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背景
• 効果が不明だが，⽮継ぎ早に改⾰が⾏われてきた⾼等教育の

分野
ｰ 基盤的経費から競争的資⾦や外部資⾦への移⾏
ｰ SGUの採択
ｰ URAの設置
ｰ ⼤学の合併・統合・アンブレラ⽅式など
ｰ 私⽴⼤学の公⽴化
ｰ ⾃⼤学しか⾏っていない取り組みなど

• また，⾼等教育ののIRブーム
ｰ 個々の⼤学の取組みの効果を明らかにしたいという実務的なモチベー

ション（特⾊ある取組み等）
Øこれらの政策や機関単位の取り組みは，効果を明らかにしよ

うと思っても⼀部の⼤学，もしくは⼀つの⼤学しか取り組ん
でいないため，計量分析には適していない

Ø因果効果を明らかにしたいが，計量分析では因果効果を明ら
かにすることが難しいというジレンマ



研究⽬的
• Abadie and Gardeazabal (2003) によって提案された個別

単位の因果推論の⽅法を応⽤
• 平均ではなく，個体（各機関）レベルの因果効果を推定を⾏

うことを⽬的とする
• 某A⼤学ではAKPIを導⼊したことによって，教員のスコアが

上昇し，⼤学ランキングトップ100位に近づいている（相⽥
2020）

相⽥（2020）より転載



データと変数
• AKPIを導⼊したした効果は，本当にあったのかを検証
• データ︓2008-2018（下記⼆つをマージしたもの）
ｰ 東洋経済四季報データ
ｰ 科研費データ（⽇本学術振興会から取得）

• 変数
ｰ 対象は，某A⼤学（⼀⼤学）
ｰ Yは，⼀⼈当たりの外部資⾦獲得額（本当はWoS論⽂数でやりたかっ

たが，2016年までしかデータがないので断念）
ｰ Y︓（四季報データの受託研究費＋科研費の直接経費）/四季報データ

の教員数（単位︓1000円）
ｰ 導⼊時︓2015年（相⽥2017）

• 実際には，近い時期にSGU採択やURAの設置などいろいろな
ことが⽣じているので，それらの因果効果は識別不可能

• ドナープール（対照群）の選択の⼯夫などで，SGUやURAの
効果とAKPIの効果を識別可能だが，それを⾏うとマッチしな
くなる（詳細は，後述）



⽅法
• 因果効果を推定する上での困難は，処置されると処置されな

い状態の個体が観測できない
• A⼤学にAKPIを導⼊してしまうと，AKPIを導⼊していないA

⼤学は観測できないので，その差分（因果効果）を取ること
ができない

• AKPIを導⼊していないA⼤学を他⼤学のデータのウェイトか
ら合成して作成

• 検定は⽤いることができないが，代替⼿段としてプラシーボ
テストを提案（Abadie et al.2010）

• 他⼤学にAKPI導⼊という仮の処置を施したする上で，どれだ
けの効果が得られるかを推定

• その推定結果は，AKPIではない何かしらの効果となる
• その何かしらの効果の分布とA⼤学におけるAKPI導⼊の効果

に⼤きな差があれば，AKPIの効果とみなせるのではないか
• プラシーボテストの拡張版についてはAndo（2015）参照の

こと



⽅法
• 本稿で扱うTSCS（Time-series cross-sectional）データの

分析で，考えられるいくつかの選択肢

• 前後⽐較デザイン
ｰ ⾃然経過（natural trend）との違いが不明

• DID（Difference in differences）
ｰ TSCSデータと⾔えばコレ
ｰ 平⾏トレンド仮定を満たすような対照群を⾒つけることの困難さ
ｰ N=1の場合，未知の異なる時間効果があればバイアス（前⽥・鎌⽥

2019）
ｰ 交絡は時間変化しないという前提（time-fixed confounder）

• Synthetic control method（Abadie et al. 2015）
ｰ 充分なTと豊富なNの対照群データが必要
ｰ 処置群の反実仮想をデータドリブンに構成できる（個⼈的には，この
結果⾃体結構⾯⽩い）



