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コストインフレに対応する大学経営
奨学金戦略/インフレ超過を目指す基金運用戦略

日本ではあまり意識されてこなかった教学コストインフレに対応する大学経営が、
少子化を勝ち残った大学の次の経営ステージに必要な戦略だ、と私達は考えている。
インフレを意識し、80 年代に市場化モデルを展開した米国の大学が採用する事例
を参考に、日本の大学が将来の教学コストインフレに対応する手段を考えたい。

インフレを上回るコスト支出が求められる

米国の教学コストインフレ率は、3.4％

授業料の価格決定に大きな裁量を持つ米国
の大学は、その収入采配に甘んじることなく、
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高等教育機関として教学コストの積極的な拠

育機関物価指数）が基準値で使われている。

出にも基準を持つ。すなわち、『教学コストの

HEPI とは、教職員の人件費・物品資材費・

インフレ状況』をデータで把握し、インフレを

設備費等、大学経営の主要費目で構成され

上回る教学コストの支出額だけが学生からの

るインフレ指数で、年度ベースで公表されて

評価対象・競争優位の源であると考えている。

いる。よりタイムリーな経営判断のために、年

反対に、インフレ未満の伸びや伸び率ゼロ

度 HEPI の予想値が毎月ベースで公表され

には、学生に対する教学サービス水準の低

る等、HEPI は教学コスト支出の検討材料とし

下との烙印が押され、理事会は教学への姿

て今日の米国大学経営に深く定着している。

勢と経営能力を追及されることになる。

今年 8 月に、2007 年度 HEPI が公表された。
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Ⅰ： 教学コストにおけるインフレの考え方
インフレ超過分こそが、評価・比較優位の基準になる
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が CPI を 20%程度上回っており、HEPI

る推論であり、HEPI を算出する Commonfund

は CPI よりも伸び率が高い性質があると考えら

社も『CPI で大学経営を判断してはならない。

れるためである。これは、高等教育機関の教

CPI で教学コストインフレを計るのは、大学が

学サービスは一般消費財よりも高いクオリティ

高等教育機関たる役割を放棄しているように

が求められるべきものであることからも導かれ

も思える』とコメントしている。

政策・制度も大学のインフレ意識を後押し

形でデータ提供インフラが整い、需要・供給

このようなコストインフレ意識が米国の大学経

双方からの教学コストインフレに対する厳し

営に定着する背景には、政策･制度インフラ

い見方が強まる可能性がある。

の後押しがある。例えば、大学経営の
人件費を調査するだけでも、米国労働
省（BLS）のみならず、米国大学教授協

Ⅲ： 教学コストインフレの日米比較（参考）
日本では、教学コストのインフレは、未だ見られない？

会 （ AAUP ） や 米 国 大 学 ス タ ッ フ 協 会
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大学経営を考える上での詳細なデータ
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提供インフラが整えられている。米国で

教育研究用消耗品
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（CUPA）の細分化された機関が存在し、

HEPI が普及しはじめた 1970 年代は、
まさに 18 歳人口減少が危惧され始め
た時代であったが（1979 年→1992 年で
▲25％）、当時の米国と同じ境遇にある

※2002 年=100 とし、2006 年の数値を指数化
出所： 米国データは Commonfund Institute 資料より作成、日
本データは賃金構造基本統計調査・国内企業物価指
数を使用し、参考値として制度調査グループにて算出

日本でも、今後制度・政策が誘引する
コストインフレに対応する大学経営のために

定める基金運用の 2 つの実例を取り上げ、日

日本の大学が、将来の教学コストインフレに

本の大学経営に当てはめながら考えたい。

対応する経営手段として、(1)収入面の対策

１つめの高授業料/高奨学金戦略とは、大学

である高授業料/高奨学金戦略と、(2)資産

が柔軟な奨学金制度を使いながら実質の授

面の対策であるインフレ指標を目標利回りに

業料価格の裁量を持ち、収入の最大化と学

2
コストインフレに対応する大学経営

生の質の確保の双方均衡を

Ⅳ： 1970 年以降の米国大学の授業料政策の流れ

高めていく戦略である。米国
90年以降
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の大学は 1970 年から 18 歳

