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問題の出発点
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（一般的な高等教育政策の形成）

 各国の高等教育政策は一般に、政府および高等教育機関により形
成されている。

 学生や産業界などの外部の声も、委員会のメンバー等として取り入
れられているが、その声の影響力が過大になることは一般にない。

 米国においても、これは同様である。

（米国の財団のインパクト）

 米国財団は大学等に対して歴史的に、巨額の助成はしてきたが、
高等教育の方向性について強く関与することは少なかった。

 しかし近年、米国の巨大財団はStrategic Philanthropyという手
法で、高等教育政策の形成に強く関与するようになっている。政府
にも影響力を及ぼしている。

 高等教育に特別の知見を持たない財団が、その財力により多大な
影響力を行使すると、高等教育業界が歪む危険性はないのか？



3（出典）Huffpost, 2013.10.1
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/01/foundations-higher-ed_n_4023826.html

2013.10.1記事
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1. 米国巨大財団の活動



伝統的な米国巨大財団

 ３大巨大財団

 カーネギー財団

 フォード財団

 ロックフェラー財団

 高等教育における主なフィランソロピー

 図書館、建物の建造

 奨学金、研究助成、研究機関創設

 国際交流や国際センターの展開

※ 米国のフィランソロピーは初期には篤志家など個人に依るも
のであったが、1900年代から、産業界で財をなした者によ
る財団が出現し、フィランソロピーは規模が大きくなるととも
に、組織的なものとなった。

5

ハーバード大学の
創設も篤志家に

依る



伝統的な米国巨大財団の特徴

 助成対象

 大学や研究者、学生など、裨益者への直接の助成

 助成の位置づけ

 慈善事業

 公的支援や自助努力では足りない側面の一助

 政治的指向性

 基本的にはなし

 財団（非営利団体）は、公共政策の行き届かない側面を
補うという位置づけのため、説明責任と税制の免除を得
る一方で、政治的活動を行うことは制限されている。

―Johnson Amendment, US tax code (1954)

6

非営利団体
（501c3団体）全般に

適用される



伝統的米国巨大財団の高等教育政策への影響力

 財団のスタンス

 基本的には、助成する業界の方向性を左右するような意
図を示唆することは控える。

 時代によって影響力に強弱があり、一方で影響が強
すぎると社会から反発されるという歴史的経緯があり、
影響力を持ちすぎることに対して極めて慎重に対応。

 影響力の実際

 実際には、助成額や規模が大きいため、高等教育の方
向性を左右している。

（事例）

 公共図書館の全米展開

 カーネギー財団による大学教職員向け年金プランとカー
ネギー・ユニット（一単位の時間規定）
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近年の米国巨大財団…高等教育セクター

 ２大巨大財団
 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

 ルミナ財団

 その他スローン財団、メロン財団など

 近年の巨大財団の特徴

 財団創設者のビジネスバックグラウンドから、

 創設者が生きている間の助成

 助成による「インパクト」と「アウトカム」を重視

 仲介機関（intermediaries）を通じた助成目的の達成
（i.e. 仲介機関への助成・委託）

※ ゲイツ財団は2006年に、死後50年で財団を閉鎖すると発表。またゲイ
ツ財団に300億ドルの出資をしたWarren Buffettは、自身の死後10
年という期限を設定している。

8（出典）Chronicle of Philanthropy, “Gates Foundation Announces That It Doesn't Plan to Operate Forever,” (2006.12.7)
https://www.philanthropy.com/article/Gates-Foundation-Announces/177849



近年の米国巨大財団の手法
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 新たな手法の多様な名称
 Strategic philanthropy
 Venture philanthropy
 Catalytic philanthropy
 Advocacy philanthropy