⽅法
• 本稿で扱うTSCS（Time-series cross-sectional）データの

分析で，考えられるいくつかの選択肢

• Generalized synthetic control method（Xu 2017）
ｰ 推定効率が良いのでT<10，N<40でも推定可能
ｰ 因⼦モデル（Factor model）の拡張版
ｰ Ypreに対して，クロスバリデーションでオーバフィットリスクの低減
ｰ Synthetic control methodよりモデル依存度が⾼いため，変数選択の
結果によっては，正しく因果効果が推定できない（逆に⾔えば，デー
タドリブンのメリットがない）
ｰ 処置のtimeが異なっていても推定可能
ｰ DIDの平⾏トレンド仮定の緩和
ｰ N=1にはあまり向いていない︖（シミュレーション結果がない）

• Causal Impact（Brodersen et al. 2015）
• 状態空間モデル＋MCMC
• 対照群のデータがなくても推定可能だが，豊富なTとXのデータが必要
• 時系列モデルの選択依存



⽅法： Synthetic control method
• 詳細な分析⽅法は，Abadie et al.（2010）や前⽥・鎌⽥

（2019）を参照のこと

時間

成果

AKPI導⼊

AKPI導⼊したA⼤学

AKPI導⼊していない⼤学群
（ドナープール）

仮想A⼤学



⽅法： Synthetic control method
• ドナープールで仮想A⼤学をウェイトして作成

AKPI導⼊したA⼤学

AKPI導⼊していない⼤学群
（ドナープール）

仮想A⼤学



⽅法
① Synthetic Control Method

!1" = #1" − #!"#
• #!"# は観測できないため，何らかの⽅法で構築しなければなら

ない
%1− %0& $= %1− %0& ′((%1− %0&)

• X1︓A⼤学のYとX
• X0︓ドナープールのYとX
• W︓ウェイト⾏列
• V︓ MSPEを最⼩化する半正値対象⾏列（Abadie et al. 

2010）
• 求めたWによって以下のように変換できる

.!1t = Y1t−0
$%&

'(!
1&#&"



⽅法
① Synthetic Control Method
ｰ ドナープールに，A⼤学以外の国⽴⼤学を設定
ｰ 財務データの共通部分が少ないため，私⽴・公⽴⼤学はドナープール

からは除外
ｰ ドナープールの選別については，Abardie et al（2015）を参照のこ

と

• 被説明変数以外に⽤いた変数
ｰ 東洋経済さんの財務データから関わりそうなもの
ｰ 対照群のデータはなるべくリッチな⽅がいい
ｰ 必要のない変数は，ウェイトが0になる

• 仮想のA⼤学を予想してみよう
ｰ 仮想A⼤学＝岡⼭⼤学＊0.3＋筑波⼤学＊0.3＋千葉⼤学＊0.2 など



分析：記述的分析
• 2015年以降も⼀⼈当たりの外部資⾦獲得額は増加している模
様

• ただし，元々上昇トレンドであるため，2015年以前から存在
していた時間トレンドである可能性も考えられる



分析
① Synthetic Control Method

︕Unmatched︕



分析：科研費の直接経費
• マッチしたらどうなるか
• 少しズレていますが・・・



分析：科研費の直接経費
• Gap plot
• マイナスの効果
• プラシーボテストは省略



分析：科研費の直接経費
① Synthetic Control Method︓調整後

A⼤学 Synthetic
control Sample mean

教員数 1786.875 1433.643 728.207
職員数 1576 1649.194 1035.465
定員 15340.625 13456.652 7117.04
就職率 81.856 83.374 84.578
研究経費 4899.125 5171.84 3154.764
教育経費 4500 3989.124 1958.187
⼈件費 36338.625 35411.584 17687.256
運営費交付⾦ 25441.5 24946.64 12849.541
学⽣納付⾦ 8424.625 9114.561 4536.56
附属病院収益 24256.625 24006.864 11781.386
寄附⾦収益 1445.875 1499.875 810.616
総資産 205063.125 241253.242 124175.128



