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第二回 分析後のチェック 

 

傾向スコア分析の 3回シリーズの第二回目です。Stata14をお持ちでない方は、デモ版を

ダウンロードして傾向スコア分析の機能をお試しください。 

 

第一回 はじめての傾向スコア分析 

第二回 分析後のチェック 

 第三回 Abadie and Imbens(2011)の貢献 

 

前回はまず体験してみよう、ということで平均処置効果(ATE)を求めてみました。実際に

用いたコマンドは次のようなものでした。 

 

.webuse cattaneo2,clear 

.teffects psmatch (bweight) (mbsmoke mmarried mage prenatal1 fbaby),gen(matchv) 

 

表 1.psmatchによる ATEの推定結果 

 

今回ご紹介するバランスチェックの機能 tebalanceは Stata14の新機能です。Stata13に

はありませんので、ご注意ください。 

分析のモチベーションはもちろん、妊娠期間中の喫煙習慣(mbsmoke)が新生児体重

(bwight)に与える単独の影響を調べる事です。そして、交絡要因として母親が既婚

(mmarried)であるか、母親の年齢(mage)、妊娠第一期(prenatal1)、第一子(fbaby)を利用

しました。結果として、喫煙習慣のある母親の新生児は平均で約 235kg小さいことが分か

りました。 

今回のコマンドで最後にオプションの gen()を利用しています。これは後段の分析をより

速く行うためのお作法ですので、気にせず進みましょう。 

 

さて、今回のテーマは推定後に必ず実行しなければならない、共変量に関するバランスチ

ェックの機能を体験する事です。それでは最初にマッチング前の原データについて、共変

量の情報を調べてみましょう。teffects psmatchというコマンドの場合、共変量のバラン

スチェックには 3つのコマンドが用意されていますので、順番に見ていくことにしましょ

う。 

                                                                                        

(smoker vs nonsmoker)     -235.1714   27.74409    -8.48   0.000    -289.5488    -180.794

               mbsmoke  

ATE                     

                                                                                        

               bweight        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                      AI Robust
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.tebalance summarize,baseline 

 

表 2.マッチング前の共変量の分布 

 

オプション baselineを利用すると、マッチング前の状態を調べることができます。二群の

平均と分散を比較していますが、もちろん、平均と分散が近いほど分析者にとってうれし

い状態です。しかし、ここでは平均、分散ともにバラツキが見てとれます。それでは、次

にオプションを外してマッチング後の状態について見てみることにします。 

 

.tebalance summarize 

 

表 3.推定後のバンランスチェック 

 

マッチング後の平均は元データのそれに比べ 0に近くなり、分散は 1に近くなっていま

す。この表作成に用いた Standardized differenceとはどのようなものなのか、気になる

ところかと思いますが、それはまた、時間のある時に Stataのオンラインマニュアル

(PDF)調べてみてください。 

 

次はこれを図(密度分布)で確認しましょう。 

 

.tebalance density mage 

                                                                   

            fbaby     .4531498    .3715278      .2478707   .2337654

        prenatal1     .8268925    .6898148      .1431792   .2142183

             mage     26.81048    25.16667      31.87141   28.10429

         mmarried     .7514558    .4733796      .1868194   .2495802

                                                                   

                       Control     Treated       Control    Treated

                              Means                  Variances     
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図 1.密度分布によるバランスチェック 

 

マッチングしたmageの分布曲線(図 1の右側)がほぼ重畳していることが分かります。先

の表 3や、この図のマッチング後のズレが目立っている場合、ロジットモデルの共変量を

他のものに入れ替える必要があります。 

 

このチェックを箱ひげ図で行うコマンドもあります。 

 

.tebalance box mage 
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図 2.箱ひげ図によるバランスチェック 

 

もちろん、右側の図にあるように、マッチングした時の nonsmokerと smokerの分布が

ほぼ同じ状態になっていることが理想的な状態です。 

 

さて、実は手元のサンプルデータは喫煙習慣の有無を示すデータmbsmokeの他に、具体

的に何本吸うのかというデータmsmokeも用意されています。データを順番に確認してみ

ましょう。最初に喫煙習慣の有無mbsmokeを確認します。 

 

.table mbsmoke 

 

表 4.妊娠期間中の喫煙習慣の有無 

 

