
3 計数値の解析
3.6 要因が複数の場合

1

テキスト
芳賀敏郎（2016）医薬品開発のための統計解析

第３部 非線形モデル改訂版、サイエンティスト社、p.288

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　テキストとして、芳賀敏郎著　「医薬品開発のための統計解析　第３部　非線形モデル　改訂版」　を使用します。



第３部 非線形モデル
1. 非線形最小２乗法（基礎）

1.1線形と非線形、1.2 非線形最小２乗法の基本的な考え方、1.3 指数曲線のあてはめ、
1.4 Emaxモデルとロジスティック曲線

2. 非線形最小２乗法（応用）
2.1 誤差を考慮した解析、2.2 効力比、2.3併用効果（相乗・拮抗効果）、
2.4 モデルの探索（複数の曲線の同時あてはめ）、2.5 薬物動態の解析

3. 計数値の解析
3.1 ２項分布、3.2 割合の推定・検定と区間推定、3.3 割合の差の推定・検定と区間推定、
3.4 多項分布（名義尺度）、3.5 多項分布（順序尺度）、3.6 要因が複数の場合

4. ロジスティック回帰分析
4.1 復習、4.2 ロジスティック回帰分析（基本）、4.3ロジスティック回帰分析（応用）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　本章は、計数値の解析です。本節は、要因が複数の場合を取り上げます。



3.6要因が複数の場合
（1）簡単な例
（2）シンプソンのパラドックス
（3）シンプソンのパラドックスの対応例

使用するファイル
Excelファイル「改3計数値.xlsm」
JMPファイル「36-複数.jmp」「36-虫歯.jmp」
サイエンティスト社のホームページからダウンロード

JMP 10.0.2 の出力を表示
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テキストの
該当ページ

★プレゼンテーションの
スピーカーノートを、
PDF の注釈に変換してあります

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　テキストの 207ページを開いてください。テキストの該当ページは右上に示してあります。　　使用するExcelファイル、JMPファイルは、サイエンティスト社のホームページからダウンロードしてください。　なお、JMP 10.0.2 を使用した結果の出力を表示しています。　



（1）簡単な例

構造をもった分割表の事例
（３元分割表）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　構造をもった分割表の解析を考えます。ここでは、３元分割表の事例です。



簡単な例
事例

月齢（幼若・成熟）、性（雄・雌）が異なるイヌに薬剤を投与し、
その副作用（嘔吐）の有無を観察（仮想データ）

要因の水準を組み合わせた４つのカテゴリーと２つの反応カテゴリーからなる４×２分割表
月齢（幼若・成熟）×性（雄・雌）の組合せ・・・構造がある、２因子実験
第２部の２因子実験に対応・・・交互作用
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表示 3.6.1簡単な例（一部）

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合

雄 16 34 50 0.32
雌 13 41 54 0.24
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　事例として、月齢と性が異なるイヌに薬剤を投与し、その副作用として嘔吐の有無を観察したデータを使います。仮想データです。イヌの月齢で幼若・成熟に分けた雄と雌に、それぞれ投与しました。今後、「性」という変数名と「雌雄」という変数名を使いますが、いずれも同じ変数を指します。　その結果が表示3.6.1 です。Excel の表示3.6.1 を見てください（操作）。　幼若の雄が50匹、そのうち嘔吐ありが16匹。幼若の雌が54匹、嘔吐ありが13匹。成熟の雄が48匹、嘔吐ありが5匹。成熟の雌が49匹、嘔吐ありが6匹でした。　この表をみると、要因の水準を組み合わせたカテゴリーが４、反応カテゴリーが２の、4×2分割表です。ただし、この水準を組み合わせた４つのカテゴリーは羅列的なものではなく、構造があります。この実験は、月齢と性を組み合わせた２因子実験になります。そうすると、第２部で取り上げた２因子実験と対応します。そこでは、交互作用を考えました。



簡単な例
解析方法

要因の構造を無視して解析（２元分割表）
４×２分割表、２×２分割表として解析

要因の構造を考慮して解析（３元分割表）
交互作用を含めて解析

6

表示 3.6.1簡単な例（一部）

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合

雄 16 34 50 0.32
雌 13 41 54 0.24
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

p.207

２元分割表（二元表） ３元分割表（３元表）
４×２分割表

嘔吐
あり

嘔吐
なし 月齢 雌雄 嘔吐

あり
嘔吐
なし

16 34 雄 16 34
13 41 雌 13 41

5 43 雄 5 43
6 43 雌 6 43

２×２分割表

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし

幼若 29 75
成熟 11 86

２×２分割表

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし

雄 21 77
雌 19 84

月齢・雌雄

幼若・雄
幼若・雌
成熟・雄
成熟・雌

幼若

成熟

２因子の組合せ
構造を考慮
３元分割表
月齢×雌雄×嘔吐

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　そこで、まず、要因の構造を無視して、２元分割表（あるいは二元表）として解析します。つまり、単純な４×２分割表として解析します。また、一方の要因をまとめて、２×２分割表として解析します。　次に、２因子の構造を考慮して解析するために、３元分割表（あるいは３元表）として解析します。月齢×雌雄×嘔吐の有無で、三元になっています。ここでは、交互作用を含めて解析します。



簡単な例：要因の構造を無視して解析
尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定

４×２分割表として解析
月齢と雌雄を組み合わせた４水準間に
有意差が認められる
（計算方法は §3.3 を参照）

２×２分割表として解析
雌雄をまとめて、月齢を比較すると
高度な有意差が認められる

月齢をまとめて、雌雄を比較すると
有意差は認められない

４×２分割表で有意差があったのは
月齢が原因であって、雌雄の影響はなさそう
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表示 3.6.1

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 16 34 50 0.32 χ2 値 9.799 9.692
雌 13 41 54 0.24 p 値 0.020 0.021
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

幼若 29 75 104 0.28 χ2 値 8.907 8.618
成熟 11 86 97 0.11 p 値 0.003 0.003
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 21 77 98 0.21 χ2 値 0.280 0.280
雌 19 84 103 0.18 p 値 0.597 0.597
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟 自由度 3

自由度 1

自由度 1

p.207

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　まず、表示3.6.1 の上段の表のように、要因の構造を無視して、4 × 2 の分割表として解析します。尤度比検定の p 値は 0.020、Pearsonのカイ２乗検定の p 値は 0.021、月齢と雌雄を組み合わせた4つの水準間には有意差が認められます。計算方法は、前々節の §3.3 で説明したとおりです。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


簡単な例：要因の構造を無視して解析
尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定

４×２分割表として解析
月齢と雌雄を組み合わせた４水準間に
有意差が認められる
（計算方法は §3.3を参照）

２×２分割表として解析
雌雄をまとめて、月齢を比較すると
高度な有意差が認められる

月齢をまとめて、雌雄を比較すると
有意差は認められない

４×２分割表で有意差があったのは
月齢が原因であって、雌雄の影響はなさそう
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表示 3.6.1

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 16 34 50 0.32 χ2 値 9.799 9.692
雌 13 41 54 0.24 p 値 0.020 0.021
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

幼若 29 75 104 0.28 χ2 値 8.907 8.618
成熟 11 86 97 0.11 p 値 0.003 0.003
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 21 77 98 0.21 χ2 値 0.280 0.280
雌 19 84 103 0.18 p 値 0.597 0.597
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟 自由度 3