分析：科研費の直接経費
① Synthetic Control Method︓ウェイト
ｰ筑波⼤学（0.357）
ｰ岡⼭⼤学（0.303）
ｰ神⼾⼤学（0.281）
ｰ⿅児島⼤学（0.058）
ｰ琉球⼤学（0.001）

Variable Weight Variable Weight
教員数 0.033 職員数 0.066
総資産 0.02 附属病院収益 0.012
就職率 0.004 教育経費 0.005
運営費交付⾦ 0.007 寄附⾦収益 0.075
研究経費 0.603 ⼈件費 0.022
学⽣納付⾦ 0.001 定員 0.001



分析：学部⻑からベンチマーク
• 2015年度に実施した全国の学部⻑調査におけるベンチマーク

（詳細は，村澤2017を参照）
• 実際に，学部⻑が回答した結果との乖離はあるか︖



分析：学部⻑からベンチマーク
• やはり主観調査だと⾼望み︖

a 学部 東京⼤学教養学部 京都⼤学総合⼈間学
部 ＩＣＵ⼤学教養学部

b 学部
c  学部
d 学部
e 学部
f 学部
g 学部 京都⼤学医学部 神⼾⼤学医学部 岡⼭⼤学医学部
h 学部 岡⼭⼤学⻭学部 東京医科⻭科⼤学⻭

学部 新潟⼤学⻭学部
i 学部 ⼤阪⼤学薬学部 岡⼭⼤学薬学部 広島⼤学医学部
j 学部 東京⼯業⼤学⼯（＋

他）学部
⾦沢⼯業⼤学⼯（＋
他）学部

k 学部 筑波⼤学⽣命環境学
群 東京⼤学農学部 東京海洋⼤学海洋科

学部



⽅法
② Generalized synthetic control method
• 観測できない変数が因⼦構造をもつ交互作⽤効果モデル

（Interactive factor model，以下IFE）を考える

2)" = 3)"4)" + 6)"* 7 + 8)*9" + :)"

• 8)︓個⼈ごとに異なるが時間と共に変化しないもの
• 9"︓個⼈間で同⼀だが時間と共に変化するもの
• 上記式は，無条件では識別できない
• 推定⽅法についてはBai（2009），Xu（2017）参照のこと
• 因⼦数は，５以下を仮定
• 対照群のデータを⽤いて因⼦数を適当な初期値から初めて，

処置群のYpreに対してクロスバリデーションで性能を検証
• 簡潔に⾔えば，動的因⼦分析（Dynamic factor analysis）の
要領で時間効果と個⼈効果を推定



分析
② Generalized synthetic control method
ｰ Synthetic control methodよりはマッチしてる模様
ｰ それでもまだ，完全にマッチしたとは⾔い難い



分析
② Generalized synthetic control method
ｰ factor1はおそらく科研費の予算 の時間トレンド
ｰ factor2は不明だが，近年になって影響が⼤きい



分析
② Generalized synthetic control method
ｰ factor1はおそらく科研費の予算

2011



分析
• それぞれの時間トレンドに対して個別⼤学の効果のプロット



分析
• それぞれの時間トレンドに対して個別⼤学の効果のプロット



結論と今後の課題
• Synthetic control methodを⽤いるには，もっと⻑期間パネ

ルが必要
• 処置変数として，もっと⼤きなインパクトがあるものの⽅が
良い

• ある⼤学の個別の因果効果を推定するには，東洋経済さんの
財務データを含む周辺情報のデータを⽤いることで可能にな
るかもしれない

• ⼀部の⼤学しか影響を受けない政策，⼀部の⼤学しか取り組
んでいない事例など，検証したら⾯⽩いのではないだろうか

• ただし，今回の分析のように中途半端な結果になるので，⽐
較的⼤きな外性ショックを取り扱う⽅がベター

• ⻑期間のパネルデータを構築できるものとして，都道府県単
位の分析に活⽤できる可能性（⾼等教育で何か良い例はない
だろうか・・・︖）
注︓分析⼿法の解説が間違っていれば，すいません。原著をご
確認ください
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