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本⽇のお話

n”⼿段”としての国際化･･･効果検証の必要性
pEBPM的発想の必要性
p因果推論
pこれまでの国際化・留学に関わる”エビデンス”と課題
n事例︓留学効果の分析・検証
n展望︓BEVI＋学内データ＋横展開
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⾃⼰紹介
村澤昌崇
n広島⼤学⾼等教育研究開発センター(RIHE)副センター⻑，RIHEリエゾンセン
ター・⾼等教育研究資源ナショナルセンター(HER-NC)センター⻑，准教授

n広島⼤学教育学研究科・教育社会学講座出⾝
n広島⼤学⼤学教育研究センター助⼿,広島国際学院⼤学現代社会学部講師,広島⼤学⾼
等教育研究開発センター講師を経て現職

n専⾨は⾼等教育論/教育社会学⇦社会調査・計量分析の応⽤
n分析技術を応⽤した⼤学IR研修・コンサルも展開
p河合塾、早稲⽥⼤学アカデミックソリューションとの連携
n編著『⼤学と国家制度と政策ー』/共著『社会の⾒⽅､測り⽅』
n⻄⾕先⽣との国際化・留学効果検証の共同研究プロジェクトを推進

2019/12/26



⼿段としての国際化
効果検証の必要性
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EBPM的発想の必要性
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EBPMとは
nEvidence-Based Policy Making:根拠に基づいた政策形成
nキー︓エビデンス＝根拠
pこれまでの政策への批判︓
l実施したい政策は、思いつき・ひらめきに過ぎないのでは︖
l根拠を︕

n根拠にも広義・狭義、質の善し悪しがある︓
p広義のエビデンス︓実態把握・現状認識 ⇦ 従来はこちら
p狭義のエビデンス︓その政策が実際に効果をもたらすか︖ ⇦ 最近にわかに
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n狭義のエビデンス︓因果関係の特定能⼒に応じて質の⾼低を格付け
pエビデンス・ヒエラルキー（エビデンス・ピラミッド）

EBPMとは

出典︓加納・林(2019)

社会科学で多く⾒られる
横断的調査、縦断的調査

医学系で多く⾒られる
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因果推論
EBPMの核をなす分析⼿法
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n究極・理想の因果推論︓反実仮想（仮想現実）

n･･･これは無理っぽい･･･(ｰｰ;)
p医学における薬の処⽅や施術でも同様
l教育の効果検討の場合、条件統制が医学に⽐しても難しいため、実際上記のように単純化できない

因果推論︓EBPMを根拠づける科学的⽅法

実際
留学に⾏きました︕

反実仮想
もし、留学に

⾏かなかったら︖

事後
差を検討し、
効果の有無
を判断する

現実

IF
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n集団なら因果を推定可能かも︖

ランダム化⽐較実験（RCT)･･･エビデンス・ヒエラルキーの頂点

因果推論︓EBPMを根拠づける科学的⽅法

実験群
効果を検討したい

取り組み・改⾰・授業など

※処置・介⼊（を施す）群とも

統制群
処置・介⼊を施した群との
⽐較対象（何も施さない）

ランダムに
割り振る 事後

差を検討し、
効果の有無
を判断する
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これまでの国際化・留学に
関わる”エビデンス”と課題
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国際化・留学の分析の抱える課題
nデータが不⼗分
p横断的（1時点の）データ︓同時に事象を観察測定するため、因果は同
定困難
l最近は縦断データも取るような⾵潮なので、改善しつつありますが･･･
p追跡（パネル）すればいいのか︖︓留学した学⽣のみを追跡、という問題
l何が問題︖･･･交絡・セレクションバイアスの存在可能性
Ø留学する学⽣︓意欲・意識⾼い/元々能⼒が⾼い･･･
ü留学前後の成⻑や変化が、留学の効果なのか、意欲・意識・既得能⼒等の⾼さ故なのか ➡ 弁別
できない︕
➡留学経験・意欲・意識・既得能⼒に関し完全に同質集団︓
➡反実仮想や対照群と⽐較をしない限り、留学効果の程はわからない

Ø同質的な集団をいくら分析しても、集団内の同質性・異質性が解るのみ≒その集団の特徴は解らない︕
ü類似例︓国内留学⽣、外国⼈教員のみを対象とした調査
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国際化・留学の分析の抱える課題
pしかし･･･現実には「⾔うは易く⾏うは難し」･･･留学⽣と“留学しな
かった”学⽣との⽐較は、結構難儀･･･

l”留学しなかった”学⽣は数多いる･･･
Ø留学に⾏った学⽣との⽐較に際し、誰をどのような基準でどの程度選抜しておけば

良いのか︖（うーん、意外にわからんぞ）
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解決策･･･
データが無いと始まらない/データが無いなら⼯夫する

nマクロレベル（全国・政府）
p個⼈属性・家庭背景・現在に⾄るまでの経歴やそれに付随する周辺・環境情報を取得

しないと、どんな分析やっても誤推定の危険性あり
l余談︓某政府系国際化委託調査︓「無い」データから結果出せと無理難題･･･（わたしゃアルケミス
トじゃあありません･･･その苦労と愚痴にまみれた書籍は某東信堂から河合塾編で近刊(ｰｰ;)）

pデータサイエンスが叫ばれる時代なんだから、もう本気でデータ取りましょうよ
l最近の全国学⽣調査は・・・内容がNG（いろいろ注⽂付けられて仕⽅ないところもあるでしょうが･･･）

