
第一回 はじめての傾向スコア分析 

 

    これから 3 回にわたって傾向スコア分析について説明します。各回の内容は以下の通

りです。 

    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 

    Stata14をまだお持ちでない方は是非、デモ版をダウンロードしてお試しください。 

     

    理屈はともかく、一度、傾向スコア分析をやってみましょう。次に示すようにコマンド

ウィンドウにコマンドを直接入力して Enterキーを押します。 

 

図 1.Stata操作画面 

■データの確認 

  .webuse cattaneo2,clear 

    先頭にあるピリオドは入力しません。Stataでコマンドを示す場合、先頭にピリオドを

入力するのは、「この行は直接入力するコマンドである」事を示す、言わば Stataユーザ向

けのお作法です。 

    cattaneo2には新生児の体重 bweightと、その母親の妊娠期間中の喫煙習慣mbsmoke

を始めとする様々なデータが入っています。傾向スコア分析を実行する前に、少しデータに

ついて考察しましょう。 

    .hist bweight,by(mbsmoke) 



 

図 2.新生児体重のヒストグラム(喫煙歴別) 

 

    2つとも似たような分布を示していますが、これを記述統計量で見てみましょう。 

    .tabstat bweight, by(mbsmoke) stat(mean sd min max) 

 

表 1.新生児体重の記述統計量 

 

meanの項目から新生児の体重には 300g程度の差があることが分かります。 

ここで、データファイル cattaneo2に含まれる母親の数を確認します。 
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    Total     3361.68  578.8196       340      5500

                                                   

   smoker     3137.66  560.8931       397      5018

nonsmoker    3412.912  570.6871       340      5500

                                                   

  mbsmoke        mean        sd       min       max

     by categories of: mbsmoke (1 if mother smoked)

Summary for variables: bweight



    .table mbsmoke 

 

表 2.喫煙歴の有無による母親の数 

 

    全体では 4500程度の母親がいて、妊娠期間中に喫煙習慣のあった母親は 864人である

ことが分かります。喫煙習慣のなかった 3,778人に比べると、かなり少ないことが分かりま

す。 

    話を新生児の体重に戻します。例えば、喫煙習慣の有無によって分けた 2 つのグルー

プの新生児体重に有意差があるか、対応のない 2群の t検定(等分散を仮定)を実行してみま

しょう。 

 

    .ttest bweight,by(mbsmoke) 

 

表 3.喫煙習慣で 2群に分けたときの t検定 

 

    対立仮説は nonsmoke-smoker>0 として良いと思います。平均体重の差は約 275g で、

新生児体重に有意差ありとなりました。次に、傾向スコア分析を行う際の問題意識を確認し

ます。以下のコマンドを実行して、2つのグループの母親について基本的な統計量を調べて

みましょう。 

                      

   smoker          864

nonsmoker        3,778

                      

smoked           Freq.

mother     

1 if       

                      

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     4640

    diff = mean(nonsmoke) - mean(smoker)                          t =  12.8306

                                                                              

    diff              275.2519     21.4528                233.1942    317.3096

                                                                              

combined     4,642     3361.68    8.495534    578.8196    3345.025    3378.335

                                                                              

  smoker       864     3137.66    19.08197    560.8931    3100.207    3175.112

nonsmoke     3,778    3412.912    9.284683    570.6871    3394.708    3431.115

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances



    .su mmarried mage fbaby medu if mbsmoke==0 

.su mmarried mage fbaby medu if mbsmoke==1 

 

 

表 4.喫煙習慣の有無による母親の記述統計量 

     

    喫煙習慣という「処置」が、新生児の体重という「アウトカム」に与える影響について

考える場合、新生児の体重に影響を及ぼすであろう母親に関する変数の分布には「差がない

状態」が理想的です。つまり、分布が同じなら交絡を考えなく済みます。喫煙習慣の無い母

親のグループを見ると、既婚者である割合が 0.75で、喫煙者の 0.47よりも、その大きさが

目立ちます。fbabyは第一子である事を示すダミー変数です。喫煙習慣のない母親のグルー

プでは第一子である割合が 0.45で、喫煙者グループの 0.37よりも高いことが分かります。 

次に示すマッチングを行うことの意味は、あたかも処置のランダム割付ができ、交絡を考え

なくても良い状態になる所にあります。 

 

