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課題の設定

背景：一部の経済学者主導によるEBPMの必要性の推進

• 今日のEBPMの中核：因果推論･･･エビデンスとしての妥当性・信
頼性担保する分析方法の強調・その優劣の階層ピラミッド化

• ⇨ 高等教育を素材に、EBPMで推奨される分析方法の応用可能性お
よび信頼性・妥当性を検証する

本論の展開：

Ⅰ.今日的「EBPM」とは何か

Ⅱ.今日的EBPMが推奨する方法の応用と検証･･･疑似RCTとしての傾
向スコア分析

1)私立大学等改革総合支援事業

2)大学教員

3)大学ガバナンス

Ⅲ.それら試行から見えてくるEBPMの可能性と限界を指摘し，学術
的観点からの展望を示すことを目指す。



• 今日的EBPMの特色：政策の効果を厳格に検証するための、因果推
論の推奨

• 高等教育におけるEBPM：因果関係への言及が乏しい／専門知が不
在⇨高等教育研究コミュ内に政策形成のための専門知集団を抱える
必要性（小方 2015）

• しかし・・・高等教育研究者は今日的EBPMで推奨される諸方法の
適用に乏しい(山本(2016，2018)など一部にとどまる)

• そもそも、EBPMを支える因果推論にキャッチアップしているか？

• 伝統的な因果分析をすれば因果関係を考察したと勘違いしていない
か？

• “狭義のEBPM”へのその他批判：従来からある倫理的課題の指摘

⇩

政策貢献できうる専門知集団足り得てない/EBPMを包括的に議論・検
証できる諸条件さえ整っていない

因果推論の応用可能性の検討・検証は焦眉の急

Ⅰ.今日的「EBPM」とは何かⅠ.今日的「EBPM」とは何か



手法の階層ピラミッド

• 最近よく見かけるこのような図

• この図自体，既に元々の階層ピラミッドからさらに矮
小化されているのは気になるところですが・・( ；
∀；)

Ⅰ.まず大前提として「傾向スコア」

• 一応，傾向スコアは上位に位
置づく

• 傾向スコアの中でも，マッチ
ングだけに絞られているのは
気になるところではあります
が・・・



Ⅰ.まず大前提として「傾向スコア」
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• ある処置の「より純粋な」効果を検討するためには、

• ある処置の効果を検討する対象を、無作為割り当てを行う必要あり

• 現実：上記の処理は不可能（観察データしか手には入らない）⇨シ
ミュレーション（反実仮想化）にて検討する

＝傾向スコア分析

A            B
二者択一の授業

α群

β群

β群

観察可能な差
この差を「効果」と論じること
が多かった！

真の因果効果
左：しかし･･･β群はBを受講。Aは未受講
右：しかし･･･B大学は学長権限強い状態。

学長権限が弱い状態を未経験

＝反実仮想
弱 強

ある時点での学長権限

Α大学

Β大学
TOEIC
スコア

生産性

Β大学

※林(2012)を参考に作成



傾向スコアの一般的な手続き(Leite 2017)

① 処置変数tを，共変量x(観測変数)で回帰
ｰ 回帰系 or ランダムフォレスト等の機械学習系の手法 or 

GBM(Ridgeway1999) など

② AUC(C統計量)の確認

③ マッチング or 層別解析 or IPW or SMR  などを用いて擬似
的なランダム集団を作り上げる(共分散分析も一応ある)

④ それぞれの処置群における期待値の差を処置tの因果効
果とする

本発表

1) ①でロジスティック回帰，④でマッチングを使用

2) ①でロジスティック回帰，④でIPWを使用

3) ①で線形回帰，④で共分散分析を使用

Ⅰ.まず大前提として「傾向スコア」



EBPMを支える因果推論への主な批判：

① （傾向スコアによる擬似的RCTでは）あくまでも架空集団へ
の処置の効果では？(筒井(2016, 2017))／理想的RCTを遂行でき
たとしても・・・外的妥当性が問われる

② 因果関係がブラックボックス化されている？プロセスが不明
／交絡を除去するバックドア基準による変数選択には、因果
構造の解明が必要(筒井(2016, 2017)，山下(2008),林・黒木
(2016))