自由度 1

自由度 1

p.207

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　中段のように、月齢と嘔吐の有無の組合せで、2 × 2 の分割表にまとめて解析すると，尤度比検定の p 値は 0.003、Pearsonのカイ２乗検定の p 値は 0.003 で有意差が認められます。　一方、下段のように、雌雄と嘔吐の有無の組合せで、2 × 2 の分割表にまとめて解析すると、尤度比検定の p 値は0.597、Pearsonのカイ２乗検定の p 値も 0.597 で有意差は認められません。　したがって、上段の 4×２分割表で有意差があったのは、成熟動物と幼若動物の違いが原因であって，雌雄の影響はなさそうです。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


簡単な例：要因の構造を無視して解析
尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定

４×２分割表として解析
月齢と雌雄を組み合わせた４水準間に
有意差が認められる
（計算方法は §3.3を参照）

２×２分割表として解析
雌雄をまとめて、月齢を比較すると
高度な有意差が認められる

月齢をまとめて、雌雄を比較すると
有意差は認められない

４×２分割表で有意差があったのは
月齢が原因であって、雌雄の影響はなさそう
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表示 3.6.1

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 16 34 50 0.32 χ2 値 9.799 9.692
雌 13 41 54 0.24 p 値 0.020 0.021
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

幼若 29 75 104 0.28 χ2 値 8.907 8.618
成熟 11 86 97 0.11 p 値 0.003 0.003
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 21 77 98 0.21 χ2 値 0.280 0.280
雌 19 84 103 0.18 p 値 0.597 0.597
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟 自由度 3

自由度 1

自由度 1

p.207

Excelシート
計算方法の
説明 §3.3

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　なお、Excelファイルには、尤度比検定と Pearson のカイ２乗検定がどのように計算されるか、この表の右側に計算過程が示されていますので見てください（操作）。　これらは§3.3で説明した内容です。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


簡単な例：要因の構造を無視して解析
対数オッズ、対数オッズ比

割合の代わりに対数オッズで比較
対数オッズ比が 0（オッズ比が１）だと
２つの事象は独立（関係はない）（§3.3）
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月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
成熟／幼若

幼若 29 75 104 0.28 -0.950
成熟 11 86 97 0.11 -2.056 -1.106
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄

雄 21 77 98 0.21 -1.299
雌 19 84 103 0.18 -1.486 -0.187
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

p.207対数オッズ
（ロジット） 対数オッズ比

嘔吐なしに対する嘔吐ありの対数オッズ
幼若 雄 ln ⁄16 34 = −0.754
幼若 雌 ln ⁄13 41 = −1.149

幼若における、雄に対する雌の対数オッズ比
（オッズ比の対数値、対数オッズの差）

ln ⁄13 41
⁄16 34

= ln 13×34
16×41

− 0.395

− 1.149 − −0.754 = −0.395

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　§3.3の中で、各水準を比較する場合、割合を比較するのではなく、その対数オッズ、つまりロジットで比較することが説明されました。また、オッズ比が１、すなわち対数オッズ比が 0 の場合、２つの事象は独立であり、関係はないと判断されることも説明されました。　　そこで、表示3.6.1 では、副作用の発生割合とともに、その対数オッズ（ロジット）と、対数オッズ比を計算してあります。　上段の４×２分割表で、オレンジ枠のように、幼若の雄と雌で、嘔吐なしに対する嘔吐ありの対数オッズは、-0.754 と -1.149 です。ブルー枠のように、幼若において、雄に対する雌の対数オッズ比は－0.395 です。対応オッズ比は、オッズ比の対数値であり、対数オッズの差からも求められました。　必要に応じて、§3.3 を参照してください。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


簡単な例：要因の構造を無視して解析
対数オッズ、対数オッズ比

割合の代わりに対数オッズで比較
対数オッズ比が 0（オッズ比が１）だと
２つの事象は独立（関係はない）（§3.3）
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月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
成熟／幼若

幼若 29 75 104 0.28 -0.950
成熟 11 86 97 0.11 -2.056 -1.106
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄

雄 21 77 98 0.21 -1.299
雌 19 84 103 0.18 -1.486 -0.187
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

p.207対数オッズ
（ロジット） 対数オッズ比

嘔吐なしに対する嘔吐ありの対数オッズ
幼若 雄 ln ⁄16 34 = −0.754
成熟 雄 ln ⁄5 43 = −2.152

雄における、幼若に対する成熟の対数オッズ比
（オッズ比の対数値、対数オッズの差）

ln ⁄5 43
⁄16 34

= ln 5×34
16×43

− 1.398

− 2.152 − −0.754 = −1.398

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　もう一例、説明します。上段の４×２分割表で、オレンジ枠のように、幼若の雄と成熟の雄で、嘔吐なしに対する嘔吐ありの対数オッズは、-0.754 と -2.152 です。ブルー枠のように、雄において、幼若に対する成熟の対数オッズ比は－1.398 です。　同様に、４×２分割表と２×２分割表のすべての組合せで、対数オッズ比を計算します。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


簡単な例：要因の構造を無視して解析
対数オッズ、対数オッズ比

対数オッズ比が 0＝２つの事象は独立

４×２分割表
雌／雄の対数オッズ比は 0 に近い
成熟／幼若の対数オッズ比は 0 から遠い

２×２分割表（月齢）
成熟／幼若の対数オッズ比は 0 から遠い

２×２分割表（雌雄）
雌／雄の対数オッズ比は 0 に近い

尤度比検定の結果と符合
４×２分割表で有意差があったのは
月齢が原因であって雌雄の影響はなさそう
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月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
成熟／幼若

幼若 29 75 104 0.28 -0.950
成熟 11 86 97 0.11 -2.056 -1.106
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄

雄 21 77 98 0.21 -1.299
雌 19 84 103 0.18 -1.486 -0.187
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

p.207

0 に
近い

0 から
遠い

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　対数オッズ比が 0 であると２つの事象は独立であり、0 から離れるほど両者の関連性があることを示しています。　対数オッズ比がゼロから離れた値をとる項目は、オレンジ枠で示したように、４×２分割表の成熟／幼若、月齢でまとめた２×２分割表の成熟／幼若です。これらの関連は強いと判断されます。　一方、対数オッズ比がゼロに近い項目は、ブルー枠で示したように、４×２分割表の雌／雄、雌雄でまとめた２×２分割表の雌／雄です。これらの関連は弱いと考えられます。　これは、さきほどの尤度比検定と Pearson のカイ２乗検定の結果、４×２分割表で有意差があったのは、月齢が原因であって雌雄の影響はなさそうだと考えられました。これと対数オッズ比の結果は符合しています。



簡単な例：要因の構造を無視して解析
JMP［二変量の関係］

JMPファイル「36-複数.jmp」の読み込み
表示3.6.1 のデータ

「雌雄」・・・「性」
「嘔吐あり」「嘔吐なし」のイヌの匹数

・・・「f」

13

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし

雄 16 34
雌 13 41
雄 5 43
雌 6 43

幼若

成熟

表示 3.6.1
（一部）

p.207

分割表の形で
JMP に入力不可

雌雄 匹数

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　それでは、この表示3.6.1 のデータを JMP で解析します。　このデータは「36-複数.jmp」にありますので、JMPを立ち上げて読み込んでください（操作）。　表示3.6.1 のデータを、JMPのデータとして縦に並べた形で JMP に入力してあります。分割表の形で JMP に入力できません。なお、Excel では列名が「雌雄」、JMP では「性」になっています。「嘔吐あり」「嘔吐なし」のそれぞれのイヌの匹数が「f」という列名になっています。



