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はじめに

•所属機関とは関係なく1人のIRerとしての意見

•Not 自大学の事例紹介

•どちらかというと過去・現在ではなく未来志向の話
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今日のテーマの位置づけ①

3
出典：佐藤仁（2015）より転載



今日のテーマのIR位置づけ②

4出典：柳浦猛（2014）より転載



1. 課題背景

①「エビデンス・ベースド（EB）」に対する疑問と違和感から

→研究、政策、大学のIRの実際との関係

②IR実践上の相談から

→2変数間、3変数間の関係から発展して、より複雑な変数間の
関係性を見る分析をするためには？

③IR研修機会の整理から
→「技術的・分析的知性」を養う研修機会は未だ少なく、
また、入門的内容に留まっている（井芹・木村2018）
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表1　2017年度に開催されたIR研修機会の概要一覧　（一般参加申込が可能であった研修）

主催 研修名 主たる対象者 開催日
（2017年度）

日数 開催地 定員規模

大学評価コンソーシアム 平成29年度第1回　IR実務担当者連絡会
・IRに興味があり大学評価や学務、経営企画等に関連する調査などに従
事したことがある教職員
・IR に関する実践事例などに興味がある者

5/19 半日 大阪 35

SAS Institute Japan株式会社 「認証評価第3サイクルとIRセミナー」
大学の教学IR、経営IR担当者
※参加対象外の者は断られる場合があるとの注記あり

6/20 半日 東京 50

名古屋大学高等教育研究センター
第85回客員教授セミナー
「学生エンゲージメントと大学教育の質的転換－教学IR
をどう活用するか－」 

― 6/22 半日 愛知 ―

日本システム技術株式会社
平成29年度第1回　GAKUEN IR研修会
「IRオフィスの機能と運用」

大学教職員（IR業務担当者、教育データを取扱う者、事前課題提出・ワー
クショップ参加及び情報交換が可能な者）

7/6 １日 東京 各大学2名
（総定員は不明）

学校法人河合塾 教学IRセミナー「内部質保証の実現をめざして」
・大学教職員
・高校教員

7/8 半日 東京 ―

DSIR 2017 Organization DSIR2017 研究者及び大学院生、高等教育機関の職員及び役員 7/9 5日間 静岡 ―
東北大学高度教協教育・学生支援機構
大学教育支援センター

SDPシリーズ第1回
「大学の質保証のためのIR・評価マネジメント」

教育研究と大学運営の高度化を担う教職員 7/14 半日 宮城 ―

大学評価コンソーシアム 平成29年度第2回　IR実務担当者連絡会
・IRに興味があり大学評価や学務、経営企画等に関連する調査などに従
事したことがある教職員
・IR に関する実践事例などに興味がある者

7/14 １日 北海道 35

大学評価コンソーシアム 継続的改善のためのIR/IEセミナー
教育の質保証、IR、アセスメントなどに興味を持つ高等教育機関の者およ
びそれらに関連する団体、企業の者のうち、当日の講義や事例報告、質
問・コメント等の提出に協力可能な者

7/20 2日間 福岡
80

（全セッション
共通）

大学コンソーシアム京都・リアセック
教育IRフォーラム
「変革する大学！“学修成果の可視化”から教育・授業
を変える」

大学・短期大学等教職員 7/30 半日 京都 150

MJIR（Meeting on Japanese Institutional
Research）

MJIR2017 第6回 大学情報・機関調査研究集会
・IR従事者
・これから従事しようとする大学教職員や研究者
・関連企業や高等学校の教職員

8/19 2日間 東京 50

SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネット
ワーク）

SPODフォーラム2017
2301D　「データに基づいた教育改善」

・データに基づいた教育改善に興味のある教職員
※未経験者の参加も歓迎との記載あり

8/23 半日 徳島 80
（IRセッション）

大学評価コンソーシアム 大学評価・ＩＲ担当者集会

・大学評価やIR 等の現状分析、現状把握に関連する業務に携わる者、あ
るいはこれまでに携わった経験を有する者
・関係機関等に所属、あるいは関連する民間企業等の者
・大学評価やIR 等の現状把握を通じた大学の諸改善に興味がある者

