いた。大学の始まりを定義するのは難しい 6が、本分析では

                                                   
5 「研究開発支援総合ディレクトリ (ReaD)」http:/ /read.jst.go. jp/ 
6 早稲田大学は、1882 年に前身である東京専門学校を大隈重信が創立し、1902 年に早田
大学と改称され、1920 年に大学令に基づく大学となっている。この一例を見ても大学の
始まりを決めるのが難しいということがわかる。  
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設置年 7を大学の始まりとして用いた。設置年は大学として文部科学省に認可さ

れ、設置された年を指す。戦前の大学は大学令によって、戦後は学校教育法に

よって大学の認可が行われ設置されてきた。つまり、大学の設置は法的、政治

的状況に左右されてきたのである。そのため、設置年が最も大学を取り巻く環

境の歴史的経緯を表現していると考える。  

 

(4)  総合大学ダミー  

(5)  医科歯科薬科のみで構成されている大学ダミー  

これら 2 つの変数は大学の形態、学部構成からの影響をコントロールするた

めに用いた。総合大学は人文・社会科学系学部と自然科学系学部の両方がある

大学とし、どちらか片方しかない大学を非総合大学とする。また、医科歯科薬

科のみで構成されている大学もダミー変数とした。このような大学は研究や財

務の状態 (資産形態、収支形態 )がその他の大学と大きく異なると考えられるた

めである。  

これらの分類は朝日新聞出版の 2009 年版大学ランキングに依拠している。  

 

(6)  図書館充実度  

大学の施設の充実は研究に良い影響を与える可能性が高い。そのため、この

変数で図書館の施設環境、研究設備による影響をコントロールしている。図書

館の充実度は、蔵書数を学生数で割った値とした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 大学には設置年の他に創立年というものもある。創立年は大学として認可される前の前

身学校が創立された年である。  
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以上の被説明変数、説明変数の記述統計量は次の表の通りである。  

 

 平均 中央値 標準偏差 最小 最大 

理事会の教授率 0.2949 0.2792 0.1791 0 0.88 

学生数(人) 6892.2561 3910.5 9314.1361 383 65636 

設置からの年数（年） 47.9756 57 24.4702 2 87 

総合大学ダミー 0.3537 0 0.481 0 1 

医科歯科薬科のみで 

構成されている 

大学ダミー 

0.08537 0 0.2811 0 1 

図書館充実度(冊) 94.5271 81.505 54.0435 13.1679 357.2902 

科学研究費補助金 

採択件数（件） 
39.6585 15 60.7117 1 658 

科学研究費補助金 

配分総額（円） 
100952422 28331353 156021244 600000 2364420540 
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また、以上の変数から次の回帰モデルが導出される。  

 

654321 gXfXeXdXcXbXaGrants  

 

Grants：科学研究費補助金採択件数、配分総額  

X1：理事会の教授率  

X2：学生数  

X3：設置からの年数  

X4：総合大学ダミー  

X5：医科歯科薬科のみで構成されている大学ダミー  

X6：図書館充実度  

 

5-2, 推計結果  

まず、理事会の教授率と科学研究費補助金総額の関係を散布図で示す。  

 

図２ 理事会の教授率と科学研究費補助金総額の散布図
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次に重回帰分析の推計結果を示す。  

 

 採択件数 配分総額 

切片 
－13.4065  

(－1.3277) 

-45925789 

(-1.5646) 

理事会の教員率 
54.3741＊＊＊  

(2.6728) 

121033984＊＊ 

(2.0467) 

学生数（人） 
0.0050＊＊＊ 

(9.3960) 

9964＊＊＊ 

(6.4812) 

設置からの年数（年） 
－0.2639 

(－1.4240) 

-198314 

(-0.3682) 

総合大学ダミー 
22.4970＊＊ 

(2.3947) 

103213720＊＊＊ 

(3.7795) 

医科歯科薬科のみで 

構成されている大学ダミー 

63.3930＊＊＊ 

(4.0263) 

87641262＊ 

(1.9149) 

図書館充実度(冊) 
0.0219 

(0.3111) 

850006 

(0.4155) 

自由度調整済決定係数 0.7470 0.6763 

サンプル数（校） 82 82 

()内は t 検定量 ＊＊＊は 1%水準、＊＊は 5%水準、＊は 10%水準で有意であることを表す。 

 