収入減

MBA の流行に見られる『大
学の市場化』を展開してきた。
その市場化を大学の収入戦

財政支出増
70 年→99 年
2万㌦→2.9万㌦※

支出増
市場化=社会人教育

略に広げたのがこの手法で

✔ 81.4%が奨学金を受給
✔ 平均実質割引率は 39.4%
（2002年）

※

あ り 、 正 規 授 業 料 （ Sticker
Price）は高額に設定しつつ
実際の授業料（Net Tuition）

私立4年大の学生
1人当り支出

出所： NACUBO Tuition Discounting Survey, 学生援助の日米比較(文教協会助成報告)よ
り、制度調査グループにて作成

は奨学金でディスカウントす

ために収入面の裁量を確保するという本来

る高授業料/高奨学金戦略である。

目的の他にも、(1)経営方針に沿う学生の選

全 米 大 学 実 務 者 協 会 （ NACUBO ） に よ る

抜厚遇（例：飛び級生、多国籍生）、(2)ブラン

2002 年の米国私立大学学費ディスカウント

ド力の維持（∵見かけの授業料は高く設定で

調査によれば、調査対象の 81.4％もの学生

きる）、(3)新学部の実験的な設置が可能（∵

が何らかの奨学金を支給されており、さらに

学部間の正規授業料の大幅な差異は難）と

この奨学生が受ける奨学金による実際のディ

いう、現在の日本の大学経営事情に則する

スカウント率は平均で 39.4％とされている。つ

副次効果も重ねて狙うことができる。

まり大学は、高い水準に据え置かれた授業

東京大学の授業料免除枠拡大に見られるよ

料の枠の中で、8 割超の学生に対し個別に

うに、学費設定の流動化が受け入れられつ

学費裁量を行使しているわけである。

つある日本でも、コストインフレに対応する収

この手法を日本の大学経営に当てはめて考

入面の対応として普及拡大の余地があろう。

えた場合、将来のコストインフレに対応する
次に、資産面の対策であるインフレ指標を目

うことが HEPI を上回る教学コストの原資を有

標利回りに定める大学基金運用については、

している証拠であるとして、学生に強くアピー

単に基金運用方針のパフォーマンス目標に

ルされている。

『インフレを上回るリターンを目指す』と
抽象的に掲げるに留まらず、基金から

Ⅴ： HEPI を意識した基金運用 （コロンビア大学）

のペイアウト額を HEPI を基準に設定す

【基金からのペイアウト目標】

ることで、自動的に HEPI 以上のリター
ンを目標としているケースが参考になる。

✔ 前年のペイアウト額を基準に HEPI で調整
✔ 年度 HEPI を 3points 超上回るペイアウト目標

この考え方を採用しているコロンビア大
学は、アニュアルレポートの大学基金
の項目でこの運用戦略を公表しており、
大学が HEPI を意識した基金運用を行

HEPI がペイアウトの基準＝HEPI を意識したリターン確保
出所：コロンビア大学年次報告書から制度調査グループにて作成
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この手法を日本の大学経営に当てはめて考

が必ず訪れることを実感した。教学環境には

えた場合、(1)CPI 等にインフレが表れない場

豊かさや余裕が並存してこそ真の研究・創造

合でも教学コストの潜在インフレを意識した

が追求できる。この教学ポリシーこそが少子

目標利回りを設定（∵CPI 等の一般的な物価

化を勝ち残った日本の大学の次の経営ステ

指数では教学コストのインフレは計れない）、

ージに必要な戦略になるだろう、私達はそう

(2)日本には HEPI のような具体的なインフレ

考えている。

指標がないため、当初はグローバルベース
のインフレがターゲット（国際分散投資による

――――――――――――――――――

トータル・リターン・アプローチ）が考えられ

稲 見 和 典 （いなみかずのり）

る。

日興証券（現日興コーディアル証券）資本市場本部、

――――――――――――――――――
本年 6 月、私達はニューヨークでコロンビア
大学基金運用会社とミーティングを行ったが、
同大ニューヨーク校内の見事に手入れされ

日本輸出入銀行（現国際協力銀行）を経て、2005 年3
月より現職
『大学の資産運用は国際分散投資へ（私学経営）』
『大学の卒業生マーケティング（学校法人）』 他
２１世紀大学経営協会 財務戦略部会コアメンバー

た校舎や宿舎、小動物が枝を渡り歩く美しい
街路樹を見ながら、日本の大学にも将来コス
トインフレに対応する市場化された大学経営
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