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簡単に試せる傾向スコア分析 3

第三回 Abadie and Imbens (2012)の貢献

傾向スコア分析の 3回シリーズの最終回です。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是非お試しください。

今回は処置効果推定量 ATEの推定値とその標準誤差の計算方法を中心に Stataの機能をご紹介し
ます。少しだけ数式を用いて説明する箇所がありますが、他の統計解析ソフトとの違いを示す意味で、

重要な箇所ですのでご容赦ください。傾向スコア分析とは平均処置効果 (Average Treatment Effect)
を推定することですが、毎回申し上げますように、交絡要因の影響を排除して処置効果の平均値を

推定することを目的とします。Rosebaum and Rubin (1983)はこの目的を達成するために傾向スコ
アを利用することを提案しました。共変量X を個別にマッチングさせるのではなく、傾向スコアだ

けをマッチングさせることで、いわゆる、“次元の呪い”から解放されます。例えば、血圧降下剤の
薬効を測定する場合、体重や身長などのベースライン特性を個々にマッチングさせるのは大変です。

Rosebaum and Rubin (1983)は共変量を用いたロジットモデルから推定した傾向スコアだけをマッ
チングさせることで交絡の影響を排除できることを示しました。

τ = E [Y (1) − Y (0)] (1)

1はRubin (1974)の考えた反実仮想に基づくATEの定義式です。ある人が処置を受けた時のアウト
カムを Y (1) ,そして同じ人が仮に処置なしであった場合のアウトカムを Y (0)とします。処置の割
付をW で表現すると、アウトカムと処置の関係は次のようになります。

Y =

{
Y (0) if W = 0
Y (1) if W = 1

1式の τ を求めるにあたり Rosebaum and Rubin (1983)は 3つの仮定を設定しています。傾向スコ
ア分析に興味のある方なら、その中の一つである、“強く無視できる割り当て (strong ignorability)”
と呼ばれる仮定を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この仮定と他の計算式を用いる

ことで、次に示す 2式により観測可能なデータから 1式が計算できます。

τ = E [Y (1) − Y (0)]

= E [E [Y |W = 1, X] − E [Y |W = 0, X]] (2)

平均処置効果

2は共変量X が同じで処置がある時の Y の条件付期待値から、処置がない時の Y の条件付期待値

を引くことで、目的の処置効果を推定できることを示しています。Abadie and Imbens (2012)は 2

1



式の具体的な計算式として次式を提案しています。

τ̂N = τ̂N

(
θ̂
)

=
1
N

N∑
i=1

(2Wi − 1)

Yi − 1
M

∑
j∈JM(i,θ̂)

Yj

 (3)

ここで θ̂は傾向スコアを推定するロジット (またはプロビット)モデルのパラメータです。ポイント
はマッチングセットを示す JM

(
i, θ̂

)
です。Abadie and Imbens (2012)はマッチングセットにおけ

る標本の“復元あり”を前提としており、一度、マッチングに利用した標本はそれ以降、何度でも利用
可能な設定を採用しています。M はマッチングに利用する標本の数で、通常は 1とします。例えば、
M = 2の場合、片方の群のAさんに対し、もう一方の群からは傾向スコアが一番近い Bさんと二番
目に近い Cさんのアウトカムを平均し、それを Aさんの Yi から引きます。M = 1であるにも関わ
らず、Aさんに対して B さんと C さんの傾向スコアがまったく同じ場合も同じ要領で計算します。

実際に計算過程を Stata14で確認してみましょう。

.webuse cattaneo2,clear

.teffects psmatch (bweight) (mbsmoke mmarried c.mage##c.mage fbaby medu),gen(id)

図 1: teffects psmatchの推定結果

オプション gen()を利用することでマッチング情報データセットにシリーズ id(1から 74)を作成
しました。74はマッチングした時に同点の人が 74人いることを示しています。例えば、データエ
ディタを開いて一行目の情報を見てゆくと、右端のほうに次のような情報があります。

id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7

1 353 1027 1820 1997 2737 3616 3616

表 1: データエディタの一行目
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データエディタ 1行目の母親は変数mbsmokeの情報から非喫煙者 (nonsmoker)であることが分か
ります。この母親の傾向スコアにマッチングする喫煙習慣のある母親は 7人いることが分かります。
2行目の数字は、各母親のデータエディタ中の行番号です。次のコマンドを実行して喫煙習慣がある
ことを確認してみましょう。 nはデータエディタ上での行番号を意味します。