 手法の具体
 目的志向＆リスクテイク

 ターゲットする社会課題と、その解決方
法を特定し、資金を集中。

 目的達成のための 適手段の選択

 被助成者は、目的達成の手段のため、
大学であっても一業者扱い。

 解決をスケーリングするため、連邦政
府、州政府と連携。

 エビデンスベースかつ軌道修正

 目標の達成状況をモニタリング

 問題がある場合は適宜軌道修正





10



ルミナ財団…Leadership Model of Philanthropy

The Leadership Model of 
Philanthropy 
Jamie Merisotis

As our global society grows more complex and 
the need for greater economic and social 
opportunity more pronounced, the role of 
philanthropy becomes ever more important —
and more nuanced. The days are long past when 
the field of philanthropy could pin its hopes 
solely on grant making and other means of 
providing direct service or support to those in 
need.
（中略）

What this means is that, in order to effect 
significant and lasting change, a philanthropic 
organization must be a leadership organization. 
It must set an agenda for change, and then work 
purposefully and consistently to produce results. 

11（出典）Chronicle of Philanthropy, “The Leadership Model of Philanthropy,” (2014.5.27)
https://www.luminafoundation.org/resources/the-leadership-model-of-philanthropy



近年の米国巨大財団の高等教育分野における目標
…College Completion Rate

12

ゲイツ財団Postsecondary Success
トップページ

ルミナ財団の目標：
2025年までに
米国の学位等取得率を
46％から60％に引き上げる!!

（出典）Gates Foundation “Postsecondary Success”
http://postsecondary.gatesfoundation.org/

（出典）Lumina Foundation, “Goal 2025”
https://www.luminafoundation.org/goal_2025



米国４年制大学における６年以内卒業率

米国の四年制大学における６年以内卒業率は、
６割に留まる。

13（出典）National Center for Education Statistics, “Institutional Retention and Graduation Rates for Undergraduate Students” (2015.5)
https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cva.asp, https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=40

全大学 州立大学 私立非営利大学 私立営利大学

＜設置形態別＞

＜選抜率別＞

計 男 女

無選抜 90%- 75-90%  50-75% 25-50%  -25%

平均59%

平均59%

（注）初めて大学に通うフルタイム学生に関する統計



米国学部生の特徴

学部生の７３％がノン・トラディショナルな学生
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ノン・トラディショナル学生

 家庭から経済的に独立

 扶養家族有り

 母子or父子家庭

 通常の高校卒業資格なし

 高等教育への遅れた入学

 パートターム学生

 フルタイム勤務

（出典）National Center for Education Statistics “Nontraditional Undergraduates”
http://nces.ed.gov/pubs2002/2002012.pdf

いずれかに該当

扶養家族有り

高校卒業資格なし

母子/父子家庭

ﾌﾙﾀｲﾑ勤務

遅れた入学

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ学生

経済的に独立



米国学部生の就労状況と３年以内中退率

 学部生の8割は働いており、32％は被雇用者。

 ノン・トラディショナル度が高いほど、入学後3年以内の中退率が高い。
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米国学部生の就労状況
米国学部生の3年以内中退率

就労 非就労 被雇用者

就労 非就労 被雇用者

少しノントラッド

適度にノントラッド

極めてノントラッド

トラディショナル

全学部生

修了証ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 準学士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 学士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（出典）National Center for Education Statistics “Nontraditional Undergraduates”
http://nces.ed.gov/pubs2002/2002012.pdf

ノン・トラディショナルな学生は、
脱落する危険性が高い！



近年の米国巨大財団の高等教育分野における目標設定
…近未来の職業予測と就職に向けて

16
（出典）Gates Foundation, “Postsecondary Success Strategy”
http://postsecondary.gatesfoundation.org/wp-content/uploads/2014/08/Postsecondary-Success-Strategy-Overview-Apr2017.pdf

（出典）Lumina Foundation, “Higher Education and the American Dream”
https://www.luminafoundation.org/files/resources/higher-education-and-the-american-dream-530e3555ade6a.jpg

ゲイツ財団Postsecondary Success Strategy
職業予測

ルミナ財団（2013）
学位と職業と生活水準に関するアンケート



近年の米国巨大財団の高等教育分野における活動領域
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ゲイツ財団Postsecondary Success
重点活動領域