③ ただ、そもそも高等教育ではRCT的応用例はほぼ皆無・・・

本発表：

• ①に対して：傾向スコア(Propensity score, 以下PS)ではないバランシン
グスコアを試みる（中尾）

• ②に対して：Pearl的な因果構造の探索を試みる（村澤）

• ③に対して：オーソドックスな傾向スコア分析を試みる（松宮）

Ⅰ.今日的「EBPM」とは何か



私立大学等改革総合支援事業
の因果効果は？

松宮 慎治 MATSUMIYA Shinji

神戸学院大学

shinnji28@j.kobegakuin.ac.jp

9



背景と問題関心

・私立大学等改革総合支援事業が始まってから6年，

効果を検証しやすい時期にきている

・端緒は「大学改革実行プラン」（2012年）。それ

まで，「選択と集中」の対象は国立大学の運営費

交付金であったが，同プランを機に私立大学の問題

化が進んだ

・私立大学等改革総合支援事業の特徴は以下の3つ。

①機能別分化の促進：教育，地域，産学連携etc..

②機能強化：〇〇をしている or していない

③一般補助の再定義：一部を基盤から競争へ

→すべて，機関を単位としている

10



データ（1）

表1 変数の定義と出典

・従属変数に，教育研究経費比率を設定

・すべて，2013-2016年度の4年間のデータ。今回は，教育を

テーマとしたタイプ1の効果に着目

・他のタイプとの関連も見たいが，この4年間に共通するタイ

プ2, 3だけを使う 11

タイプ1選定ダミー タイプ1への選定（選定 = 1） 文部科学省ウェブサイト

教育研究経費比率 単位：%　教育研究経費 ÷ 事業活動収入 『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

附属病院ダミー 附属病院を保有（医・獣医・歯学部あり = 1） 文部科学省ウェブサイト

設立年 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 保有学部の平均偏差値（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

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

タイプ2選定ダミー タイプ2への選定（選定 = 1）

タイプ3選定ダミー タイプ3への選定（選定 = 1）

関

連
文部科学省ウェブサイト

変数 定義 出典

指

標

環

境

『大学四季報データベース』（東洋経済新報社）

財

務



データ（2）

表2 基礎統計量

・偏差値：2013, 2014が代ゼミ，2015が河合塾，2016は掲載な

しのため，2017の旺文社と2015の平均で代理
12

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

タイプ1選定ダミー 602 .31 .46 602 .38 .49 602 .36 .48 600 .40 .49

教育研究経費比率 572 31.63 7.76 576 31.71 8.00 580 32.03 8.03 582 32.31 8.04

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

設立年 599 31.16 21.34 599 31.16 21.34 599 31.16 21.34 599 31.16 21.34

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

学生数 538 3724.95 6362.91 551 3678.32 6248.47 579 3547.52 6128.09 577 3569.07 6172.34

ST比 502 22.43 10.63 534 21.85 11.10 579 21.52 11.19 566 21.24 10.19

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

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

人件費依存率 572 98.64 101.48 576 102.40 130.61 580 102.35 131.78 582 103.06 136.72

管理経費比率 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 572 69.60 17.94 576 69.02 18.61 580 69.13 18.49 582 69.25 18.96

タイプ2選定ダミー 602 .21 .41 602 .21 .41 602 .20 .40 600 .21 .41

タイプ3選定ダミー 602 .17 .38 602 .09 .29 602 .11 .32 600 .12 .33

wave2013 wave2014 wave2015 wave2016
変数



結果（1）タイプ1選定の規定要因

表3 タイプ1選定ダミーの変量効果ロジット・モデル

・タイプ2, 3に選定されるほど，

タイプ1にも選定される

・2013→2016と時間が経過す

るほど，この傾向が高まる

→選定される大学はますます選

定される：マタイ効果

→生じているのは，政策の意図

とは異なり，機能別分化では

なく，勝者総取り現象である

13

LL UL

wave：時点 1.32 .11 ** 1.12 1.57

教育研究経費比率 1.00 .01 .97 1.03

附属病院ダミー .33 .21 .10 1.14

設立年 .99 .01 .98 1.01

偏差値 1.03 .02 .99 1.08

学生数 1.00 .00 * 1.00 1.00

ST比 1.00 .02 .96 1.03

定員充足率 1.00 .00 .99 1.01

自己資金比率 1.01 .01 .99 1.04

人件費依存率 1.00 .00 1.00 1.00

管理経費比率 1.00 .02 .96 1.03

学生生徒等納付金比率 .98 .01 .97 1.00

タイプ2選定ダミー 4.57 .95 *** 3.04 6.88

タイプ3選定ダミー 3.56 .97 *** 2.08 6.09

定数項 .21 .31 .01 3.61

/lnsig2u 1.43 .15 1.14 1.72

sigma_u 2.04 .15 1.77 2.36

rho .56 .04 .49 .63

n 1950

Prob > chi2 0

Wald chi2(14) 97.4

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

95% CI
OR SE



結果（2）傾向スコア・マッチングの適用：ROC

各年度のROC曲線

14

2013 2014

2015 2016



結果（3）傾向スコア・マッチングの適用：可視化

15



結果（4）バランシングの確認

表4 マッチング後の標準化差
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2013 2014 2015 2016