8/23 3日間 大阪

30～100名
程度

（セッションにより異
なる）

大学コンソーシアム八王子
第７回ＦＤ・ＳＤフォーラム
第1分科会　「データ分析演習－問題意識に基づき
データを分析して課題の所在を報告する－」

・大学コンソーシアム八王子加盟団体及び全国の大学教職員・学生
・学校教諭
・八王子市役所職員
※大学コンソーシアム八王子加盟校教職員・学生を優先

8/24 1日 東京 ―

東京工業大学
平成29年度 第1回 情報活用IR研究会
「オープンサイエンスと学術リポジトリとの発展的連携とそ
の期待」

学内外のIR、学術リポジトリ、研究戦略業務関係者など 9/4 半日 東京 ―

大学IRコンソーシアム 大学IRコンソーシアムセミナー 大学教職員 9/8 半日 東京 60

早稲田大学 大学総合研究センター 『大学における教育データの利活用』シンポジウム 教育データの実務と研究に関わる者 9/13 半日 東京 ―

大学IRコンソーシアム 大学IRコンソーシアムセミナー 大学教職員 9/13 半日 兵庫 150

山形大学
APシンポジウム
「直接評価の第一歩 基盤力テストの実施と活用に向け
た取組」　※EMIR勉強会と同時開催のため抽出

大学や関係機関の者 9/21 半日 東京 250

大正大学 第11回EMIR勉強会
・企業や大学の職員
・大会に興味がある者

9/21 2日間 東京 250

出典：井芹・木村（2018）より表の一部を転載



7出典：嶌田敏行（2018）より転載



2. 本報告の流れと目的

• 計量経済学や政策科学分野の文献調査を基に、当該分野における因
果推論手法の知識や事例について情報共有

• 大学のIRにおける因果推論手法の有効性及び活用上の課題について
報告者の意見を述べたうえで、参加者とそれらを議論

• 今後、IR担当者に求められる「技術的・分析的知性」とは何か、
また、それはどのようにして養うべきか考察を深める
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3. エビデンスの質と種類

9出典：家子直幸・小林庸平ほか（2016）「エビデンスで変わる政策形成」



4. 計量経済学研究における主な因果推論手法

• （質の高い統制を加えた）各種回帰分析

• パネルデータ分析

• 操作変数法

• 差の差推定（DID：Difference-in-Differences）

• 傾向スコアマッチング

• 回帰分断デザイン（RDD：Regression Discontinuity Design）

• ランダム化比較実験（RCT：Randomized Controlled Trial）

10
参考文献：伊藤公一朗（2017）、中室牧子・津川友介（2017）、岩波DS刊行委員会（2016）、田中隆一（2015）、山本勲（2015）など



差の差推定法（DID）のイメージ

11画像出典：https://tjo.hatenablog.com/entry/2016/08/02/190000 （2018/8/24最終アクセス）

ただし、正しく施策・介入評価に用いるためには、
（１）平行トレンド仮定
（Parallel trends assumption）
（２）共通ショック仮定
（common shocks assumption）
の2つの仮定を満たしている必要がある

（参考：津川2015a）

https://tjo.hatenablog.com/entry/2016/08/02/190000


疑似実験：傾向スコアマッチングの概要

• 複数の共変量（交絡因子・アウトカムの予測因子）をまとめて「傾
向スコア」という単一の得点を算出し、その値が近い人同士をマッ
チングする

• 「傾向スコア」は、各人が処置群（介入群）に割り付けられる確率
（処置の例：留学、TA・RA参加、インターンシップ参加など）

• 上記確率が同じ（0.5や0.8）でも、処置を受けた学生とそうでない
学生（対照群）が存在

• 処置群と対照群から、傾向スコアが同じ学生のペアを作り、アウト
カムを比較

12
（参考：津川2015b；田尻2018など）



RCTの例

13
画像出典：伊藤公一朗（2017）より転載



5. 大学を対象にした分析事例

• SA（Student Assistant）参加の因果効果の推定（田尻2018）

→傾向スコアマッチング法を用いて、任意参加型プログラムによる
GPAとコンピテンシースコアの向上効果を検証

• 短期留学による語学力向上効果の推定（西谷2018、川田・西谷2018）

→DID法、傾向スコア補正済DID法を用いて、2週間の短期派遣
プログラムによるTOEICスコア向上効果を検証

• その他、パネルデータ及び傾向スコアマッチング法を用いた大学教員
の研究指導の付加価値の推定（中嶋亮2016）、RDDを用いた奨学金オ
ファーが入学確率に与える効果の推定（Klaauw2002）、ルームメイト
のピア効果推定（Sacerdote2001）など多様な分析事例
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田尻（2018）より