次にその内訳データmsmokeを確認します。 
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表 5.妊娠期間中の喫煙本数 

 

1-5本の人がむしろ少なめで、6-10本、11本以上の人が 300人以上います。コマンドを

teffects ipwに変更すると、これらのグループにおける喫煙習慣の ATE を調べることもで

きます。 

 

.teffects ipw (bweight) (msmoke mmarried mage prenatal1 fbaby) 

 

 

表 6.3群ごとの処置効果 

 

POmean(Potential-Outcome means)とあるのは、反実仮想の考え方を利用したときの、

喫煙習慣の無い人たちの新生児体重の平均(3402g)です。これを基準にして、ATEは 5本

以下の場合は-179g, 6-10本の場合は-259g, 11本以上だと-237gとなっています。奇妙な

結果になっていることが分かります。すなわち、中途半端(5-10本)に吸うよりも、11本以

上吸ったほうが、まだましだ、という結果になっています。 

 

バランスチェックを行ってみましょう。 

.tebalance summarize 

                       

 11+ daily          327

6-10 daily          337

 1-5 daily          200

   0 daily        3,778

                       

pregnancy         Freq.

during      

smoked      

cigarettes  

                       

                                                                                          

                0 daily      3402.562   9.538687   356.71   0.000     3383.867    3421.258

                  msmoke  

POmean                    

                                                                                          

 (11+ daily vs 0 daily)     -237.0306   32.86161    -7.21   0.000    -301.4381    -172.623

(6-10 daily vs 0 daily)      -259.879   40.35459    -6.44   0.000    -338.9726   -180.7855

 (1-5 daily vs 0 daily)     -179.6883   40.85085    -4.40   0.000    -259.7545   -99.62215

                  msmoke  

ATE                       

                                                                                          

                 bweight        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                         Robust

                                                                                          

Treatment model: (multinomial) logit
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表 7.3群のバランスチェック 

 

表 7に示すように母親の年齢はマッチングさせても分散に無視できない差があります。こ

のような結果になったら、割り付けのモデル(ロジットモデル)の定式化を再検討しましょ

う。そして、推定後の結果に不合理な結果が出なくなるように、試行錯誤を繰り返しまし

ょう。これは前出の teffects psmatchコマンドを利用した時でも全く同じです。 

 

これでお分かりいただいたように ATEが有意であるから、それでよし、というものでは

ありません。共変量のバランスチェックが大事であり、それを無視してしまうと、どのよ

うな結果になるのか、ご理解いただけたと思います。 

 

今回は teffects psmatchの他に、teffects ipwというコマンドを利用して ATEを推定しま

した。 Stataには ATEを推定するコマンドとして次に示すようなものが用意されていま

す。 

 

teffects aipw 

teffects ipw 

teffects ipwra 

teffects nnmatch 
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teffects ra 

teffects psmatch 

 

第一回では teffects psmatchだけでしたが、今回は teffects ipwも利用しました。teffects 

psmatchはロジットモデルにより求めた傾向スコアを利用してマッチングするものでし

た。ipwはどんな理屈でマッチングさせるのか、最後に簡単に触れておきましょう。 

 

 

図 3.teffects psmatchの反実仮想の概念図 

 

図 3は前回も示した概念図です。中空のデータをロジットモデルを用いて算出した傾向ス

コアによるマッチングで選び出します。一方、teffects ipwはロジットモデルから得た理

論値の逆数を利用して図 4のようなデータを作成し、ATEを求めます。基本的な発想とし

ては反実仮想の考えに基づいていますが、実際の計算で利用しているデータは実データを

重み付けしたものです。 
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図 4 teffects ipwの概念図 

 

よって、ATEの標準誤差の計算方法には特別なものは利用していません。言い換えると、

図 3の中空のマッチングデータを利用するが故に teffects psmatchによる ATEの標準誤

差の計算は難しく、その点において Abadie and Imbens(2011)はとても貢献度の高いもの

と言えます。実際、Stataでも以前から psmatch2という adoファイルを利用すれば、

ATEの計算だけはできましたが、その結果画面をみると標準誤差は空白になっていました

(つまり、有意性の検定はできなかった)。 

次回、第三回では Abadie and Imbens(2011)の貢献と題して、彼らの論文のアイデアをご

紹介します。 

 

 

■ 