附属病院ダミー .05 .03 -.04 .05

設立年 -.03 .05 .09 .05

偏差値 .04 -.09 .03 .03

学生数 .06 -.06 -.09 .03

ST比 -.03 -.09 -.01 -.01

定員充足率 -.06 -.03 .01 -.06

自己資金比率 .08 .00 .08 -.06

人件費依存率 .00 .10 -.01 .08

管理経費比率 .05 .12 .01 -.08

学生生徒等納付金比率 -.02 -.03 .01 -.08

タイプ2選定ダミー -.03 -.01 .01 .00

タイプ3選定ダミー -.04 .06 -.05 .08

n 461 508 508 473

treated 160 220 198 202

control 301 288 310 271

・バランシングの確認には，
標準化差（standardized 
difference）を用いる

・標準化差＜0.1の場合，両
両群間のバランスがとれ
ていると判断される

→2014の管理経費比率が怪
しいが，全体として実質
科学的な問題はない



結果（5）傾向スコアの適用：平均処置効果

表5 教育研究経費比率に対する平均処置効果

・すべての年度で有意な効果がない

つまり……私立大学等改革総合支援事業タイプ1に，

・選定された大学がされなかったとしたら？

・選定されなかった大学が，されたとしたら？

→いずれにしても，教育研究経費比率には貢献しない

17
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2013 (1 vs 0) 461 1.16 .80 .15 -.41 2.74

2014 (1 vs 0) 508 -.16 .74 .83 -1.62 1.29

2015 (1 vs 0) 508 .29 .64 .66 -.97 1.54

2016 (1 vs 0) 473 -.10 .80 .90 -1.67 1.46

95% CI
Coef. SE P >zATE n



結論と含意

［結論］

・私立大学等改革総合支援事業が制度的にもたらしたのは，機

能別分化ではなく，勝者総取りである

・タイプ1の効果は確認できない（すなわち，選定されてもさ

れなくても同じである）

→では，選定による増額分はどこへ消えたのだろうか……？

［含意］

・同事業タイプ1が，全体の一部に過ぎないとしても，「選定

をゴールではなく次なる改革に向けた通過点として取組の深

化を追求する」（私立大学等改革総合支援事業委員会，

2018）という目的とは整合しない

・このように，介入が 1 or 0 で表現できる政策は，明確な

「処置の効果」として検討しやすい
18



外部資金獲得の効果は？

中尾 走 Ran NAKAO

広島大学大学院 高等教育研究開発センター

ran-nakao@hiroshima-u.ac.jp
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背景と問題関心

• 近年のEBPMブームにおいて，分析手法の序列化がほ
とんど検討されることなく，安易に受け入れられて
いることへの憤り

• ランダム化(擬似的なランダム化を含む)への過剰な
期待(Deaton and Cartwright 2018)

20

• これらの手法は，交絡を調整
する手法として，一定のメ
リットは認めつつも問題点も
適切に把握しておくべきでは
ないか？



背景と問題関心

• 交絡の統制が困難な対象の一つとして，大学教員の外部資金
獲得の効果を取り上げる

• 近年，効果的・効率的な資金の活用として，基盤的な研究費
配分から競争性の高い研究費配分への変更(内閣府2016)

• 外部資金を獲得しなければ，研究継続が困難な状況に陥って
いる(藤村2017)

• これまでの先行研究では競争性の高い外部資金の獲得が研究
成果を高めるといった関係には，疑問が残っている(藤村2017，
2018，浦田2017)

• しかし，これらの先行研究では交絡の統制に必ずしも十分な
配慮があったわけではない(そもそもこの対象は交絡が複雑な
ので統制が簡単ではない)

• 同時に，分析手法の序列化でより上位のものを使用したもの
は管見の限りない

➢本発表では，これらの手法を用いて外部資金獲得の効果を再
分析＋これらの手法の問題点を改善する手法の試行的分析

21



方法

◆外部資金獲得の効果①

⌙ 外部資金を獲得した人としてない人の平均の比較

➢ しかし，論文数の多い人が外部資金を獲得しやすいなど様々
な交絡が考えられる

22

t=1 t=0

ー ＝ 処置効果：μ(t)