15
画像出典：田尻（2018）より転載



川田・西谷（2018）より

16
画像出典：川田・西谷（2018）より転載



6. IRにおける厳格な因果推論手法活用の課題

1. 方法の精緻化よりもデータの質がまず重要ではないか？

2. ロジックモデルの構築をまず優先すべきではないか？

3. 倫理的に実現不可能な手法もあるのではないか？

4. 複雑な分析結果の可視化は難しいのではないか？

5. IRにそこまで厳格な因果推論を期待されているか？

6. 厳密な因果推論を進めると、統計的に有意な効果はないとされる
施策がかなり出てくるのではないか？

7. そもそも「エビデンス」は学内データにばかり依拠するものか？

17



6.1 方法の精緻化よりもデータの質がまず重要
ではないか？
6.2 ロジックモデルの構築をまず優先すべきで
はないか？

• 当然ながらそうだと思います
→使用するデータの定義や、指標の妥当性、信頼性がまず大切
→そもそも問いやリサーチデザインは、所持データに制約される
ものではないはず

→Methodolatry（方法崇拝）に陥らないように注意すべき

• ただし、結局「現在使えるデータを使って検証せよ」という場合が
多いのではないか
→既存方法と並列で、より精緻な分析も実施・報告（Triangulation）

18



6.3 倫理的に実現不可能な手法もあるのではな
いか？

• 教育機関内におけるRCTの実践に対してよくある意見だが…
→処置群と対照群のいずれかがほぼ確実に不利益を被る or 
処置がプラスではなくマイナスに影響する恐れがかなりある
⇒RCTの実施は慎重に検討したほうがよいかもしれない

• しかし、A/B/C…といった複数の介入（処置）が存在した時、
いずれもプラスであることが期待されるが、
どの介入が最もプラスになるかわからない

⇒RCT実施における倫理的な課題はほとんどないのでは？

• 教育・学生支援におけるRCT実施はハードルが高いかもしれないが、
入試・広報・寄付金募集など、いわば「経営」に近い分野で実現可
能性が高いのではないか

19



20
画像出典：伊藤公一朗（2017）より転載



21
画像出典：佐々木・石田・坂本（2018）より転載



6.4 複雑な分析結果の可視化は難しいので
はないか？
• 見せ方次第だと思います

→係数及びその変化などを単純な棒グラフで示す
→フォレスト・プロットの活用（R、Stata、Excel等で作成可能）
※特殊なグラフの下には、読み取り方の説明もつける

←Excelで作成したフォレスト・プロットの例

※データはダミーです

22■は平均処置効果（係数）の推定値、〇で囲んだ棒線は95％信頼区間
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タイプ1
(教育の質的転換)

タイプ2
(地域発展)

タイプ3
(産業界・他大学等

との連携)

B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)

3大都市圏ダミー .155 1.168 -.510* .600 -.162 .851

宗教系大学ダミー -.230 0.794 .195 1.215 .169 1.184

1961～1975年設立ダミー -.005 0.995 -.319 0.727 -.015 0.985

1976～1990年設立ダミー -.365 0.694 -.259 0.772 -.548 0.578

1991年以降設立ダミー -.111 .895 -.213 .808 -.665 .514

（基準：1960年以前設立） － － － － － －

学部数2ダミー -.574† 0.563 -.044 0.957 .542 1.720

学部数3～5ダミー -.101 0.904 .232 1.261 .468 1.596

学部数6以上ダミー -.530 .589 .516 1.676 .194 1.214

（基準：1学部のみ） － － － － － －
理工農獣系のみor医歯薬保健系のみor理・医ダミー -.143 0.867 -.310 0.734 2.178** 8.828