■マッチングの考え方 

    カテゴリカルなmmarried(既婚者は 1)や fbaby(第一子は 1)は、相手のグループから同

じ値の人を探すのは簡単ですが、mage(年齢)、 medu(母親の学歴)などの連続変数が入って

くると、一番近い人を探すのための計算量はかなり大きくなります。つまり、変数が増える

ほど、似たような人を探すのには手間がかかります。 

    そこで傾向スコア分析では、処置の割り当て(mbsmoke)を被説明変数とするロジット

モデルを推定し、そこからゼロになる確率(傾向スコア)を求め、この傾向スコアをマッチン

グさせるというアプローチを採用します。このようにすれば、ロジットモデルの説明変数に

ついて個別にマッチングを行うよりも、はるかに計算量は少なくなるという考え方です。そ

        medu          864    11.63889    2.167743          0         17

       fbaby          864    .3715278     .483493          0          1

        mage          864    25.16667    5.301348         14         43

    mmarried          864    .4733796      .49958          0          1

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. su mmarried mage fbaby medu if mbsmoke==1

        medu        3,778    12.92986    2.534403          0         17

       fbaby        3,778    .4531498    .4978661          0          1

        mage        3,778    26.81048    5.645477         13         45

    mmarried        3,778    .7514558    .4322261          0          1

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. su mmarried mage fbaby medu if mbsmoke==0



こで、確認の意味でロジットモデルを別個に推定してみましょう。 

    .logit mbsmoke mmarried c.mage##c.mage fbaby medu 

 

表 5.喫煙習慣のロジットモデル 

 

    Stataではモデル推定後、そのモデル式の理論値を predictコマンドで求めることがで

きます。実際に次のコマンドを実行して、0を取る確率 p_hat0を計算してみましょう。 

    .predict p_hat 

    .gen p_hat0=1-p_hat 

    傾向スコアは基本的にゼロになる確率のことを指しますが、本来の目的は変量の情報

を集約することにありますので、1 となる確率を利用したり、正規分布に近づけるために、

さらに変換する場合もあります。 

 

    このようにして作成した傾向スコアの分布を確認してみましょう。 

    .hist p_hat0,by(mbsmoke) 

                                                                               

        _cons    -2.950915   .8102504    -3.64   0.000    -4.538976   -1.362853

         medu    -.1420833   .0173215    -8.20   0.000    -.1760328   -.1081338

        fbaby    -.3864258   .0880445    -4.39   0.000    -.5589898   -.2138618

               

c.mage#c.mage    -.0060368   .0011849    -5.09   0.000    -.0083592   -.0037144

               

         mage      .321518   .0638472     5.04   0.000     .1963798    .4466563

     mmarried    -1.145706   .0918962   -12.47   0.000     -1.32582    -.965593

                                                                               

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

                                                                               



 

図 3.ロジットモデルから求めた理論値の分布 

 

    この図はマッチング前の状態ですので、それぞれ nonsmoke=3,778,smoker=864 から

作成したものです。 

 

■ATEを求める 

    傾向スコア分析は相手の群から傾向スコアが一番近い人を探し、アウトカムの差を取

って、最後に差の総平均(Average Treatment Effect)を求めるというものです。ここで、目

的の値を一気に求めてみましょう。 

 

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

  

   先頭の 2つの単語、teffects psmatchが一つのコマンドとなっています。半角スペース

を挟んで(bweight)は ATEを求めるアウトカム、処置の割り当てを示すロジットモデルは前

出のmbsmoke mmarried c.mage##c.mage fbaby meduとします。 

0
2

4
6

.2 .4 .6 .8 1 .2 .4 .6 .8 1

nonsmoker smoker

D
e
n

s
it
y

p_hat0
Graphs by 1 if mother smoked



 