採択件数の推定結果から理事会の教授率の係数は 54.3741 であり、1％水準

で統計的に有意であった。これは、理事会の教授率が 10％上昇すると採択件数

は 5.4 件増加することを意味する。  

また、配分総額の推定結果から理事会の教授率の係数は 121033984 であり、

5％水準で統計的に有意であった。これは、理事会の教授率が 10％上昇すると

配分総額はおよそ 1200 万円増加することを意味する。  

以上より理事会における教授率と研究の成果には関係がある。理事会におい

て教授の力が強くなると、研究の質を高めるような運営行動をとるインセンテ
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ィブが高まるといえる。理事会の中に教授が入ることで、教授は自分たちの望

むこと（研究の充実）を実現するように行動するともいえる。このように、本

分析の結果、仮説は支持されたのである。  

 

 

6, コストの面からの分析  

  

前節の分析結果から、理事会における教授率が研究の成果に影響を与えると

いうことを実証した。しかしながら、あくまで大学という領域の中の研究とい

う一面からのみである。優れた研究を実現するにはそれ相応のコストを伴う。

そこで本節ではコストに焦点を当てて、分析を行う。理事会の教授率が理事会

でなされる運営行動に影響を与え、それが財務、特に費用面で顕著に現れるこ

とを示す。  

 

6-1. データ  

サンプルは 82 大学、説明変数は理事会における教授率、学生数、設置から

の年数、総合大学ダミー、医科歯科薬科のみで構成されている大学ダミーであ

る。以上のデータは前節の分析で用いたものと同様である。  

この分析では被説明変数として、コストを表す主な財務データを用いる。デ

ータは週刊東洋経済 2008 年 10 月 18 日号付録の大学四季報、または各大学が

HP 上で公開している決算文書の消費収支計算書 8から 2007 年度のものを取得

した。以下にその変数を示す。  

 

(1)  消費支出  

学校法人の総費用である。この中には以後に説明する人件費や教育研究経費

なども含まれている。  

 

ここから説明する変数は学校法人の費用項目の中の主なものである。  
                                                   
8 学校法人の決算書には貸借対照表、消費収支計算書、資本収支計算書がある。消費収支
計算書は企業会計における損益計算書にあたり、資本収支計算書は企業会計におけるキャ

ッシュフロー計算書に近い。  
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(2)人件費  

人件費を構成しているのは主に教員人件費と職員人件費の二つである。人件

費は私立大学の支出の約 6 割を占め、多くが固定費である。  

 

(3)教育研究経費  

(4)管理経費  

 これら 2 つの経費は、教育研究への関係性の有無で分けられている。教育研

究に関係のある経費が教育研究経費であり、関係のないものが管理経費である。 

 

以下に基準統計量を示す。  

 

(単位：百万円 )  

 平均 中央値 標準偏差 最小 最大 

消費支出 23069.7592 10358 33496.4451 788.4973 188330 

人件費 11109.0674 5523 15616.2854 494.7976 103278 

教育研究経費 7180.2129 3066.9778 11038.4218 207.7964 61644 

管理経費 1387.5103 810 1756.0032 68.4957 9737 

 

 

また、以上の変数から次の回帰モデルが導出される。  

 

654321 gXfXeXdXcXbXaCost  

 

Cost：消費支出、人件費、教育研究経費、管理経費  

X1：理事会の教授率  

X2：学生数  

X3：設置からの年数  

X4：総合大学ダミー  

X5：医科歯科薬科のみで構成されている大学ダミー  
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6-2. 推計結果  

 まず、費用全体について示す。推計結果は次の表の通りである。  

 

 消費支出 

切片 
－2764.6076 

(－0.5648) 

理事会の教員率 
39911.1607＊＊＊ 

(3.5162) 

学生数（人） 
2.6009＊＊＊ 

(8.9625) 

設置からの年数（年） 
-221.6621＊＊ 

(-2.1979) 

総合大学ダミー 
65.9971 

(0.0126) 

医科歯科薬科のみで 

構成されている大学ダミー 

57148.6776＊＊＊ 

(6.6604) 

自由度調整済決定係数 0.6976 

サンプル数（校） 82 

()内は t 検定量 ＊＊＊は 1%水準、＊＊は 5%水準、＊は 10%水準で有意であることを表す。 
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学校法人の総費用を示す消費支出を被説明変数としたとき、理事会における

教授率の係数は 39911.1607 であり、1％水準で統計的に有意であった。これは、

理事会の教授率が 10％上昇すると消費支出はおよそ 40 億円増加することを意

味する。このことは、教授率の増加がコストの増加につながるということを示

している。  

次に各費用項目についても同様に検証する。上記の分析では費用を学校法人

の総費用である消費支出でしか捉えていなかった。ここではその消費支出を分

解し、理事会の教授率の影響が特にどの費用項目に特徴的に現れているかを確

認する。推計結果は、次の表の通りである。  

 