JMP［二変量の関係］
値の順序の指定（名義尺度、§3.2、§3.3 参照）
オッズの分母と分子に反映：後に位置させたカテゴリーが分母

（雌／雄、成熟／幼若、嘔吐あり／嘔吐なし）
表示の順番に反映

簡単な例：要因の構造を無視して解析

14

「性」 「月齢」 「副作用」 「組合せ」

アスタリスク
順序の設定がある
クリックして表示

p.207

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　列の一覧の中で、アスタリスクが付いている列は、「値の順序」を設定してあります。アスタリスクをクリックすると、左下に示すように、順序が確認できますので、実行してください（操作）。　これらの列は名義尺度で、順序尺度ではありませんが、順序を指定することにより、割合やオッズの分母と分子に反映します。後に位置させるカテゴリーが基準となり、分母になります。また表示の順番の指定になるので、組合せでは「幼若雄、幼若雌、成熟雄、成熟雌」の順に並びます。　値の順序については、§3.2、3.3 を参照してください。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-2.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


JMP［二変量の関係］
4×2分割表で解析→「組合せ」の列を作製

JMP関数で「性」と「月齢」から作成

計算式を入力

簡単な例：要因の構造を無視して解析

15

＋ 計算式がある
クリックすると編集

p.207

「性」と「月齢」
の組合せ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　まず、4×2分割表を解析します。そこで、「組合せ」という列を使います。ここには、「性」と「月齢」を組合せた４水準があります。オレンジ枠で示した１行目では、「性」列の「雄」と「月齢」列の「幼若」を合わせた「幼若雄」が「組合せ」列にあります。生成方法は、次のスライドで説明します。　また、「組合せ」に「＋」のマークが付いています。これは計算式があるという意味です。これをクリックすると、直ちに計算式の編集モードに入ることができます。この「＋」をクリックしてください（操作）。



簡単な例：要因の構造を無視して解析
JMPの文字関数

16

Concat

第１文字列に第２文字列を
連結して新しい文字列を作成

p.207

選択

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「組合せ」の列に入力されている計算式が表示されます。編集しないで確認だけしてください。　関数（グループ別）の中から［文字］の中の［Concat］を選択すると ［□ || □］ がエディタの中に表示されます。最初の□をクリックして「テーブル列」から列名「月齢」を入力し、次の□をクリックして列名「性」を選択します。そうすると、このように「月齢|| 性」という計算式になります。これにより、月齢と性を組み合わせた文字列が生成されます。　キャンセルを押して、元にもどってください（操作）。



簡単な例：要因の構造を無視して解析
JMP［二変量の関係］

２水準を組み合わせた「組合せ」と
「副作用」と「f」を使って
4×2分割表で解析

17

p.207

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　この３つの列、「組合せ」、「副作用」、「f」を使って、4×2 分割表で解析します。　　「二変量の関係」で，「組合せ」を[X]，「副作用」を[Y]，「f」を[度数] に指定して，実行してください（操作）。



簡単な例：要因の構造を無視して解析
JMP［二変量の関係］

モザイク図からは、
「幼若雄」の副作用の割合が最も多い
「成熟雄」の副作用の割合が最も低い
この傾向は、統計的に意味がある
要因の構造を無視して
要因を組み合わせて比較すると有意差がある

18

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 16 34 50 0.32 χ2 値 9.799 9.692
雌 13 41 54 0.24 p 値 0.020 0.021
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1（一部）Excelの結果

表示
3.6.2

p.208

嘔吐あり
の割合

嘔吐あり
の割合

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.2 が得られます。　まずは，データのグラフ化です。モザイク図を見てください。　レッドの棒の高さは、　副作用「嘔吐あり」の割合です。これは表示3.6.1 の「割合」の値に対応しています。このグラフから「幼若雄」の副作用の割合が高く、「成熟雄」の副作用の割合が低いように見えます。　この傾向が統計的に意味があるかどうか、下の「検定」の欄で確認します。尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定の結果は、ブルー枠で囲ったように、表示3.6.1 の表のExcelの検定結果と同じです。オレンジで示した割合には、有意差があります。



簡単な例：要因の構造を考慮して解析
JMP［モデルのあてはめ］

２つ以上の説明変数がある場合、
［モデルのあてはめ］を使う

［モデル効果の構成］に
２因子と交互作用の項を加える
(a)［列の選択］で
「性」「月齢」を選択、［追加］
「性」「月齢」を選択後に
［交差］をクリック

(b)［列の選択］で
「性」「月齢」を選択後に
［マクロ］＞［完全実施要因］
をクリック

19

交差
第２部§5

「２因子実験」
と同様に考える

p.208

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここから、要因の構造を考慮して解析します。　興味ある目的変数、ここでは「副作用」に対して，2 つ以上の説明変数が関係するとき，「二変量の関係」ではなく「モデルのあてはめ」を使います。　ここでは，目的変数「副作用」を[Y] に指定します。自動的に、手法が「名義ロジスティック」になります。　目的変数に影響を与えると考えられる説明変数「性」および「月齢」を、「モデル効果の構成」に指定します。このときに、「性」と「月齢」の「交差」もモデルに指定して、交互作用の項を加えます。これは第２部の§５「２因子実験」と同様に考えます。モデル効果の構成には、(a) 「性」「月齢」を選択して［追加］をクリックします。次に、「性」と「月齢」を選択してから［交差］をクリックします。あるいは、(b)　「性」と「月齢」を選択してから、［マクロ］＞［完全実施要因］をクリックすると、１回で全てのモデル効果を設定できます。　さらに、「f」を[度数] に指定します。　　では、実行してください（操作）。



簡単な例：要因の構造を考慮して解析
JMP［モデルのあてはめ］

効果の尤度比検定
「月齢」のみ有意
「性」は有意ではない
「性」と「月齢」の交互作用は

有意ではない

20

表示 3.6.3 JMP「モデルのあてはめ」による解析（交互作用を含む）

p.209

交互作用の
意味を考える

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.3 が得られます。　効果の尤度比検定の結果を見てください。　「月齢」の p 値は 0.0029 で、有意です。「性」の p 値は 0.7852 で、有意ではありません。また、「性」と「月齢」の交互作用の p 値は 0.4576 で、有意ではありません。　ここで、交互作用は有意ではありませんでしたが、この交互作用の意味を考えていきます。
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対数オッズ比

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

幼若

成熟

簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用

２本の線の距離が月齢の差
２本の線の傾きが雌雄の差
割合（p）の比較を対数オッズで行う

（ロジット）
この変換で、交互作用が
はっきりしたり消える場合もある

21

表示 3.6.1（上段）

0.32
0.24

0.10 0.12

幼若
成熟

幼若

成熟

−0.754
−1.149

−1.969

表示3.6.4
（左、中）

副作用の発生割合

−2.152
２本の線の距離が月齢の差
２本の線の傾きが雌雄の差

p.209

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excelで、表示3.6.1 の上段の表と、表示3.6.4 の左と真ん中のグラフを見てください（操作）。　左のグラフは、横軸が雌雄、縦軸が副作用の発生割合 p です。プロットは、幼若の雄が 0.32 と雌が 0.24、成熟の雄が 0.10 と雌が 0.12、幼若をブルーの線、成熟をオレンジの線で結んであります。 　この２本の線の距離が、月齢による副作用の発生割合の差を表しています。また、２本の線のそれぞれの傾きが、雌雄による副作用の発生割合の差を表しています。　右のグラフは、左のグラフの縦軸を対数オッズ、すなわちロジットに変換したグラフです。前々節で説明したように、割合の代わりに対数オッズで比較します。なお、このように対数オッズに変換することにより、交互作用が明瞭になる場合もあれば、消える場合もあります。
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用
性[雌]のパラメータ推定値