.list mbsmoke if n==1 | n==353
この 7人のアウトカム Yj の平均を求め、Y1から引いた個別の処置効果はいくつでしょうか。それ

は次のコマンドで簡単に調べることができます。

.predict te

teffects psmatchコマンドでATEを推定した後で、predictコマンドをオプションなしで実行

すると、teに各人の処置効果を格納します。データエディタ画面を表示して実際に 1行目の母親に
対する値を調べてみると、−337.14である事が分かります。

Abadie and Imbensの標準誤差

ここでは推定結果の標準誤差に注目します。Rosebaum and Rubin (1983)以降、τ̂N の分散推定量

の計算にブートストラップ法を利用する方法も提案されましたが、それには不都合な点があること

が指摘されていました。実際、Stataの古いバージョン (v12以前)でも傾向スコア分析用の adoファ
イル psmatch2を利用すれば、ATEの推定は可能でしたが、この adoファイルでは敢えてATEの標
準誤差は推定しませんでした。試しに psmatch2を検索し、インストールしてみましょう。

.findit psmatch2

図 2: psmatch2の検索結果画面の一部

キーワード検索の結果を画面に表示します。画面中央のやや下側に表示される PSMATCH2のリ
ンクをクリックし、個別のオンラインヘルプページにジャンプしたら、click here to installのリンク

をクリックしてインストールを実行します。

インストールが完了したら、改めてデータを読み込んで、ATEを推定してみましょう。

.webuse cattaneo2,clear

.psmatch2 mbsmoke mmarried c.mage##c.mage fbaby medu,outcome(bweight) logit ties

ate
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図 3: PSMATCH2による ATEの推定結果

出力結果を見れば明らかなように、psmatch2では S.E.(標準誤差)の項目は算出されません。この
ような理由で Stata 12までは ATEの推定は正規なコマンドとしてはサポートしていませんでした
が、Abadie and Imbens (2012)を採用することで、Stata 13から正式なコマンドとして内蔵される
ことになりました。傾向スコア分析を実行できるソフトウェアは Stata以外にもあると思いますが、
その標準誤差の計算に、どのような理論を利用しているのか、注意を払う必要がありそうです。ここ

では Abadie and Imbens (2012)に示されている ATEと標準誤差の計算式を 4式に示します。

σ̂2
adj = σ̂2 − ĉ′Î−1

θ∗ ĉ (4)

ポイントは 4式の右辺第二項が分散を小さくする方向に修正を加えている点です。この中に含まれる
cや I まで細かく説明することは避けますが、理屈としては推定した傾向スコアを用いると、その分

散は小さくなる方に修正されるということです。

Rosebaum and Rubin (1983)の設定した 3つの仮定が成り立ち、もし、我々が標本から真の傾向
スコアが入手できて、それで ATEの推定量 τ̂∗

N が分かるとすれば、統計学の理論を使って次の関係

になることが分かります。 √
N (τ̂∗

N − τ) d→ N
(
0, σ2

)
(5)

しかし、残念ながら、傾向スコアはあくまで推定値ですから 5式のように単純には行きません。そこ
で、Abadie and Imbense (2012)は次のような関係になることを示しました。

√
N (τ̂N − τ) ∼ N

(
0, σ2 − c′I−1

θ∗ c
)

(6)

Rosebaum and Rubin (1983)以来、数多くの提案がなされ、傾向スコアによる解析手法は徐々に進
歩しています。ここで Stataに興味のあるユーザのために次の二点を強調しておきたいと思います。

• τ̂N の計算において傾向スコアが同点の場合の処理は 3式を採用している。よって、乱数を使っ
て計算に利用する標本を決める方法は利用していない。

• τ̂N の標準誤差の計算には 6式を利用している。これにより τ̂N の有意性検定が行えるように

なった。
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回帰調整

このように見てきますと、傾向スコア (teffects psmatchコマンド)を利用することが必須であ
るかのように感じあるかもしれませんが、傾向スコア分析といった場合、他にも第二回でご紹介し

た teffects ipwと teffects ra(Regression Adjustment:回帰調整)というものがあります。この連
載の最後に teffects raについて基本的な考え方をご紹介しておきます。Stataの PDFマニュアル
[TE]にある次の図でまずはイメージをつかみましょう。

図 4: 回帰調整のイメージ図

この図 4の塗りつぶされている点は実際に観測したデータで、中空で同色のものは潜在的なアウト
カムを示します。二群に対してそれぞれ回帰直線をフィットし、その理論値を全てのデータについて