 人件費 教育研究経費 管理経費 

切片 
－671.9661 

(-0.2860) 

299.1680 

(0.1699) 

393.0449 

(0.9599) 

理事会の教員率 
17665.1414＊＊＊ 

(3.2425) 

5955.3716 

(1.4585) 

1478.2099 

(1.5569) 

学生数（人） 
1.4238＊＊＊ 

(10.2215) 

0.8826＊＊＊ 

(8.4542) 

0.1189＊＊＊ 

(4.8972) 

設置からの年数（年） 
－112.5192＊＊ 

(-2.3244) 

-65.8232＊ 

(-1.8143) 

-7.8397 

(-0.9293) 

総合大学ダミー 
－174.1859 

(-0.06945) 

213.5960 

(0.1137) 

-103.3533 

(-0.2365) 

医科歯科薬科のみで 

構成されている大学

ダミー 

25986.0337＊＊＊ 

(6.3097) 

24884.8806＊＊＊ 

(8.0622) 

1779.3832＊＊ 

(2.4793) 

自由度調整済 

決定係数 
0.7252 0.6910 0.3399 

サンプル数（校） 82 82 82 

()内は t 検定量 ＊＊＊は 1%水準、＊＊は 5%水準、＊は 10%水準で有意であることを表す。 
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 人件費を被説明変数としたとき、理事会における教授率の係数は 17665.1414

であり、1％水準で統計的に有意であった。これは、理事会の教授率が 10％上

昇すると人件費はおよそ 18 億円増加することを意味する。  

 これらのことから、理事会において教授の参画度が増すことによって、人件

費を増加させるような運営行動をとること、または人件費を抑制させる圧力が

弱くなることが考えられる。また、教育研究経費、管理経費を被説明変数とし

たとき、統計的に有意な結果を得られなかった。このことから、教授率の増加

によってもたらされるのは、後の教育研究に生きる設備投資のような性格のも

のではなく、人件費というある種その場限りのものであることも注目すべきだ

ろう。  

 

 

7, おわりに  

 

 本稿では理事会における教授率が大学運営にどのような影響を与えているか

を考察した。そして理事会の教授率が高いほど、研究の結果においてはプラス

に作用するが、費用の点では大学運営にマイナスの影響を与えるということが

示された。  

 まず第４節において、理事会の教授率は、科学研究費補助金の採択件数と配

分総額に統計的に有意に正の影響を与えることが示された。  

 さらに第５節において、同じく理事会の教授率は、各大学の総費用である消

費支出に統計的に有意に正の影響を与えることも示された。また、その影響は

人件費に特徴的に現れるということが明らかとなった。この結果は費用が大き

くなるという点で大学運営に悪い影響を与えると捉えることができる。  

 このように、本研究では私立大学におけるガバナンスに注目し、管理運営者

である理事会と教授の権限のバランスが大学運営にどのように影響を与えるか

について、今まであまり成されていなかった実証分析をすることができた。そ

のなかで理事会における教授率が高くなるほど、大学全体として研究面では良

い成果をあげることができ、それと対照的に財務面においては、全体としての

費用が増加し、その中でも人件費というコストが増加するということを示すこ
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とができた。これは、理事会に参画している教授は研究を重視した運営を行う

とともに、人件費を増加させる、あるいは人件費の抑制を阻止する意図をもっ

て働くからではないだろうか。  

 本研究の結果より、私立大学運営について、以下のことを考察できるだろう。

理事会の構成が大学運営に影響を与えていることは確かであるが、管理運営と

教授のどちらかを重視すべきだとは一概にいうことは出来ない。しかし、両者

の権力バランスを大学の目的に合わせて考えることの重要性が示されただろう。

そして、そのためには大学が自らの問題点を認識し、明確な目標を持つことが

必要だといえる。今後、大学運営においてガバナンスが１つの観点となり、よ

りよい運営の一助となるのではないだろうか。  

 しかしながら、今回の分析は完全にデータを取得できたのが 82 校にとどま

り、私立大学全体をカバーしきれていない等データ範囲の限界を認めざるをえ

ない。というのも、一般に事業報告書や財務などの情報の開示にばらつきがあ

るのが現状だからである。今後は、より多くの大学の情報開示を求めるととも

に、それと関連した研究に期待したい。  
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