22

表示 3.6.1

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

−0.395 + 0.182
2

= −0.106

−0.106
2

= −0.0531

対数オッズ比

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

幼若

成熟

−0.395

0.182

表示 3.6.3（一部）

p.209

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.1 で、幼若の雄の対数オッズは、ブルー枠で囲ったように -0.754 、雌は -1.149、その差はグリーン枠内の -0.395 です。これは、下のグラフで、幼若を表すブルーの線の傾きの高低差－0.395 に対応します。この高低差をグリーンの矢印で示してあります　同様に、成熟の雄の対数オッズは、オレンジ枠で囲ったように、 -2.152、雌は -1.969、その差はグリーン枠内の 0.182 です。これは、下のグラフで、成熟を表すオレンジの線の傾きの高低差 0.182 です。この高低差もグリーンの矢印で示してあります。�　



-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

雄 雌

ln
(p

/(
1-

p)
)

簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用
性[雌]のパラメータ推定値

23

表示 3.6.1

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

−0.395 + 0.182
2

= −0.106

−0.106
2

= −0.053

対数オッズ比

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

幼若

成熟

−0.395

0.182

表示 3.6.3（一部）

－１ １

p.209

対数オッズ比の
平均値の1/2

性(雌雄)の
効果

性(雌雄)の
効果

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　この２つのグリーンの矢印は、幼若と成熟における雌雄による変化量、言い換えると「雌雄の効果」を表しています。この場合は、幼若と成熟で雌雄の効果が反対方向です。これを平均すると、グリーン枠内の-0.106 になります。　下のグラフで、雄は－１、雌は１に位置するので、x=－１～１までの間で y は平均的に－0.106 の変化量、すなわち効果があります。これを x=0～1 までの変化量、すなわち「傾き」に換算すると、 x=－1～１までの y の変化量－0.106を２で割って－0.053 なります。この値が、表示3.6.3 のグリーン枠で示したように、性[雌] のパラメータ推定値 -0.053 になります。
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用
性[成熟]のパラメータ推定値

24

表示 3.6.1

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

−1.398 − 0.821
2

= −1.109

−1.109
2

= −0.555

対数オッズ比

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ 雌／雄 成熟／幼若

雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149 -0.395
雄 5 43 48 0.10 -2.152 -1.398
雌 6 43 49 0.12 -1.969 0.182 -0.821
計 40 161 201 0.20 平均 -0.106 -1.109

幼若

成熟

−1.398

表示 3.6.3（一部）
表示
3.6.4

－１ １

p.209

対数オッズ比の
平均値の1/2

−0.821

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　同様に考えて、表示3.6.3 の月齢[成熟]の推定値 -0.5547 を算出します。　表示3.6.1 で、雄の成熟の対数オッズはオレンジ枠の -2.152、雄の幼若の対数オッズはブルー枠の -0.754、その差はグリーン枠の -1.398 です。これは、下のグラフで、雄における成熟から幼若への変化量、グリーンの矢印で示した －1.398 です。　同様に、雌の成熟の対数オッズは -1.969、雌の幼若は -1.149、その差はグリーン枠の -0.821 です。これは、下のグラフで、グリーンの矢印 -0.821 です。�　この２つのグリーンの矢印は、雄と雌における月齢による変化量、言い換えると「月齢の効果」を表していますので、それを平均するとグリーン枠の-1.109 になります。これを２で割って、x=0～1 の変化量、すなわち、傾き－0.555 が得られます。この値が、表示3.6.3 の 性[成熟] のパラメータ推定値 -0.555 になります。　
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用

25

切片 性 月齢 交互作用
幼若 雄 −0.754 = −1.506 + 0.053 + 0.555 + 0.144
幼若 雌 −1.149 = −1.506 − 0.053 + 0.555 − 0.144
成熟 雄 −2.152 = −1.506 + 0.053 − 0.555 − 0.144
成熟 雌 −1.969 = −1.506 − 0.053 − 0.555 + 0.144

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149
雄 5 43 48 0.10 -2.152
雌 6 43 49 0.12 -1.969
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

表示
3.6.4

p.209

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このパラメータを組み合わせて、推定値を求めます。　成熟の雌を例に取ります。オレンジ枠で示した部分です。この推定値は－1.969 です。これは、切片 －1.506、性[雌]の効果 －0.053、月齢[成熟]の効果－0.555 の和になります。ところが、これだれでは－1.969 になりません。ここに＋0.144 を加えて－1.969 になります。　この＋0.144 が交互作用になります。　　
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用
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切片 性 月齢 交互作用
幼若 雄 −0.754 = −1.506 + 0.053 + 0.555 + 0.144
幼若 雌 −1.149 = −1.506 − 0.053 + 0.555 − 0.144
成熟 雄 −2.152 = −1.506 + 0.053 − 0.555 − 0.144
成熟 雌 −1.969 = −1.506 − 0.053 − 0.555 + 0.144

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149
雄 5 43 48 0.10 -2.152
雌 6 43 49 0.12 -1.969
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

表示
3.6.4

p.209

平行な直線
とのズレ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　JMP の場合、各パラメータは、総和がゼロになるという制約があります。したがって、左上の式で示したように、性[雌]は－0.053 ですから、性[雄]は＋0.053。月齢[成熟]は－0.555 ですから、月齢[幼若]は＋0.555 です。性[雌]*月齢[成熟]は ＋0.144 ですから、性[雄]*月齢[成熟]は（プラス×マイナス）で－0.144、性[雄]*月齢[幼若]は（プラス×プラス）で＋0.144、性[雌]*月齢[幼若]は（マイナス×プラス）で－0.144 になります。
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用

27

切片 性 月齢 交互作用
幼若 雄 −0.754 = −1.506 + 0.053 + 0.555 + 0.144
幼若 雌 −1.149 = −1.506 − 0.053 + 0.555 − 0.144
成熟 雄 −2.152 = −1.506 + 0.053 − 0.555 − 0.144
成熟 雌 −1.969 = −1.506 − 0.053 − 0.555 + 0.144

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149
雄 5 43 48 0.10 -2.152
雌 6 43 49 0.12 -1.969
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

表示
3.6.4

p.209

平行な直線
とのズレ

交互作用は有意ではない

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これらのパラメータから、例えばオレンジ枠で囲った成熟の雄の推定値は －2.152 になります。他の組合せでも、同様に計算できます。　この交互作用の ±0.144 は、平行な直線をあてはめたときの推定値と実測点のズレになります。これについては、後で詳しく説明します。　さきほど見た「効果の尤度比検定」で確認したように、この交互作用のパラメータの p 値は 0.4586 で、有意ではありません。つまり交互作用のパラメータが 0 であるという帰無仮説が棄却されません。



簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用

交互作用が有意でなかった
（p = 0.458）

交互作用の項を含めないで解析

［前回の設定］の利用

28

「性 ∗月齢」を削除

p.210

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　そこで、交互作用の項を含めないで解析します。　［モデルのあてはめ］の指定ダイアログで、［前回の設定］というボタンがあります。これをクリックすると、前回の設定が再現されます。そこから、交互作用の項を除いて再度、実行します（操作）。