求め、それらの平均を二群で計算します。最後に両者の差を取り、ATEとします。まずは、teffects
raコマンドで一気に推定を実行し、推定結果を raという名前で保存します。

.teffects ra (bweight prenatal1 mmarried mage fbaby) (mbsmoke)

.estimates store ra

コマンドの後ろにはアウトカムモデル (被説明変数を bweightとする回帰モデル)を入力します。
prenatal1は妊娠第一期に来院した場合は 1、mmarriedは母親が既婚者の場合に 1、mageは母親の
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年齢、そして fbabyは第一子である場合に 1を取るダミー変数です。最後の mbsmokeは処置を示し

ます。

図 5: teffects raの推定結果

ATEは −239となっています。この計算の舞台裏を見てみましょう。図 4にあるように、喫煙習
慣の有無により分けた 2つのグループを考えて回帰直線をフィットします。最初に喫煙習慣の無い母
親のデータだけを利用してモデルを推定し、次に、すべての母親の潜在的なアウトカムとして y0を

算出します。そして y0の平均を suコマンドで調べ、平均値をスカラー y0mに格納します。

.reg bweight prenatal1 mmarried mage fbaby if mbsmoke==0

.predict y0

.su y0

.scalar y0m=r(mean)1

次は喫煙習慣のある母親について同じことを行います。潜在的なアウトカムを計算するときは全

員のものを求めますのでご注意ください。

.reg bweight prenatal1 mmarried mage fbaby if mbsmoke==1

.predict y1

.su y1

.scalar y1m=r(mean)

最後に 2つの平均の差を求めます。

.display y1m-y0m

teffects raの ATEと同じ値 (−239)が算出されましたでしょうか。回帰調整による傾向スコア
分析も便利な分析手法ですが、統計モデルを利用する際に分析者が常に注意すべきこととしてモデ

ルの“定式化”という問題があります。誤った回帰モデルを利用しているとすれば、当然、ATEの推

1su コマンド実行後に r(mean) を利用して平均値を取り出します。
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定値にもズレが生じます。この問題に対応する推定方法として AIPW(Augmented inverse-probability

weighting)という推定手法が用意されていますので、最後にその利用方法をご紹介しましょう。AIPW
による ATEの推定は次の要領で行います。

1. 処置モデル (Treatment model:デフォルトはロジットモデル)のパラメータを推定し、各標本に
対応する確率の逆数を求めます。これはステップ 3で加重として利用します。

2. 処置群とコントロール群で個別に回帰分析を実行し、潜在的なアウトカムを参加者全員に対し
て求めます。

3. 最後の平均を計算する時にステップ 1で求めた確率の逆数を利用して加重平均を求めます。

これを実際に Stataで実行してみましょう。コマンドは teffects aipwになります。

.teffects aipw (bweight prenatal1 mmarried mage fbaby) (mbsmoke mmarried c.mage##c.mage

fbaby medu )

.estimates store aipw

.estimates table ra aipw

2つの推定結果を比べて見てみましょう。次ページ図 6の中ほどの枠で囲った部分は各群で回帰
モデルを推定した情報ですので、まったく同じものになります。AIPWでは一番下の処置のモデル
を利用した推定した確率の逆を利用して加重平均を求めますので、結果として一番上に示す ATEが
−232となりました。AIPWの場合、アウトカムモデル (回帰モデル)、または、処置モデル (ロジッ
トモデル)のどちらか一方が正しければ、単独の RAや IPWによる処置効果推定量よりも、より効
率的な推定量2を提供するというメリットがあります。

今回はStataがv13でやっと傾向スコア分析 (teffefcts psmatchコマンド)をサポートした理由と、
teffects raコマンドの具体的な計算方法、そして二重に堅牢な推定手法である aipwコマンドをご紹

介しました。Stataはもう一つの二重に堅牢な推定手法であるipwra(inverse-probability-weighted
regression adjustment)もサポートしています。

2016年3月から始まる「Stataによる傾向スコア分析 II」ではteffefcts ra,teffefcts ipw,teffefcts

aipw,teffefcts ipwraによる傾向スコア分析と、Stata14から新たにサポートした生存時間をアウ
トカムとする場合の分析手法について解説と演習を行います。今回の連載を足掛かりにして、是非、

新しい分析手法にチャレンジしてください。

株式会社 ライトストーン

2推定量の分散がより小さいものを効率的な推定量と呼びます。計量分析では効率的な推定量を求めることが求められます。

7



図 6: RAと AIPWの比較
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