方法

◆外部資金獲得の効果②

⌙ 外部資金の有無(または多寡)を一つの説明変数とした回帰分
析

➢ しかし，論文数の多い人が外部資金を獲得しやすいなどの
様々な交絡を制御しているわけではない(星野2009)

23

t=1 t=0

ー ＝ 処置効果：μ(t)

様々な統制変数を加えた回帰式
ex)性別 年齢 専門分野 基盤的研究費の額 etc
y=b1x1+b2x2+・・・Wt+e



本発表の目的

• つまり，外部資金を獲得したことの研究成果に与え
る効果を導き出すことはそんなに簡単ではない(≒交
絡を統制することが容易ではない)

• このような状況下で，有効な手法の一つとして，近
年最もよく用いられている分析手法の一つがPS

• PS自体の説明は，既にされているので割愛

① 本発表では，PSの問題点の一つである架空集団を
可視化する。加えて，その問題点を改善する手法
として他のバランシングスコアを使用する

② 架空集団への処置の効果ではなく，母集団へ処置
の効果とすることで，処置同士の効果の比較を可
能にする

24



方法

• 観察データにおける因果推論：PS

① 2値：強く無視できる割付(SITA条件)(Rosenbaum and 

Rubin, 1993)

② その他の割付：弱非交絡(Hirano and Imben, 2004)

➢上記の条件のどちらかで，因果効果が推定できる
※ PSは，モデルの誤設定に対しても，よりロバストな推定結果(Drake 1993, 
Cepeda，Bostonm, Farrar and Storm 2003)

25

処置
外部資金の有無

成果
論文数

交絡
• 専門分野
• 所属大学 など



方法

• 観察データにおける因果推論では，交絡を調整するために，PSを使うのは
一つの方法

• しかし，ランダム化(≒共変量調整)はできるがランダムな架空集団に対す
る処置効果がどこまで一般化可能性(≒外的妥当性)を備えるかには疑問が
残る(筒井 2016, 2017, 星野・岡田 2006)

• 加えて，いくつかの処置の効果を比較しようにもそれぞれの処置において
作られる擬似的なランダム集団が異なる→母集団への処置効果同士なら比
較可能にならないか？

26

t=1 t=0

ー ＝ 処置効果：μ(t)

➢ 実際の母集団は，こんな集団かもしれない



方法

• 逆確率重みつけ法(Inverse probability weighting, 以下
IPW)

27

t=1 t=0

ー ＝ 処置効果：μ(t)

得られたデータ(ランダム化されていない)

重みつけ後のデータ(架空のランダム状況の作成)



方法

• ある程度，母集団を反映した上で，ランダム状況を作成でき
ないか？

28
t=1 t=0

ー ＝ 処置効果：μ(t)

得られたデータ(ランダム化されていない)

重みつけ後のデータ(母集団情報を反映したランダム状況の作成)



方法

• PS

• e(x)=p(t=1|x)

• PSが等しい個体間では，共変量の分布が等しい≒平
均の意味で釣り合わせている・・・①

• CBPS(Covariate balancing propensity score)

• 𝔼
𝑡

𝜋 𝑥
−

(1−𝑡)

1−𝜋 𝑥
𝑓(𝑥) =0

• 𝔼
𝑡

𝜋 𝑥
𝑓(𝑥) = 𝔼

1−𝑡

1−𝜋 𝑥
𝑓(𝑥)

• これが成り立つ𝜋 𝑥 を求める。 𝜋 𝑥 で逆重みをつけ
た共変量のモーメント(分布特性)で釣り合わせてい
る・・・②

• ①と②は，似た条件となることが知られている
(Hainmueller 2012)
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方法

• ただし，PSが次元の呪いの問題を抱えていたように
CBPSもパラメータの数が方程式の数より多くなる

• そのため，以下の式を解くことで求める

• መ𝛽GMM = argmin𝛽𝑔 𝛽 T σ 𝛽 𝑔 𝛽

• 簡単に言えば，PSは平均で釣り合うようにしている
のに対し，CBPSでは他のモーメント(2次とか3次等)
も釣り合うように調整している(Imai and Ratkovic 2014)

➢CBPSを用いて，擬似的なランダム集団(架空集団)を
作るのではなく，母集団情報も反映した擬似的なラ
ンダム集団を作る
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データと変数