簡単な例：要因の構造を考慮して解析
あてはまりの悪さ（LOF）

交互作用の項を含めない場合
あてはまりの悪さ（LOF）が出力

・・・平行な直線からのズレ

LOF のカイ２乗値と p値は
交互作用「性*月齢」のカイ２乗値と
p値に等しい

29

表示 3.6.5（一部、交互作用を含まない）

表示 3.6.3 （交互作用を含む）

p.210

「性 ∗月齢」がない

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.5 の出力が得られます。  交互作用の項を含めないで解析した場合には、「当てはまりの悪さ、LOF」　が表示されます。このカイ2乗値 0.552、p値 0.458 は，表示3.6.3 の交互作用「性*月齢」のカイ2乗値と p 値 の値に等しくなります。　交互作用の項を除いて解析したため、その分があてはまりの悪さとなって出力されています。これは平行な直線からのズレを示しています。　この意味は、次のパラメータ推定値をみるとより明らかになります。
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
パラメータ推定値
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月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149
雄 5 43 48 0.10 -2.152
雌 6 43 49 0.12 -1.969
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

表示 3.6.1

切片 月齢 雌雄
幼若 雄 −0.843 = −1.504 + 0.556 + 0.105
幼若 雌 −1.054 = −1.504 + 0.556 − 0.105
成熟 雄 −1.954 = −1.504 − 0.556 + 0.105
成熟 雌 −2.165 = −1.504 − 0.556 − 0.105

−0.843
−1.054

−1.954
−2.165

平行な直線とのズレ＝あてはまりの悪さ
・・・交互作用に対応

−0.754

−1.149

−2.152

−1.969

表示3.6.4
（右）

表示 3.6.5

p.210

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さきほどと同様に、　「パラメータ推定値」から、それぞれの水準組合せの推定値を計算します。たとえば、オレンジ枠で囲った成熟の雌の場合、切片－1.504、月齢[雌]の効果 －0.556、雌雄[雌]の効果－0.105 から、－2.165が得られます。他の水準組合せも同様に計算して、オレンジの－1.945、ブルーの－1.054、－0.843が得られます。　これをグラフにプロットすると、右下の表示3.6.4 のグラフになります。線を引くと、平行な２本の直線になります。一方、ブラックで示した〇と×は実測値です。一致しません。このズレが「あてはまりの悪さ、LOF」です。
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用を含めた解析との比較

交互作用を含めない解析・・・平行な直線のあてはめ

（モデルの推定値と実測点のズレ・・・あてはまりの悪さ）

交互作用を含めた解析

31

切片 月齢 雌雄 交互作用
幼若 雄 −0.754 = −1.506 + 0.555 + 0.053 + 0.144
幼若 雌 −1.149 = −1.506 + 0.555 − 0.053 − 0.144
成熟 雄 −2.152 = −1.506 − 0.555 + 0.053 − 0.144
成熟 雌 −1.969 = −1.506 − 0.555 − 0.053 + 0.144

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

幼若

成熟

切片 月齢 雌雄
幼若 雄 −0.843 = −1.504 + 0.556 + 0.105
幼若 雌 −1.054 = −1.504 + 0.556 − 0.105
成熟 雄 −1.954 = −1.504 − 0.556 + 0.105
成熟 雌 −2.165 = −1.504 − 0.556 − 0.105

−0.843
−1.054

−1.954
−2.165

表示 3.6.4

p.210

推定値

実測点

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　つまり、上半分に示したように、交互作用を含めないモデルは、平行な直線のモデルであり、このモデルをあてはめた場合の推定値と実測点とのズレを「あてはまりの悪さ」としています。　一方、下半分に示したように、交互作用を含めたモデルは、平行な直線に交互作用を加えて、平行ではない直線をあてはめます。　つまり、平行な直線のモデルの推定値と実測値とのズレを、誤差として「はてはまりの悪さ」と見るか、交互作用として見るか、２通りのとらえ方ができます。
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簡単な例：要因の構造を考慮して解析
交互作用

割合の解析
→ 対数オッズ（ロジット）で解析

（次章「ロジスティック回帰分析」を参照）

交互作用の項がない＝平行な直線
交互作用＝平行な直線からのズレ
（雌雄の差が月齢の違いで異なる）
（月齢の差が雌雄の違いで異なる）

↓
交互作用が有意な場合、
要因ごとに分けて別々に解析

交互作用が有意でない場合、
場合によっては交互作用の項を除いて解析

32

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 対数

オッズ
雄 16 34 50 0.32 -0.754
雌 13 41 54 0.24 -1.149
雄 5 43 48 0.10 -2.152
雌 6 43 49 0.12 -1.969
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟

0.32
0.24

0.10 0.12

幼若

成熟
幼若

成熟

−0.754
−1.149

−2.152 −1.969

表示 3.6.1

表示 3.6.4

p.209

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　以上のように、割合の解析を対数オッズ、すなわちロジットで解析しました。なお、これについては、次章「ロジスティック回帰分析」でも取り上げます。　交互作用の項がないと平行な直線のあてはめになります。　交互作用は、平行な直線からのズレです。つまり、雌雄の違いで月齢の効果が異なるというモデルになります。別の見方をすると、月齢の違いで雌雄の効果が異なるといえます。　�　この交互作用が有意な場合、要因ごとに分けて別々に解析することになります。反対に、交互作用が有意でない場合、場合によっては、交互作用の項を除いて再度、解析します。　



補足
尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定

４×２分割表で有意差があったのは
月齢が原因であって、雌雄の影響はなさそう

↑
２要因を同時に取り上げた解析の結果と
要因ごとにまとめた解析の結果に矛盾はない

33

表示 3.6.1

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 16 34 50 0.32 χ2 値 9.799 9.692
雌 13 41 54 0.24 p 値 0.020 0.021
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

月齢 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

幼若 29 75 104 0.28 χ2 値 8.907 8.618
成熟 11 86 97 0.11 p 値 0.003 0.003
計 40 161 201 0.20

雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 21 77 98 0.21 χ2 値 0.280 0.280
雌 19 84 103 0.18 p 値 0.597 0.597
計 40 161 201 0.20

幼若

成熟 自由度 3

自由度 1

自由度 1

p.207

４×２分割表として解析
４水準間に有意差あり

２×２分割表として解析
月齢の水準間に有意差あり

２×２分割表として解析
雌雄の水準間に有意差なし

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　次の項に進む前に、補足します。この事例では、オレンジ枠で示したように、２要因を同時に取り上げて４×２分割表として比較した結果、水準間に有意差がありました。また、ブルー枠で示したように、要因ごとに全体をまとめて比較した結果、月齢に有意差があり、雌雄では有意差がありませんでした。この結果、４×２分割表で有意差があったのは月齢が原因であって、雌雄の影響はなさそうという結論が得られました。　このように２要因を同時に取り上げた解析の結果と、個々の要因ごとにまとめて解析した結果に矛盾はありません。



補足
要因のオッズ比

要因（月齢、性）を組み合わせた
２×２分割表のオッズ比

(a)２要因のオッズ比が１に近い、２要因は独立している
(b)２要因を同時に取り上げて解析した結果と
個々の要因ごとにまとめて解析した結果に矛盾はない

この(a)(b)には関連性がある

要因のオッズ比が１から大きく外れた場合、どのようなことが起きるか？

34

表示 3.6.1の集計
雄 雌 計

幼若 50 54 104
成熟 48 49 97

計 98 103 201

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
50 × 49
48 × 54

= 0.945

p.210

月齢 雌雄 嘔吐
あり

嘔吐
なし 計 割合 尤度比 Pearson

雄 16 34 50 0.32 χ2 値 9.799 9.692
雌 13 41 54 0.24 p 値 0.020 0.021
雄 5 43 48 0.10
雌 6 43 49 0.12
計 40 161 201 0.20

 

 