表 6.傾向スコア分析の結果 

 

    傾向スコア分析を利用した結果、喫煙習慣(Treatment)により新生児の体重は 210g 減

るという結果になりました。対応の無い 2群の t検定とは、かなり異なる値になりました。 

 

■反実仮想とは 

    ここからは、Stata の PDF マニュアルを用いて傾向スコア分析の反実仮想

(counterfactual)の考え方を簡潔に説明します。最初に Aさんが処置を受けた時のアウトカ

ムを Y1、処置を受けていない時のそれを Y0 とします。実際には、過去に戻って喫煙習慣

を変更して、もう一度、子供を出産することは不可能ですが、似た人を探しだしてくること

で、あたかもこれを行っているかのごとく考えます。 

複数の人について、この(Y1-Y0)の差の平均を求めたものが ATEとなります。 

 

Stata14の PDFマニュアル[TE] Treatment Effectsの 193ページに次の図があります。 

 

図 4.観測データの分布 

 

                                                                                        

(smoker vs nonsmoker)     -210.9683     32.021    -6.59   0.000    -273.7284   -148.2083

               mbsmoke  

ATE                     

                                                                                        

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

                                      AI Robust

                                                                                        

Treatment model: logit                                        max =         74

ATE  EY1  Y0 



これは観測したデータそのものです。血圧降下剤を服用した人(Treated)と、そうでない人

のアウトカム(血圧)の平均は同じように見えます。つまり、血圧降下剤を服用しても効き目

がない、ということになります。しかし、その 2群で体重の分布には差がありそうです。乱

暴な言い方ですが、すごく痩せた人と、すごく太った人では、薬の効果も違うように思えま

す。 

    そこで、傾向スコア分析を行って、相手の群から傾向スコアの最も近しい人を仮想の自

分として対にします。 

 

図 5.マッチングデータの分布 

 

図で、中空の点は反実仮想でマッチングさせたデータに相当します。この時、降圧剤を服用

したグループの血圧平均は 137で、服用していない群では 182となりました。かなり、大

きな差があることが分かりました。 

 

■メニュー操作 

今回、初めて Stataを操作した方のために、メニュー操作とダイアログボックスを使って操

作する方法をご紹介しておきます。メニュー操作で表 6の結果を出してみましょう。 

 

メインメニューで統計/処置効果/アウトカム(連続)/傾向スコアマッチングを選択します。 



 

図 6.傾向スコア分析のダイアログボックス 

 

先にコマンド入力した情報に相当するものを図のように入力します。ロジットモデルの独

立(説明)変数について Stata独自の記法がありますので、これを説明しておきます。 

 

married c.mage##c.mage fbaby medu 

 

とありますが、これは次のようにも書けます。 

 

married mage c.mage#c.mage fbaby medu 

 

つまり、mageの一乗項と二乗項を一緒に説明変数として利用する場合は、##を利用するこ

とで、少し簡単に書けということです。さらに、c.mageの cの役割ですが、これは交差項

が二乗項を作成する場合、変数が整数型だと Stataは自動的に「この変数はカテゴリ変数で

ある」と理解してダミー変数を作成します。今、利用している母親の年齢mageは整数では

ありますが、カテゴリ変数ではありませんので、明示的に連続変数である事を示す c.を変数

名の前に付けなければなりません。このように Stata にはモデルを記述する際に注意すべ

き事柄がいくつかありますので、それは折に触れてこの連載の中で紹介することにします。 

既にお分かりのように、交絡があるときのアウトカムの大きさを評価する場合は、傾向スコ

ア分析を利用すれば、処置効果を正しく推定できます。ただし、ロジットモデルの定式化に



は十分、時間をかけてください。また、「キャリパ」というものを利用することも考慮しな

ければなりません。 

 

    今回はとりあえず、Stataを使って傾向スコア分析を体験する、という所に主眼をおい

て解説しました。11月の第二回では Stata14を利用した傾向スコア推定前後のチェックポ

イントについてご説明します。 

 

 