• データ：「大学教授職の変容に関する国際調査」の二次
データ(以下，AP2017)
ｰ 調査期間：2017年10月に郵送、2018年1月末までに回収
ｰ 分析対象：8807人に郵送し、回収率は2128人(24.2%)

• 変数
ｰ 処置：過去３年間で外部資金獲得の有無(今回は，額の多寡の情

報を削除して，0 or 1で処置の有無のみでとりあえず検討)
ｰ D6の総額のうち，D7の2)以降を外部資金獲得(t=1)とする
ｰ 成果：過去３年間の論文数
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分析 | 平均の比較

• 普通に平均の比較をすると，外部資金を獲得してい
る方が，それぞれの論文数は多い

Group N Mean Median SD SE
Mean 

difference
Student's 

t
Welch's t

Mann-
Whitney U

論文数
0 417 3.52 2 4.7 0.23

-7.25 < .001 < .001 < .001
1 1395 10.77 6 26.8 0.717

査読論文数
0 450 2.633 1 4.32 0.203

-6.08 < .001 < .001 < .001
1 1475 8.71 5 20.3 0.529

SCI論文数
0 424 0.665 0 2.13 0.103

-2.82 < .001 < .001 < .001
1 1418 3.49 0 10.4 0.277



分析 | PS

• 今回の分析では，①でロジスティック回帰を，③でIPW
を選択

• 処置〜性別＋年齢＋職階＋専門分野＋博士学位の有無＋
大学の設置者＋過去３年間に所属大学からもらった研究
費の額

• C統計量：0.7805(CI：0.7581-0.803)→手続き的には，
そこまで悪い値ではない



分析 | PS

• IPWで重みつけした後(擬似的なランダム集団)の平
均の比較(ATE)

• これでも，外部資金を獲得した方が論文数が多い

• つまり，(全員が外部資金を獲得した場合の論文
数)ー(全員が外部資金を獲得しなかった場合の論文
数)の差は5本程度

• ただし，この擬似的なランダム集団はどんな集団
か？

E(Y1) E(Y0) E(Y1-Y0)
論文数 8.632 3.609 5.023

査読論文数 7.311 3.130 4.182
SCI論文数 2.708 1.099 1.609



分析 | 擬似的なランダム集団の中身

• IPW後の擬似的なランダム集団(nが異なるので比率で表示)

• 専門分野別
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分析 | 母集団との比較

• 母集団と比較すると，工・農学は母集団からさらに乖離。得
られたデータのバイアスにさらなるバイアスが付加
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分析 | 擬似的なランダム集団の中身

• 処置群は，だいたい同じような分布だが対照群の分
布は少し形が異なる

• 専門分野別にみると，多少の差がある

• 特に，外部資金を獲得していない(t=0)グループは，
工・農学を過大評価(元データの約2倍)

• つまり，外部資金を獲得していない工・農学の教員
というのはAP2017データでは珍しいので，IPW後
で大きな重みがついている

• PSを用いたIPWの欠点として，稀な事象に大きな重
みがかかることは既に知られている(King and Nielsen 2018, 

Imai and Ratkovic 2012, 中村・南 2017)

• CBPSを使って，この問題点を改善→擬似的なラン
ダム化をしながらも，母集団情報を反映させる



• 上図

• CBPSの処置群と非
処置群の比較

• 下図

• PSとCBPSの比較

• 一次元化した，バ
ランシングスコア
で比較すると大き
な違いはない

分析 | CBPS



分析 | CBPS

• 専門分野別

• PSよりは，元データからの乖離が小さい
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分析 | CBPS

• 工・農学は多少改善したけれど，社会科学での乖離
が少し大きくなっている
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分析 | CBPS

• CBPSでIPW重みつけした後の平均の比較(ATE)

• PSとCBPSでは，E(Y0)において結果が大きく異なる

• 工・農学の過大評価が改善されたおかげか？？？

PS E(Y1) E(Y0) E(Y1-Y0)
論文数 8.632 3.609 5.023

査読論文数 7.311 3.130 4.182
SCI論文数 2.708 1.099 1.609

CBPS E(Y1) E(Y0) E(Y1-Y0)
論文数 8.710 1.926 6.784

査読論文数 7.377 1.421 5.956
SCI論文数 2.732 0.312 2.421



分析 | CBPS+サンプリングウェイト

• 専門分野別

• AP2017(元データ)，PS，CBPSによる重みつけ後より
も母集団に近い分布が得られている。特に，医歯薬系の
少なさは大きく改善
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分析 | CBPS +サンプリングウェイト

• CBPS+サンプリングウェイトで重みつけした後の平均
の比較(ATE)