nミドル・ミクロレベル（機関・個⼈）
p⽬的に応じてデータを取得できればベストだが･･･
l毎度毎度調査をするのは⼤変（ヒトモノカネ時間が･･･）
Ø学内の既存の、⾃動的に溜まっていくデータの活⽤に活路を⾒いだす︕
ü本来の⽬的にどこまで既存のデータが代理できるか･･･頭と技の⾒せ所︕
※⽬的とかけ離れているのに、強引にデータをこじつけるのは論外･･･
落としどころをどう⾒いだすか︖･･･頭と技の⾒せ所︕
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留意点
nEBPM・因果推論も、諸⼿を挙げて賛成はできない
p対象に関する専⾨知識、経験知を無視して、機械的に（経済学的）因果
推論を乱⽤･･･

p広義のエビデンス（実態を把握・記述する）を軽視
l詳細は加納・林（2019）,中尾（2021）等を参照のこと
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事例
留学効果の検証分析

2022/4/6 16



n⾃然実験︓コロナ禍により、実験を⾏ったかのような状況が発⽣➡利⽤
留学効果の分析①︓某H⼤学のデータを⽤いた検証

実験群
2019年度前期留学

※処置・介⼊（を施す）群とも

⽐較対象群
2019年度後期留学予定群

実際には留学に
⾏けなかった

⾃然にランダム
に割り振られた
と⾒なせる

事後
差を検討し、
効果の有無
を判断する

2019年度留学予定群

・留学の可否に関する事前
選抜︓能⼒＋意欲を基準
➡同質性の⾼い集団

分析の結果･･･留学効果が確認されなかった！(ｰｰ;)･･･や、やばい
詳細は広島⼤学⾼等教育研究開発センター公開研究会へ！（PDF版 https://bit.ly/3maG3In, 動画もあり）2022/4/6 17
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n学内データをフル活⽤︓⽬的に合致したデータを即応的に取得できない場合の対処療法的研究

p意欲・態度・能⼒等を調整した上で、留学の効果を検討するべき
l ➡ちょうど良いタイミングで適した調査データが必ずしも存在するとは限らない

p常に⼤学の中に蓄積されているデータで、Zを代理できるデータは無いか︖
学⽣の各授業における成績︓能⼒の代理変数/各学⽣により選択する授業が異なる➡意欲や志向性の代理変数
l 課題︓すべての学⽣がすべての授業を受講しているわけではない➡⽋損が必然的に⽣じる⇦⼯夫で対応:交互最⼩⾃乗法による
⽋損補完と“コンピテンシー”因⼦抽出･･･樊・中尾・⻄⾕・村澤（2021︓⽇本⾏動計量学会・印刷中））

l 分析結果︓学⽣のコンピテンシーを統制すると、留学効果が消えてしまう･･･

留学効果の分析②︓某H⼤学のデータを⽤いた検証

留学の有無
X

語学⼒
Y

意欲・態度・
志向性・能⼒

交絡要因群Z

科⽬1 科⽬2 科⽬3 科⽬J

学⽣1 𝑬𝟏𝟏 ⽋損 ⽋損 𝑬𝟏𝑱

学⽣2 ⽋損 ⽋損 𝑬𝟐𝟑 𝑬𝟐𝑱

学⽣3 ⽋損 𝑬𝟑𝟐 ⽋損 𝑬𝟑𝑱

学⽣I 𝑬𝑰𝟏 𝑬𝑰𝟐 𝑬𝑰𝟑 𝑬𝑰𝑱

コンピ
テンシー

成績表

因⼦の抽出代理変数
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分析事例の知⾒に関する留意点
n語学⼒向上に関し、留学効果が無かった（ﾜﾅﾜﾅ）
pじゃあ留学は無意味、留学施策取りやめ︕資⾦打ち切り︕
l･･･おいおい･･･そんな短絡、よしましょうや︖︕

pEBPM的因果推論が内包する課題がある︕（詳細な検討は林岳彦先⽣（国⽴環境研究所）の⾔説に注⽬︕）

l外的妥当性の問題︓因果推論を突き詰めるほど、因果関係の正確性は向上するが、その反⾯、
⼀般化が難しくなる

l医学と異なり、⼈に対する教育や⽀援の効果は⾒えにくい／未観測の攪乱要因も多い
p留学・国際化の⽬的によるでしょ︕︓他国の⽂化や⾵習を体験すること⾃体に
意義あるでしょ︕
lただし、効果が無かったことから⽬を背け、「他にこんな意味があるはずだ」「別の意義が
あるはずだ」と議論をドンドンスライドさせる＝国際化を正当化することに必死になること
は⽌めましょう
Ø⽬をそらすな︕まずはその反省だ︕
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展望
EBPM＋因果推論＋BEVI＋学内データ＋横展開

2022/4/6 20



まとめ・展望
nEBPM的発想の必要性 ➡ EBStrategyM,EBReformM
p科学的根拠に基づいた国際化・留学を推進する
l※昨今ではEInformedPM(専⾨知に裏付けられた根拠に基づく政策形成)

n因果推論による改⾰・施策の効果の検証➡フィードバック
n学内に常時蓄積されるデータの活⽤・再定義／先端的分析⼿法
の応⽤

nBEVIとの接続
n研究実績の共有・拡⼤（横展開）⇦ ⼤学IRとの関連付け
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Thank you!
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