・機関連携
・データ
・学資援助

・デジタル学習
・緊急支援
・リメディアル教育

の再構築
・編入の円滑化
・自動助言システム

ルミナ財団
戦略計画2017-20

大学卒業

学位の透明性

コンピテンシー
ベースド学習

成人の初めての
学位取得

質保証

（出典）Gates Foundation “Area of Focus”
http://postsecondary.gatesfoundation.org/areas-of-focus/

（出典）Lumina Foundation “Fact Sheet”
https://www.luminafoundation.org/files/resources/lumina-fact-sheet-2017-04-28-02.pdf



ルミナ財団の州別学位取得率トラッキング

18（出典）Lumina Foundation “A Stronger Nation”
http://strongernation.luminafoundation.org/report/2017/#nation



ゲイツ財団の調査活動と高等教育関係者との対話

19（出典）Gates Foundation “What we’re learning”
http://postsecondary.gatesfoundation.org/what-were-learning/
http://postsecondary.gatesfoundation.org/what-were-learning/conversations-with-institutional-leaders/
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2. 米国巨大財団のアプローチ方法

に対する批判



米国巨大財団の手法に対しての批判

1. 特定の課題に助成が集中することで、他のイシュ
ーへの対応が出来なくなる。

 たとえば、「国際交流」や「エリート教育」は？

2. 巨大財団の意向に沿った仲介機関や政府のみに
助成がなされ、問題が大学等当事者の手を離れて
しまう。

 巨大財団が勝手に作り上げたストーリーのもと、問題と
その解決方法が決められてしまう。

3. 財団は説明責任がないため、問題の当事者が介
入することもできず、しかも重点領域がその年によ
って変わっていってしまう。

 政府の政策であれば、納税者として介入が可能。

21



近年の米国巨大財団の助成先（2006-2011）

 ゲイツ財団とルミナ財団の助成先トップ10は、学位取得率拡大とい
う目標達成のための業務を行う仲介機関（intermediaries）へ。

 2006-2011年におけるトップ10への助成額は1.88億ドル。

22（出典）Chronicle of Higher Education “In the Foundation ‘Eco Chamber’”
http://www.chronicle.com/article/In-the-Foundation-Echo/140305/



米国巨大財団―仲介機関―政府機関の関係

23

連携協力関係

• ゲイツ財団＝連邦政府

• ルミナ財団＝州政府

（出典）Chronicle of Higher Education “A Realm of Influence’”
http://www.chronicle.com/article/A-Realm-of-Influence/140343/



米国巨大財団の重点領域の移り変わり

24（出典）Hall, C., S. Thomas (2012). “‘Advocacy Philanthropy’ and the Public Policy Agenda: The Role of Modern Foundations in American Higher Education ,” 
Paper prepared for the 93rd annual meeting of the American Educational Research Association

ルミナ財団の分類別助成
2002-2010

ゲイツ財団の分類別助成
2002-2010



（事例）大学卒業率を運営費交付金の算定に導入

 Complete College America
（CCA）の呼びかけで、「大学卒業
率の目標達成アライアンス」を32
州＋コロンビア特別区で結成。

 内11州が、運営費交付金の算定
に大学卒業率を利用する
Performance-fundingを導
入。
 4年前は3州のみが実施。

BUT!
 ゲイツ財団がCCAを2009年に800

万ドルの投資で設立し、その年間予
算の6割を負担。

 その他、ゲイツ財団から120万ドル、
ルミナ財団から170万ドルの活動費
がCCAに入る。

25（出典）Chronicle of Higher Education “How Gates Shapes State Higher-Education Policy”
http://www.chronicle.com/article/How-Gates-Shapes-State/140303



（事例）リメディアル教育を制限する法律

DO THIS!
 Make enrollment in college-level 

courses the default for many 
more students.