• 処置群の期待値が大きく異なるため，その差も大きく異
なる→母集団情報の反映によって，医歯薬の過少評価が
改善したためか？

+sample 
weight

E(Y1) E(Y0) E(Y1-Y0)

論文数 11.071 2.045 9.026
査読論文数 9.552 1.450 8.102
SCI論文数 3.621 0.319 3.302

CBPS E(Y1) E(Y0) E(Y1-Y0)
論文数 8.710 1.926 6.784

査読論文数 7.377 1.421 5.956
SCI論文数 2.732 0.312 2.421



まとめと含意

• CBPSとサンプリングウェイトを同時に用いることによって，母集団情報
を反映しつつも，擬似的なランダム状況を作成可能(ただし，一変数のみ
の母集団情報しか反映できない)

• 外部資金を全員が獲得すれば，論文数は平均的には増える

• ただ，これは外部資金の有効性を必ずしも示すものではない

• EBPMで推奨されている手法は，この処置の有効性は明確になるかもしれ
ないが，各処置の有効性を比較できるものではない→例えば，他の資金配
分方法と比較しなければどちらの処置が政策として最適かわからない

• なぜなら，本発表で示した通り，これらの手法はある処置に対してそれぞ
れ異なる擬似的なランダム集団を作り上げるから

• これを回避する方法として，母集団情報の反映をさせることは一つの有効
な手段にならないか？→もちろん複数の処置に対して，擬似的なランダム
集団を作り上げる方法もあります

• 競争的資金を処置/非処置という2値情報にしたことによる情報の損失→連
続量の処置に対するPSやCBPSの方法もあるが，今回は割愛(appendixに)
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appendix

• 処置同士の効果の比較をしたものは以下の通り

• 次の報告③でも扱うように，PSなどのバランシングスコアは，2値の処置
がほとんどであるが，連続量でも扱える(Hirano and Imben 2004, Fong, 
Hazlett and Imai 2018 )

• そのため，学内からの研究費と外部資金の獲得額で，共変量を調整し，そ
れぞれの有効性を分析したもの

• それぞれの係数を見てわかる通り，同じ100万円の研究費で書く論文の数
はほとんど変わらない

• 政策的には，外部資金や競争性の高い資金配分ばかり取り上げられるが，
比較した結果，特段有効だとは言えない
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論文数 査読論文数 SCI論文数

coef se coef se coef se

(Intercept) 6.975*** -0.249 5.591*** -0.229 1.656*** -0.165

基盤的研究費(単位：100万円) 0.357*** -0.098 0.349*** -0.096 0.292*** -0.065

論文数 査読論文数 SCI論文数

coef se coef se coef se

(Intercept) 5.533*** -0.226 4.369*** -0.207 1.213*** -0.157

外部資金(単位：100万円) 0.268*** -0.017 0.256*** -0.016 0.161*** -0.012

N 1702 1809 1733

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



大学ガバナンスの因果効果は？

村澤 昌崇 MURASAWA Masataka

広島大学高等教育研究開発センター

mrswm@hiroshima-u.ac.jp
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大学ガバナンスの効果の因果推論

• 課題：特定のアクターへの権限の集中度を「介入・
処置」とみなし、Outputに対する因果効果を推論す
る

• ただし･･･特定のアクターへの権限集中の程度は、大
学によって異なる＝バイアスがある＝純粋な因果効
果を推定できない。そこで･･･

• ①構造方程式モデル：アクターへの権限集中のバイ
アスを探索する因果分析･･･EBPM分析手法が陥りが
ちな因果関係のブラックボックス化を回避

• ②傾向スコア分析： ①をもとに権限集中度を擬似的
に無作為割り当て

• ③マルチレベルSEM：データの二層性を考慮した、
ガバナンスの因果推論
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調査の概要
アンケート調査：「大学における教学ガバナンスとその効果に関する調査研究」
•調査対象：全国四年制大学の学部長2216名／調査期間：平成27年1〜5月
•回収数＝1044,回収率＝47.1%（稀に見る高回収率：
https://sites.google.com/site/hegovorg/）
•未回答、欠損を、RのmissFrest法で補完････欠損のある変数を目的変数として、決
定木で予測➡データを教師データ／テストデータに分割し、学習・予測･･･の繰り
返し（質的・量的データ混在でも可）
※NRMSE（連続データの補完評価）／PFC（質的データの補完評価）ともに0に
近いほど補完が成功している（不成功＝平均値で補完したものと同等）
⇨ NRMSE=.045, PFC=.014(⇦ よさげ)