幼若

成熟

表示 3.6.1

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここで、表示3.6.1 の最初のブロックの計の列を見てください。オレンジ枠で示した部分です。この 4つの数値はいずれもほぼ等しい値です。これを、要因の組合せで2 × 2 分割表で表わし，オッズ比を計算すると 0.945 になります。つまり (a) ２要因、雌雄と月齢のオッズ比が１に近く、２要因は独立しています。　一方、前のスライドで見たように、この事例では、(b) ２要因を同時に取り上げて解析した結果と、個々の要因ごとにまとめて解析した結果に矛盾はありませんでした。この(a)(b)の２つのことは関連しています。　次項以降で取り上げる事例は，この要因のオッズ比が 1 から大きく外れた事例です。このときにどのようなことが起こるか、次の項で見ていきます。



（2）シンプソンのパラドックス

２要因を同時に取り上げた解析と
個々の要因ごとにまとめた解析で
一見矛盾した結果が得られる

35

p.211

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　シンプソンのパラドックスを取り上げます。２要因を同時に取り上げた解析と、個々の要因ごとにまとめた解析で、一見矛盾した結果が得られることがあります。　



シンプソンのパラドックス
事例

ある手術の症例を、大学病院と個人病院から無作為に50例ずつ抽出し、成功と失敗に分類
大学病院の成功率は 0.76、個人病院の成功率は 0.92 （仮想データ）

36

成功 失敗 計 成功率
大学病院 38 12 50 0.76
個人病院 46 4 50 0.92

計 84 16 100 0.84

p.211

表示 3.6.6

行パーセントの
比較は可

仮に列パーセントを
計算した場合、
取り扱いに注意

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excel の表示3.6.6 を見てください（操作）。　この事例は，ある手術の症例を、大学病院と個人病院から無作為に50例ずつ抽出して、成功と失敗のいずれかに分類したデータです。これは仮想データです。　大学病院から無作為に抽出した50例中、成功は38例、成功率は 0.76 でした。個人病院から無作為に抽出した50例中、成功は46例、成功率は 0.92 でした。　なお、この表から割合を計算する場合、行パーセント、すなわち成功率を比較することは問題ありません。しかし、列パーセントを計算した場合は、慎重に扱う必要があります。たまたま大学病院50例、個人病院50例と同数ですが、同数ではないこともあり得るためです。



シンプソンのパラドックス
１要因（病院の種類）による解析

ある手術の症例を、大学病院と個人病院から無作為に50例ずつ抽出し、成功と失敗に分類
大学病院の成功率は 0.76、個人病院の成功率は 0.92、個人病院の成功率が有意に高い・・・？

重症患者の手術は大学病院に依頼する
大学病院と個人病院で、患者の重症度が異なるかもしれない
このように、隠れ潜んでいる可能性がある変数のことを「第３の変数」「調整変数」という

37

ln
46 × 12
38 × 4

0 から離れた値

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 38 12 50 0.76 χ 2 4.949 4.762
個人病院 46 4 50 0.92 p 0.026 0.029

計 84 16 100 0.84 対数オッズ比 1.290

表示 3.6.6

p.211

有意

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　検定の結果、尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定で、p 値は .05 以下であり、差は有意です。個人病院の方が成功率は有意に高いという結果です。対数オッズ比は 1.290 で、ゼロから離れた値であり、病院の種類と成功・失敗との間に関連性があることを示しており、検定結果と符合しています。　皆さんは、この結果に対して納得できますか・・・・。　�　一般に、重症患者の手術は大学病院に依頼することが多いと考えられます。そうすると、大学病院と個人病院では患者の重症度が異なるかもしれません。このように、重症度というもう一つの変数が隠れ潜んでいる可能性があります。このような変数、因子のことを「第３の変数」「第３の因子」、「調整因子」、「調整変数」などと呼びます。　そこで、重症度という変数を加味して解析してみましょう。



シンプソンのパラドックス
２要因（病院の種類×重症・軽症）による別々の解析

ある手術の症例を、大学病院と個人病院から無作為に50例ずつ抽出し、成功と失敗に分類
大学病院の成功率は 0.76、個人病院の成功率は 0.92、個人病院の成功率が有意に高い・・・？

重症・軽症で層別すると、成功率に有意差なし

一見矛盾した結果

38

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 38 12 50 0.76 χ 2 4.949 4.762
個人病院 46 4 50 0.92 p 0.026 0.029

計 84 16 100 0.84 対数オッズ比 1.290

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 21 11 32 0.66 χ 2 1.177 1.225
個人病院 1 2 3 0.33 p 0.278 0.268

計 22 13 35 0.63 -1.340
大学病院 17 1 18 0.94 χ 2 0.048 0.050
個人病院 45 2 47 0.96 p 0.826 0.823

計 62 3 65 0.95 0.280

対数オッズ比

対数オッズ比

重症

軽症

表示 3.6.6

表示
3.6.7

p.211

→ グラフ化

有意ではない

差は有意

明確な差ではない

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.6 を重症・軽症で層別して、表示3.6.7 のようにまとめました。Excel の表示3.6.7 を見てください（操作）。　オレンジ枠で示した成功率は、重症の場合は大学病院が0.66、個人病院が0.33 で、大学病院の方が高いのですが、個人病院の症例数は３例しかないので、明確な差とは認められません。軽症の場合はほぼ同じという結果でした。これを尤度比検定すると，いずれも有意ではありませんでした。　つまり、全体で比較すると個人病院の成功率が大学病院よりも高く、この差は有意でしたが、重症と軽症で層別すると有意差はありませんでした。一見、矛盾した結果です。　これを確かめるために、表示3.6.7 をグラフ化します。



シンプソンのパラドックス
２要因による

別々の解析
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成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 21 11 32 0.66 χ 2 1.177 1.225
個人病院 1 2 3 0.33 p 0.278 0.268

計 22 13 35 0.63 -1.340
大学病院 17 1 18 0.94 χ 2 0.048 0.050
個人病院 45 2 47 0.96 p 0.826 0.823

計 62 3 65 0.95 0.280

対数オッズ比

対数オッズ比

重症

軽症

表示
3.6.7

大学病院は
重症が多く
失敗が多い

個人病院は
軽症が多い

ln
45 × 1
17 × 2

失敗率

50 例50 例 p.211

個人重症

ln
1 × 11
21 × 2

0 から離れた値

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　JMP で描いたグラフです。　柱が４本あります。横軸は左から、大学病院の重症、大学病院の軽症、個人病院の重症、個人病院の軽症です。それぞれの柱の幅は症例数を表しており、左の２本は大学病院50例、右の２本は個人病院50例なので、オレンジの両矢印で示したらように同じ幅になっています。レッドの柱の高さが失敗率、ブルーの高さが成功率です。　大学病院は重症の症例数が多いため，失敗を表す「柱の下のレッドの部分」が多くなっています。しかし、軽症では個人病院と大学病院の失敗率の差はほとんどありません。また、個人病院は軽症の症例数が多いことがわかります。　重症に注目すると、個人病院の重症の症例数が極端に少なく、さらに、失敗率は大学病院よりも高いようにも見えます。このように、極端に小さな度数であるため、検定結果では有意になりませんでした。しかし、重症の場合、大学病院に対する個人病院の対数オッズ比は－1.340 でゼロから離れた値であり、病院の種類と成功・失敗の間の関連性を示唆しています。



シンプソンのパラドックス
要因のオッズ比

大学病院の重症数のオッズは、個人病院の重症数のオッズの 27.9倍・・・１から大きく外れる
重症・軽症と大学病院・個人病院には関連性がある（独立ではない）
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重症 軽症
大学病院 32 18
個人病院 3 47

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 21 11 32 0.66 χ 2 1.177 1.225
個人病院 1 2 3 0.33 p 0.278 0.268