26

 「リメディアル教育を受ける学生ほど
卒業率が低い。一般の科目を初めか
ら履修し、これに助言サポートが付
いた方が卒業率が高い」という調査
結果に基づき、

 コミュニティカレッジにおけるリメディ
アル教育を制限する法律がテネシー
州やフロリダ州で成立。

 しかし調査自体もゲイツ財団やルミナ財
団の委託調査で、客観性に懸念を示す
声も有り。

（出典）Chronicle of Higher Education “How Gates Shapes State Higher-Education Policy”
http://www.chronicle.com/article/How-Gates-Shapes-State/140303

（出典）Complete College America“Corequisite Remediation”
http://completecollege.org/the-game-changers/



（事例）CCAの”GAME CHANGERS”
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大 学 数 学 で
はなく、社会
に 出 て 実 用
的な数学を！

リメディアル教育
ではなく、初めか
ら大学科目を！

毎セメスター、
15以上の単位
取得を！

（出典）Complete College America“Game Changers”
http://completecollege.org/the-game-changers/

フルタイムを推奨。
科目ではなくプロ
グラム選択を！

助言に基づいた
プログラム受講
を！



批判：
米国巨大財団は問題と解決方法を決めつけてかかる

 "They start with the assumption that 
something is broken," says Patricia A. 
McGuire, president of Trinity Washington 
University, which serves low-income 
women in the District of Columbia. 

 "Then they take the next step of deciding 
what the fix is before they really 
understand the problem." 

 Skeptics say such confidence is 
dangerous when dealing with complex 
social phenomena like education.

28（出典）Chronicle of Higher Education “The Gates Effect”
http://www.chronicle.com/article/The-Gates-Effect/140323
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3. 米国巨大財団に対する評価



米国の財団の社会的位置づけ

 米国の財団は、清教徒がメイフラワー号で移住
した1620年から、1776年の独立宣言までの
英国等の植民地支配体制の時代に、教育や医
療などの社会福祉を人々が自助努力で賄う必
要があったことに由来する。

 その後連邦政府が樹立しても、国家体制の整
備が優先で、社会福祉は後回しであったため、
篤志家や財団は引き続き、社会に必要とされた。

 更に、清教徒はもともと祖国の弾圧を逃れてき
た人々であったため、政府機能が働き出しても、
可能なかぎり政府の代替手段を模索した。

30

米国の財団は
公共政策の

担い手
なんだね!



米国の財団への期待…政府の機能不全を打開

 米国においても近代国家となり、予算規模からみ
ても、連邦政府と州政府が公共政策の主要な担い
手となっている。
 2007年の非営利サービス等の収入内訳：
 手数料収入5割強、政府4割弱、フィランソロピー1割

 他方、政府は近年、財政難に見舞われている上、
透明性や説明責任を求められ、優先順位を付ける
ことが難しく、かつ政局に振り回され、社会からの
ニーズに対応することは難しい。

 財団は、これらに捕らわれず、自身の設定したアジ
ェンダを追求することができる。

 社会のニーズが多様化したときの公共政策は、財団の
方が政府より効率良い。 31



高等教育関係者へのインタビュー（１）

 財団が高等教育政策に影響を与えているようだが？

 「そうなのかなぁ？必要なときに、お金をだしてくれているが
？」（エリート大学関係者）

 「大学卒業率」のみをターゲットされて困らないか？

 「でも正しいことだからねえ」

 業界外の財団が、今注視すべきアジェンダを決めて
良いのか？

 「僕も初めそう思っていた。しかしプロジェクトに関わってみ
ると、財団は業界の識者等を集めて 良の解決策を見い
だしていて、政府よりすごいと思った」

32



高等教育関係者へのインタビュー（２）

 政府の方が網羅的な政策展開するのでは？

 「政府も財政難だし、硬直状態にあって、何も出来ていない」

 財団に局所的な動きをされるより、政府に集約して政
策展開した方が良いのでは？

 「アメリカ人は政府が嫌い」

 「財団は清教徒が移住してきたころから、住民が自分たちの
手で社会を形成していく上での役割を担っていたから、公共
政策を期待されている」

 「僕は政府や財団、NPOをぐるぐる回っているけど、それはど
れも一長一短だから。政府は意志決定の自由度が少ないた
め、時には外に出て、アドボカシーをした方が世の中は動く」