文・医ダミー .181 1.198 .335 1.398 .640 1.897

文・理・医or文・理ダミー .386 1.471 -.015 .985 1.426** 4.161

（基準：文科系のみ） － － － － － －

収容定員数1000人以上2000人未満ダミー .558† 1.747 .871** 2.390 .273 1.314

収容定員数2000人以上4000人未満ダミー 1.175** 3.237 1.115* 3.049 1.835** 6.268

収容定員数4000人以上8000人未満ダミー -.047 0.954 1.162* 3.197 1.942* 6.971

収容定員数8000人以上ダミー -.638 .528 -2.003* .135 3.416** 30.440

（基準：1000人未満） － － － － － －
偏差値45以上50未満ダミー .066 1.068 .135 1.144 .619 1.858

偏差値50以上55未満ダミー .560 1.750 .006 1.006 -.082 0.921

偏差値55以上ダミー .864† 2.372 -.015 .986 .736 2.087

（基準：45未満） － － － － － －

収容定員充足率0.7以上0.8未満ダミー .753† 2.123 .684 1.983 .046 1.047

収容定員充足率0.8以上0.9未満ダミー 1.194** 3.299 .173 1.189 -.950 0.387

収容定員充足率0.9以上1.0未満ダミー .654† 1.922 .055 1.057 -.253 .776

収容定員充足率1.0以上1.1未満ダミー .405 1.499 -.205 0.815 .329 1.390

収容定員充足率1.1以上1.2未満ダミー .488 1.629 .354 1.425 .352 1.423

収容定員充足率1.2以上ダミー .054 1.055 -.477 .621 1.427 4.166

（基準：0.7未満） － － － － － －

経営強化集中支援選定ダミー 1.173** 3.231 .767* 2.154 1.121* 3.067

研究ブランディング選定ダミー .398 1.489 .177 1.194 -.097 0.907

（基準：不申請or非選定） － － － － － －

AP採択ダミー 1.481** 4.397 .477 1.612 1.301* 3.672

AP不採択ダミー 1.378** 3.968 .108 1.114 1.004** 2.729

（基準：不申請） － － － － － －

SGU採択ダミー -.535 0.586 -2.357 0.095 -1.429 0.240

SGU不採択ダミー .352 1.421 .280 1.322 1.323† 3.754

（基準：不申請） － － － － － －

GGJ採択ダミー .675 1.964 .131 1.140 3.680* 39.627

GGJ不採択ダミー .179 1.196 .345 1.412 1.606** 4.983

（基準：不申請） － － － － － －

COC採択ダミー .527 1.695 2.590** 13.329 1.106* 3.022

COC不採択ダミー .634** 1.886 1.341** 3.821 .623* 1.864

（基準：不申請） － － － － － －

定数 -1.237* .290 -1.947** .143 -4.897** .007

－2LL 634.837 556.766 362.613

Cox-Snell R2 .195 .263 .389

Nagelkerke R2 .264 .363 .574

N=565  ** p<1%  * p<5%  † p<10%

出典：筆者作成
※左の表と右の図は異なるデータであり、関係ありません。
表は井芹（2018）より転載、グラフはグラフ作成のためのダミー
データです。



その他参考：Rの作成例

24出典：筆者作成 ※教育機関のデータではありません。



6.5 IRにそこまで厳格な因果推論を期待さ
れているか？

• 社会、政策、組織等の文脈に左右される

• ある人や集団がその情報を見て行動を取るかは、
彼らの知識や価値観次第

• 大学にも多様な分野の専門家がいるが、教員は
学者や科学者が中心

• IR担当（者or部署）として、彼らが求める
エビデンスのレベルの幅に応じて、
それらを提供するための
知識や技量を持っておくことも大切ではないか

25



6.6 厳密な因果推論を進めると、統計的に有意
な効果はないとされる施策がかなり出てくるの
ではないか？
• これまでの教育分野の研究成果を踏まえると、確かに起こり得る話
（横浜市の少人数学級・箕面市の学童保育の例）

• 資源配分やスクラップを検討するための情報提供となると、
IR担当としても悩ましいところ

• 「エビデンス」を正しく取り扱う
→有意か否か、符号が正か負かということにばかり着目せず、
まずは、その係数の変化や解釈をきちんと行い、
背景や要因、改善策を考える

→1つの厳密な因果推論の結果が不変とは限らない
26



6.7 そもそも「エビデンス」は学内データにば
かり依拠するものか？
• 自大学で扱えるデータや人的資源の制約から、必ずしも上位のエビデンス
を生み出せるとは限らない

• 「（不確実性を伴う）意思決定を行うに際して、既存のエビデンスを十分
に活用すること」（青柳2018）

• 簡単な比較分析でも、外的妥当性の高い社会調査研究、背景理論の引用で
強い説得力を持つこともあり得る

• 低次の複数のエビデンスの組合せが、高次のそれより行動に繋がることも

• 世に出ている幅広い情報から、自大学の意思決定や、IRの発展に資する情
報を見つけ出す取り組みも重要
→ときには「大学」・「教育」・「IR」に留まらない文献調査も必要
→また、系統的レビュー、リサーチ・シンセシスも必要
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終わりに

• 今回の報告の別の狙い

〇同じような手法を用いた研究・分析成果のサーベイや学習
〇同じような手法を用いた分析、可視化の実践

⇒これらに一緒に取り組みたいという仲間を募集しています

• ご質問・ご意見、資料提供のご相談等は、

shuntaro.iseri(at)gmail.com または
shuntaroh.iseri.38(at)adm.hosei.ac.jp まで
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