計 22 13 35 0.63 -1.340
大学病院 17 1 18 0.94 χ 2 0.048 0.050
個人病院 45 2 47 0.96 p 0.826 0.823

計 62 3 65 0.95 0.280

軽症

対数オッズ比

重症

対数オッズ比

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
32 × 47
3 × 18

= 27.9

表示
3.6.7

p.211

要因のオッズ比

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここで、表示3.6.7 から、要因のオッズ比、すなわち重症・軽症と大学病院・個人病院の組み合わせのオッズ比を計算すると、27.9です。つまり、大学病院の重症のオッズは、個人病院の重症のオッズの27.9倍です。ます。重症・軽症と大学病院・個人病院には関連性が強く、独立ではありません。



シンプソンのパラドックス
シンプソンのパラドックスの意味

病院の種類で解析した結果と、重症度で層別して解析した結果が、一見矛盾している
要因のオッズ比が１から外れると起こる（サンプルサイズのアンバランス）
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成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 38 12 50 0.76 χ 2 4.949 4.762
個人病院 46 4 50 0.92 p 0.026 0.029

計 84 16 100 0.84 対数オッズ比 1.290

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 21 11 32 0.66 χ 2 1.177 1.225
個人病院 1 2 3 0.33 p 0.278 0.268

計 22 13 35 0.63 -1.340
大学病院 17 1 18 0.94 χ 2 0.048 0.050
個人病院 45 2 47 0.96 p 0.826 0.823

計 62 3 65 0.95 0.280

対数オッズ比

対数オッズ比

重症

軽症

表示 3.6.6

表示
3.6.7

p.211

重症 軽症
大学病院 32 18
個人病院 3 47

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
32 × 47
3 × 18

= 27.9

要因のオッズ比

差は有意

有意ではない明確な差ではない

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　もう一度、表示3.6.6 と表示3.6.7 の結果を確認します。　重症・軽症の要因を併合すると、個人病院の成功率が大学病院よりも高く、この差は有意でした。ところが、重症・軽症で層別にすると、成功率に有意差はありませんでした。これは、右下に示したように、要因のオッズ比が１から大きく外れることにより起こります。つまり、２因子ごとのサンプルサイズがアンバランスであるために起こる現象です。



重症 軽症
大学病院 25 25
個人病院 25 25

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 17 8 25 0.68 χ 2 6.628 6.480
個人病院 8 17 25 0.32 p 0.010 0.011

計 25 25 50 0.50 -1.508
大学病院 24 1 25 0.96 χ 2 0.000 0.000
個人病院 24 1 25 0.96 p 1.000 1.000

計 48 2 50 0.96 0.000

重症

対数オッズ比

軽症

対数オッズ比

成功 失敗 計 成功率 尤度比 Pearson
大学病院 41 9 50 0.82 χ 2 4.171 4.110
個人病院 32 18 50 0.64 p 0.041 0.043

計 73 27 100 0.73 対数オッズ比 -0.941

シンプソンのパラドックス
シンプソンのパラドックスの意味（補足）

大学病院、個人病院ともに、重症25例・軽症25例を無作為に抽出（要因のオッズ比が１）
重症・軽症を併合した場合と、重症・軽症で層別した場合、結果の解釈に矛盾はない
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表示 3.6.6
（改変）

表示
3.6.7
（改変）

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
25 × 25
25 × 25

= 1

p.211

要因のオッズ比
有意

大学＞個人

大学＞個人

有意

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　テキストにはありませんが、補足します。これも仮想テータです。　仮に、大学病院と個人病院ともに、重症25例・軽症25例を無作為に抽出したとします。計50例になります。すなわち、右下の表から計算される要因のオッズ比は１です。　下の表で、重症・軽症で層別にした場合、仮に、軽症では病院間の差はなく、重症で大学病院の成功率が高いとします。重症での成功率の差は有意です。　この層別した下の表の数値を、上の表にまとめます。そうすると、大学病院の成功率は 0.82、個人病院の成功率は 0.64 で大学病院の成功率が高いという結果になります。検定結果は有意です。　上の表で大学病院の成功率が高いのは、重症において大学病院の成功率が高いからだと結論されます。要因のオッズ比が１に近い場合、矛盾した結果にはなりません。



シンプソンのパラドックス
シンプソンのパラドックスの意味

重症・軽症の要因を併合すると、個人病院の成功率は大学病院よりも有意に高かった
重症・軽症で層別すると、大学病院と個人病院の成功率に有意差はなかった（一見、矛盾）

要因を１つずつ取り上げ、他の要因を併合して解析した結果と、
他の要因で層別して解析した結果が大きく異なる現象を「シンプソンのパラドックス」という

手術の成功率と大学病院・個人病院との間に因果関係がないにもかかわらず、
重症・軽症という他の要因（第３の要因、交絡因子）の影響で、成功率に有意な差が生じた
（逆に、本来は因果関係があるにも関わらず、関連性が現れてこない場合もある）
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p.212

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　テキストの事例に戻ります。この病院の手術の成功率の事例では、重症・軽症の要因を併合すると、個人病院の成功率が大学病院よりも有意に高くなりましたが、重症・軽症で層別すると有意差はありませんでした。一見、矛盾した結果です。　このように要因を１つずつ取り上げ、他の要因を併合して解析した結果と、他の要因で層別して解析した結果が大きく異なる現象を「シンプソンのパラドックス」といいます。　　病院の事例では、本来は手術の成功率と大学病院・個人病院との間に因果関係がないにもかかわらず、重症・軽症という他の要因の影響で、成功率に有意な差が生じました。この他の要因を第３の要因、交絡因子などと呼びます。　なお、逆に、本来は因果関係があるにも関わらず、関連性が現れてこない場合もあります。　



シンプソンのパラドックス
シンプソンのパラドックスの意味

重症・軽症の要因を併合すると、個人病院の成功率は大学病院よりも有意に高かった
重症・軽症で層別すると、大学病院と個人病院の成功率に有意差はなかった（一見、矛盾）

要因を１つずつ取り上げ、他の要因を併合して解析した結果と、
他の要因で層別して解析した結果が大きく異なる現象を「シンプソンのパラドックス」という

手術の成功率と大学病院・個人病院との間に因果関係がないにもかかわらず、
重症・軽症という他の要因（第３の因子、交絡因子）の影響で、成功率に有意な差が生じた
（逆に、本来は因果関係があるにも関わらず、関連性が現れてこない場合もある）
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（重症の成功率は低い）

p.212

（重症は大学病院に多い）

手術の成功率大学病院・個人病院

交絡因子
重症・軽症

（疑似的な関係）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　下の図で、右の矢印のように、重症での手術の成功率は低いので、重症患者と軽症患者の割合は手術の成功率に影響を及ぼします。一方、左の両矢印のように、重症患者は大学病院に多く、軽症患者は個人病院に多いという傾向があります。このため、本来は手術の成功率と大学病院と個人病院との間に因果関係がないのに、点線のように個人病院の成功率が大学病院よりも有意に高いという見かけ上の疑似的な関係が現れました。これを「交絡」といい、交絡の原因となった重症・軽症の要因を「交絡因子」と呼びます。



シンプソンのパラドックス
シンプソンのパラドックスの意味

観察研究（コホート研究、症例対照研究、§3.3）の場合
リスク因子は１つのだけでなく、現実には複数のリスク因子が存在し、より複雑化する
調査目的の「結果」に影響する可能性のあるリスク因子を事前に選び出して観察する
影響の大きい因子を見逃すと、この因子と関連のある因子が影響していると誤る可能性あり
関連する因子を見逃さないように調査項目を選び出す