 では財団に任せて良いのか？

 「基本的には良いのでは？時々方向性を見誤るけどね」 33



高等教育関係者インタビュー…まとめ

 財団は、基本的に好意的に受け止められており、
高等教育界を歪めているといった見られ方は希薄。

 財団は、社会の課題解決において、社会に必要な
機能とみなされている。

 むしろ政府の方が問題視されている。

 なお、財団の問題を提起したThomas Scott教授
は、財団の機能を基本的に認めた上で、やはり重
点領域が極端すぎることに懸念を示していた。

34



財団へのインタビュー

 特定の重点領域に注視することで、高等教育業界が歪
む（distort）という懸念はないのか？

 「まさに、歪めることが目的で、やっている！」

 「世の中は色々なことが複雑に絡み合って、硬直状態になって
いる。この事態を打開して、解決に持って行くためには、極端
であっても、 も大事なことを主張し続けることが大事である」

 日本であれば、政府に任せた方が良いと考えるが？

 「政府は網羅性や説明責任を要求されるし、議会や政局に振
り回されて、本当にやるべきことを考えられる状況にない」

 この方向性が正しいとなぜ分かる？

 「客観的データや調査結果に基づいて行っている」

 「そもそも年間10億ドル程度で、高等教育セクター全体を変え
ることなどできない」 35



財団へのインタビュー…まとめ

 ゲイツ財団は、（メディアで叩かれたことを強く意識
し）慎重な回答ぶり。

 「調査やデータに基づく意志決定」であることを強調

 「それほどの大きなインパクトを与えられない」と謙遜

 ルミナ財団は、正しいことを、 も効果的な手法で
追求していると主張。

 政府の機能不全を打開する方法として、現在の手法を
とっているなど、一理ある説明。

 また政府側も、財団がこのように方向性を定めてくれる
ことをうまく利用している側面もあり。

36



まとめ

 米国巨大財団の影響力に着目し、ステークホル
ダーへのインタビュー調査を行ったが、思いの外、
財団が好意的に受け止められていることが分かっ
た。

 特に、歴史的にも現代においても、政府を補完する
機能が、社会の課題解決に役立っているようであ
る。

 今後、高等教育政策における政府および財団が
担っている機能を比較しつつ、財団が社会にあるこ
との意義と効果を評価していきたい。
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米国巨大財団の高等教育政策へのインパクト評価 
―初期的報告 