大学のガバナンス
• 32の領域（戦略、人事、予算、組織編成、教学に関するもの）

×
• 13の主体（政府、地方自治体、産業界、学長、理事長、副学長、理事会役員会、
評議会、部局長、教授会、教員、事務組織、同窓会組織）

･･･の決定に関する影響力を測定（「決定力」）

• 各主体の権限の強さ＝０〜３２の値をとる
• 今回は、アクターを学長・教授会に限定
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ガバナンスの規定要因
※学部長による自
学部学生に関する
10段階評価
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3-2. ガバナンスの規定要因
• 先の分析：学生の卒業時の能力形成の規定要因分析（村澤 2017）

※実際には、分析には未投入の学部長の個人属性も影響し、因果構造は複雑

• ⇨ 学長・教授会への権限集中⇦学部長の個人属性＋威信＋歴史＋設置者＋戦略＋経営状況+風土

言い換え：学長・教授会の意思決定権限の強弱には、バイアスがある

• 意思決定権限の「より純粋な」効果を検討するためには、

• ガバナンスの効果を検討する大学について、無作為割り当てを行う必要がある

• 現実：上記の処理は不可能⇨シミュレーション（反実仮想化）にて検討する

＝傾向スコア分析

A            B
二者択一の授業

α群

β群

β群

観察可能な差
この差を「効果」と論じること
が多かった！

真の因果効果
左：しかし･･･β群はBを受講。Aは未受講
右：しかし･･･B大学は学長権限強い状態。

学長権限が弱い状態を未経験

＝反実仮想
弱 強

ある時点での学長権限

Α大学

Β大学
TOEIC
スコア

生産性

Β大学



傾向スコア分析：共分散分析法を用いる

個人属性
性別
年齢
学年

大学属性
設置者
歴史
規模

選抜度

教育成果
Y

ガバナンス
学長権限

教授会権限
X

共変量:Z

大学の現況
学力

入口出口
戦略

① 𝑦 = α𝑥 + 𝐵𝑍 + 𝑒

・ 関心のある変数𝑥と、統制変数(共変量)𝑍
を同時投入する,よくある回帰系の分析

② 𝑥 = Γ𝑍 + 𝑢

・𝑥を、𝑍により影響を受ける部分，そうで
無い（ランダムに割り当てられる）部分𝑢
に分解（回帰系の分析）

③ 𝑦 = 𝜶𝑥 + δො𝑥 + 𝑒

・②の予測値 Ƹ𝑥(= Γ𝑍)を、𝑍に代入。

・𝑥の効果𝜶は, Ƹ𝑥(＝Γ𝑍)で統制されることに
より,𝑥の処置が𝑍に応じて偏ることなく施さ
れた場合(= 𝑢)の,𝑦に対する効果に等しい。

※①でも悪くは無いが、次元の呪い(星野
2009)& 多重共線性の問題が発生しやすい

いわゆる処置・介入
効果を診たい変数

2019/06/08
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パス図を描いて交絡を仮定⇨変数選択



Generalized Propensity Score(Hirano & Imbens 2004, Leite 2017)
+ Multilevel Structural Equation Modeling

• GPS:処置・介入変数が,傾向スコアでは一般的な二値（処置した／しな
い）ではなく,連続量（処置量）を扱う

※先の②をGeneralized Linear Mixed Modelにて行う

• MLSEM:データの二層性を生かす分析

学長権限 教育成果

学長権限 教育成果

・大学内共通部分
・大学間で差 機関レベル

機関間での違いを分析

u

e
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大学A 大学B 大学C
権
限
の
認
識
／
成
果

・学部（長）間
で異なる

学部レベル
学部（長）間での違いを分析
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GPS傾向スコアの算出とバランシングのチェック