船守 美穂（国立情報学研究所） 

米国巨大財団の性格の変容 

 米国の財団は 1990 年頃から、高等教育領域においては 2000 年に入ってから、その性格を変えてき

ていると指摘されている[1][2]。ロックフェラー財団やフォード財団などの伝統的な財団が、講堂や

図書館等の建物の寄贈、先端の科学研究の推進、研究者や学生などの個人の学術・交流支援を中心に、

その時々の政権の政策からは距離を置いてフィランソロピーを行ってきたのに対して、2000 年に設立

されたゲイツ財団と、高等教育に助成を特化するルミナ財団は、そのビジネスのバックグラウンドか

ら、「インパクト」と「アウトカム」を重視する。連邦政府や州政府と積極的に連携し、助成の効果が

広く及ぶようにし、助成をするだけでなく、その「アウトカム評価」を確実に行い、目標が達成され

るように助成期間中のモニタリングと指導も行う。同時に助成対象を、従来の高等教育機関や個人で

はなく、仲介機関（intermediaries；“Complete College America”等非営利団体）とし、財団が達成

したい目標を実現するための手段提供とモニタリング、確実な成果履行を委託する。 

 これら巨大財団は「戦略的なフォーカス」を有し、高等教育においてこれは特に、「高等教育へのア

クセス拡大」「学位取得までの期間短縮」「卒業率の向上」「高度人材を要する産業における就職拡大」

である。これは米国におけるドロップアウト率の高さ（4年以内に卒業するのは 39％、6年以内は 59％）

や、授業料高騰と在学期間の長期化による学生ローン負担の増大（卒業時に 10 万ドル以上のローンと

いう事例が大きな社会問題となった[3]）といった社会背景を受けている。これら巨大財団は、これら

全米の課題を直接ターゲットし、社会に警告を発し、そして民間的手法により効率的・効果的に克服

する「戦略的アドボカシー団体」であることを自負している。 

 こうした近年の巨大財団の手法について、これまで全米で解決できなかった課題について議論の場

ができ、解決の糸口が生まれたと評価する声とともに、極めて狭いフォーカスに対して集中的に資金

が投下されるため、米国の高等教育政策等が歪むという懸念の声が上がっている。また、これら財団

の高等教育界の在り方に対する理解についても、疑念の声が上がっている。 

米国巨大財団の高等教育政策への影響 

 多くの国において、高等教育政策に大学以外で影響を及ぼすのは「政府」と「社会」であると一般

にはされており、これ以外の「巨大財団」が影響及ぼすとは認識されていない。しかも、米国巨大財

団の資金と権力にものを言わせた「絶大な影響力」については尚更、認識されていない。 

米国巨大財団の高等教育への助成総額は年間 10 億ドル（1070 億円相当）を超すと言われている（2010

年）。文科省平成 27 年度概算要求における「大学教育再生の戦略的推進（506 億円）」と「国立大学改

革強化促進事業（230 億円）」を合わせても、その 7 割程度にしかならない。こうした巨額の資金が、

彼らが“Student Success”や“College-Ready Education”と称する、「卒業率の向上」等のごく狭い

政策領域に集中して投下されている。フォード財団なども近年、同様の助成方針に切り替え、オバマ

政権も「大学レーティング」等でこれらと歩を一にする。高等教育を支える機関の大半が、同じ政策

領域にのみ支援を集中して良いのか？これ以外の領域で解決すべき課題があったとしても、そこに資

金は流れなくなったことが米国では憂慮されている。 

これら巨大財団の運営者が、教育行政について知見を有さないこと、卒業率等の数値目標のみを追

求し、教育の中身や質については関心を持たないことについても懸念が示されている。たとえば、米

国では 32 の州が近年次々と「リメディアル教育を規制する法」を施行した。これは「リメディアル教

育を受ける学生の卒業率が、それ以外の学生の卒業率より低い」という調査結果を受け、リメディア

ル教育をなくし、「正規の科目にチューター等の学習支援」を加えた方が適切であると、これら巨大財

団が打ち出したことに基づく[4]。大学準備の整っていない学生からリメディアル教育を取り上げ、こ

れを卒業させるという目標を建てるということを疑問視する声は大学関係者に強い。これら州は現在、

巨大財団の指導のもと、卒業率等を指標とした「パフォーマンス・ファンディング」も導入し、こう

した目標管理により、ルミナ財団の掲げる「2025 年までに全米の高等教育修了者を 6 割とする」とい

う目標に邁進している。高等教育に先立ち、これら巨大財団の投資がなされた初等中等教育では、大

規模公立高校の弊害がゲイツ財団により指摘され、チャータースクールへの切り替えが多くの州でな

されたが、生徒の学習到達度による目標管理がなされるため、点数主義の遍満など、悪影響が広範囲

に広がった[5][6]。 

 こうした影響が、世界に及ぶ危険性は極めて高い。たとえば、独・ベルテルスマン財団は、社会の

課題解決のための財団であるという規定のもと、同様に、戦略的助成のみを行う。また米・巨大財団



は、近年世界でも強く意識されだしている「コンピテンシー」に強い関心を示し、ゲイツ財団は“Next 

Generation Learning Initiative”にて、ルミナ財団は、大学卒業生のコンピテンシーを定義する

“Degree Qualification Profile”にて、これをターゲットする。マイクロソフト社も関わった「21

世紀型スキル（ATC21s）」も同様の関心に基づいている。 

米国財団の歴史的位置づけと現在の機能 

米国巨大財団はこのように、日本から見れば異常なほどの影響を高等教育政策に及ぼしており、ま

た既述のように、米国内においてもこれについて批判がない訳ではない。しかし現地で関係者に実際

にインタビューをしてみると、思いの外、こうした学術界の外にある巨大財団からの影響が全般的に

は容認されていることが判明する。これは以下の二つの観点から理解される。 

一つは米国に財団が設立されるようになった歴史的背景である。米国には、清教徒がメイフラワー

号で移住した 1620 年には政府が存在しなかったし、その後も独立宣言がなされる 1776 年まで政府は

存在せず、英国等が 13 の植民地を支配するという体制にあった。この間、教育や医療などの社会福祉

について行政が配慮してくれることは基本的にはなく、また独立国家と 13 の州政府が樹立されした後

も、国家体制をかたどることが先決で、公共政策は後回しとなった。このため人々は自分たちの手で

自分たちの町や社会を形成していく必要があった。ハーバード大学が、自分たちの子息にも高等教育

を願う清教徒たちの手により、牧師ジョン・ハーバードの寄付を得て設立されたことは、よく知られ

る。またハーバード大学は、米国に一番初めに設置された財団とも位置づけられている。このように、

米国の財団は、政府の代わりに公共政策を実現する主体であり、社会ニーズごとに形成されていった。

同時に清教徒は、母国の支配層であるイギリス国教会からの迫害を逃れてきたこともあり、政府によ

る統治には基本的に否定的であった。米国市民は現代においても、連邦政府に対しては特に、批判的

な目を向ける。このような歴史的背景から、財団は米国の社会福祉を維持する一つの社会システムと

して、社会に定着している。またその活動は基本的には社会ニーズを起点とするため、多少行き過ぎ

の面があっても、その活動は容認と言う以上に、歓迎されるのである。 

もう一つは、現代における政府の機能不全である。財団や市民活動が社会福祉を担っていた古き良

き時代は実はそれほど長くはなく、米国においても州政府および連邦政府は近代国家運営の重要な機

能として規模拡大し、社会福祉も担うようになってきている。たとえば 2007 年における米国非営利サ

ービス等の収入の内訳は、手数料収入が 5 割強、政府が 4 割弱、フィランソロピーは 1 割を占める程

度である[7]。また NPO の活動経費の多くは実際には政府予算に支えられており、米国においても政府

が公共政策の大きな担い手となっている。一方、政府は近年財政難に見舞われており、かつ、総合的

な施策において優先順位を付けることが難しく、更には政局等に振り回され、社会からのニーズに真

摯に対応できているとは言いがたい状況である。こうした硬直した政府機能にあって、特別に優先す

べき課題を発掘し、これについて政府やステークホルダーに働きかけを行い、その課題解決を図って

いく財団の戦略的フィランソロピーは、好意的に受け止められている。 

米国巨大財団の影響の評価方法（一考察） 

 本研究は、日本から見たら行きすぎるとも思える米国巨大財団の高等教育政策への影響力に着目し、

大学関係者やその他のステークホルダーがこれについてどのように考えるかを調査することから開始

した。米国においても財団の及ぼす影響に対して批判的な目が向けられることがない訳ではないが、

米国の財団は全般には、第二の政府的な存在として、好意的に受け止められる素地があることが分か

った。更に米国財団は、社会ニーズ一つ一つに対応を図っていくことが可能であるため、多様化する

社会に対して、政府以上に有効な社会運営の方法とも見られている。今後は高等教育政策において財

団が存在することの意義と効果を、政府が担う機能との比較の上で、評価していきたい。 
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