• GPSの割り付けが適切かを確認（Hirano and Imbens
2004 ,Leite2017. 今回は後者の方法を用いる☟）

• 共変量ごとに、以下の回帰分析を行う

• 処置量x⇦①GPS(5段階に均等に分割)＋②共変量z＋③
（①×②:GPS×z）

• ①〜③の標準化係数（の最大値）が小さければ(0.1
未満)、割り付けがうまくいっている。

• なぜに？処置する量が対象の背景によって異なるこ
とがないように、無作為割り付けを（擬似的に）作
り出しすので、、、

• ①〜③の係数が小さければ、処置量は、共変量と独
立性が保たれていることになるから！

• 実際はRでloop関数を使って係数を算出し、係数が最
大のものをピックアップする。最大係数が目安の0.1
を下回れば、割り付けはうまくいっている。

• ⇦いちおう、うまくいってそう・・・



ガバナンスの効果：マルチレベルSEM

• 学長(上段)・教授会（下段）

権限
大ー小

学生の
能力

権限
大ー小

学生の
能力

学部レベル
（学部長個々人の認識）

機関レベル
（機関での学部長の
共通認識部分）

u
1

e
1

傾向
スコア

傾向
スコア

-.068
-.052

-.087*
-.009

-.005*
-.107

-.399*
-.590***

s2= .844
.669

s2= .984
.997

R2= .172
.293

R2= .017
.003

-.622***
-.501***

-.316***
-.207***

※飽和モデルなので
適合度指標は未掲載
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アクターへの権限の集中と教育成果との関係は・・・

機関レベル：学長（ー）,教授会（＋）

• ⇨ 機関内部での権限の所在に関する共通認識部分の高低が、outputに影
響･･･トップダウンよりもボトムアップ・・・？

学部レベル：学長（＋）,教授会（n.s.）

• ⇨ 同一機関内でも学部長により権限の程度に関する認識に差があり、この
差が個々の学部のoutputの差を生み出している

• ⇨ 学長の権限が浸透している学部とそうで無い学部がある？／改革の対象
となっている部局にはトップから直接手が下されており、それが一定の効
果をあげている・・・？

先のSEMとの比較（スライド50:MLSEMでは無いが･･･）：

• 学長・教授会権限の直接効果は確認できず。そもそもMLSEMだと大量に説
明変数を投入すると未収束になりがち。⇦GPSを使うことで結果が異なる

• ただし：従属変数と共変量を正しくモデル化しないと、バイアスは残っている可
能性あり（重回帰分析など多くの分析も同様。星野・岡田(2006)を参照）。

• 因果モデルの正しさ：あくまで研究者の仮説に依存だが・・・データから因果探
索の可能性も議論されている（LInearNon-Gaussian Acyclic Model: Shimizu, et al., 2006）

高等教育におけるEBPM的分析の可能性

• ・・・・高等教育で扱いそうなデータは、効果を検討したい変数に内生性
を問われることが多く、SEM等で因果構造を明確にする必要があるが、扱
う変数が多くてSEMが複雑になる・・・・汗

2019/06/08 55



まとめと含意

56



まとめと含意
まとめ：

• ①[私学のデータによる傾向スコア分析]:反実仮想を組み込んだ分析により、政策の処置効
果を因果推論。

• 課題：傾向スコア分析により、擬似的に割り付けられたデータセットの外的妥当性
（私学という母集団を反映しているのか？）が揺らぐという問題

• ②対処法として母集団分布を反映する手法による調整：擬似的な割り付けと母集団
分布の反映の両方を満たす妥協点を見いだせた。

• ③(高等)教育系の分析では、何が”重要な要因なのか”自体が不明⇨因果構造を”まずは”探
索・解明⇨重要な要素を絞り込み⇨因果（効果）の推論、という手順を踏むべき

含意：

• 分析手法の優劣による階層ピラミッドに特徴を持つEBPM：諸々の課題を抱えてお
り，その安易な適用には慎重を要する。

• EBMからEBPMへは安易に移行はできない：結果を導きうる処置・介入方法（薬な
ど）があらかじめ絞り込まれている医療系 v.s. 効果をもたらす要因自体を探索する
必要のある社会科学（Cairney and Oliver 2017）

ゆえに因果探索 ⇨ 因果推論 ･･･ただし...SEMの乱用は禁物（清水 2018）

• “黒船”のようなRCT至上主義的EBPMとどう付き合うか：喧伝される技術にキャッチ
アップしつつ、技術の批判的検証を進める以外無い・・・現況の高等教育研究では
エビデンスを「飼い慣らせない」／侵犯されかねない ⇦ 危機感あり。
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シリーズ』No.3，広島大学高等教育研究開発センター.

• Weiss, C. H. “The many meanings of research utilization”, Public Administration Review, 
39(5), pp.426-431.

• 山本清, 2016, 「証拠に基づく大学政策の推進の実態と課題」『大学政策経営研究』6, pp.1-16.

• 山本清, 2018, 「「証拠に基づく政策立案」の課題と展望」『大学政策経営研究』8, pp.217-230.

• 山下絢, 2008,「米国における学級規模縮小の効果に関する研究動向」,『教育学研究』, 75(1), 
pp.13-23.

60