データが得られたならば、調査した要因をすべて取り上げて解析
要因は、質的変数とともに、量的変数 (年齢・BMIなど) が含まれる

→§4の中の『重ロジスティック回帰分析』が用いられる
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p.212

（重症の成功率は低い）（重症は大学病院に多い）

手術の成功率大学病院・個人病院

重症・軽症

（疑似的な関係）

交絡因子

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　§3.3(10) では観察研究として、「コホート研究」と「症例対照研究」を説明しました。　その説明の中で、リスク因子を１つ取り上げて説明しましたが、現実には複数のリスク因子が存在し、より複雑化しています。　調査の目的である「結果」に影響する可能性のあるリスク因子を事前に十分に検討し，それらを観察できるように計画を立案しなければなりません。影響の大きいリスク因子を見逃してデータが取られると，「見逃された因子と関連のある因子が影響しているという間違った結論が導かれる危険があります。関連する因子を見逃さないように調査項目を選び出す必要があります。　データが得られたならば，調査した要因をすべて取り上げて解析します。要因の中には，年齢や肥満度BMI などの量的変数が含まれることもあります。このような場合には，§4 で取り上げる重ロジスティック回帰分析が用いられます。



（3）シンプソンのパラドックスへの対応

もう一つの事例（症例対照研究 §3.3 ）
子供の虫歯

46

p.212

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　そこで、観察研究の一つである症例対照研究の事例を取り上げて、シンプソンのパラドックスへの対応を説明します。子供の虫歯の事例です。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックスへの対応
事例

症例対照研究（§3.3 ）の事例
目的：小学生や幼児における虫歯の原因の探索
調査：ある地域において、

虫歯がある子供（症例） 200名と、虫歯のない子供（対照） 200名を無作為に抽出
（仮想データ）
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居住環境 症例 対照 計 オッズ 下側95％上側95％
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400
オッズ 1.151 0.770 オッズ比 1.494 1.008 2.216

虫歯のある
子供

虫歯のない
子供

様々な
調査項目

表示 3.6.8

p.212

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　§3.3で説明した症例対照研究を例に取り上げて，シンプソンのパラドックスへの対応方法を示します。　　小学生や幼児における虫歯の原因を探索することが目的です。そこで、ある地域において虫歯がある子供 200名と、虫歯のない子供 200 名を無作為に抽出して調査したとします。これは仮想データです。　Excel の表示 3.6.8 を見てください（操作）。　この表は、その結果の一部です。虫歯のある子ども 200名、これが症例になります。虫歯のない子供 200 名、これが対照になります。この表では、様々な調査項目の中から、住居環境を取り上げて、子供が繁華街に住んでいるか、住宅街に住んでいるかで分類し、２×２分割表にまとめてあります。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックスへの対応
症例対照研究における比較指標

繁華街での発症率、住宅街の発症率（行パーセント）と、これらのリスク比は計算できない
症例および対象における繁華街と住宅街の割合（列パーセント）は計算できる
オッズ比が比較する指標となる（テキスト p.213脚注を参照、 §3.3 参照）
行と列を入れ替えてもオッズ比の値は変わらない（ §3.3 参照）
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居住環境 症例 対照 計 オッズ 下側95％上側95％
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400
オッズ 1.151 0.770 オッズ比 1.494 1.008 2.216

表示 3.6.8

p.213

列周辺度数から
列パーセントを

計算することは可

行周辺度数から
行パーセントを

計算することは不可

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
107 × 113

93 × 87
= 1.494 1.008, 2.216

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　この事例では、行周辺度数から計算した行パーセントは慎重に取り扱う必要があります。たまたま症例200名、対照200名と同数ですが、同数ではないこともあり得るためです。したがって、繁華街での虫歯の発症率、住宅街での虫歯の発症率を比較できませんし、リスク比を求められません。　一方、列周辺度数から列パーセントは計算できるので、症例における繁華街と住宅街の割合、対照における繁華街と住宅街の割合は計算できます。　§3.3 で説明があったように、このような症例対照研究では、オッズ比で比較します。テキスト p.213 脚注も参照してください。　なお、オッズ比には、行と列を入れ替えても変わらないという性質があります。つまり、行方向に計算した虫歯の発症のオッズからオッズ比を計算しても、列方向に計算した住居環境のオッズからオッズ比を計算しても、同じ値が得られます。オッズ比はセル度数のたすき掛けで計算するからです。 §3.3 を参照してください。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックスへの対応
虫歯の発症と住居環境

「繁華街」の子供は、「住宅街」の子供に比べて虫歯になるリスクはオッズ比で 1.494倍

オッズ比の95%信頼区間に１が含まれないので有意（ §3.3 参照）
統計解析の結果、虫歯の発症と住居環境との間には関連性があると考えられる
しかし、固有技術から虫歯と住居環境に因果関係があるとは考えにくい
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居住環境 症例 対照 計 オッズ 下側95％上側95％
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400
オッズ 1.151 0.770 オッズ比 1.494 1.008 2.216

表示 3.6.8

p.213

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
107 × 113

93 × 87
= 1.494 1.008, 2.216

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　住宅街に対する繁華街のオッズ比を計算すると、1.494です。つまり、　「繁華街」の子供は、「住宅街」の子供に比べて虫歯になるリスクはオッズ比で 1.494倍です。　このオッズ比の95%信頼区間に１が含まれないので、オッズ比は有意であり、虫歯の発症と住居環境との間には有意な関連性が認められます。　しかし、あくまでも統計解析の結果です。固有技術から考えて、虫歯の発症と住居環境に因果関係があるというのは考え難いので、別の角度からの検討が必要です。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックスへの対応
虫歯の発症と間食習慣

「間食あり」の子供は、「間食なし」の子供に比べて虫歯になるリスクはオッズ比で 3.946倍
（間食ありの発症率、間食なしの発症率は計算できないが、オッズは計算可、 §3.3 参照）

オッズ比の区間推定に１が含まれないので有意（ §3.3 参照）
虫歯の発症と間食習慣との間には有意な関連が認められた
以上の結果から、住居環境と間食習慣の両方に、虫歯の発症との有意な関連が認められた
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間食習慣 症例 対照 計 オッズ 下側95％上側95％
間食あり 136 70 206 1.943
間食なし 64 130 194 0.492

計 200 200 400
オッズ 2.125 0.538 オッズ比 3.946 2.605 5.980

𝑂𝑂𝑂𝑂 =
136 × 130

64 × 70
= 3.946 2.605, 5.980

表示 3.6.9

p.213

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excelの表示3.6.9 を見てください（操作）。　そこで，間食、つまり「おやつ」が虫歯とどのように影響しているかを検討するため，調査項目の1 つである「間食あり・間食なし」を「間食習慣」として、2×2分割表にまとめると表示3.6.9 になります。「間食あり」の子供は、「間食なし」の子供に比べて虫歯になるリスクはオッズ比で 3.946倍であり、１から離れた値でした。このオッズ比の95% 信頼区間に1 は含まれず，虫歯の発症と間食習慣の間には有意な関連性が認められました。　したがって、　住居環境と間食習慣の両方に、虫歯の発症との有意な関連性が認められたわけです。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックスへの対応
虫歯の発症と、間食習慣・住居環境との関係

間食習慣で層別して、住居環境と虫歯の発症との関連性をみる（ (1)表示3.6.1 と同様）
「間食あり」の子供の場合、居住環境と虫歯の関連性は認められない・・・𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.986 0.541, 1.800
「間食なし」の子供の場合、居住環境と虫歯の関連性は認められない・・・𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.952 0.500, 1.813
子供全体の場合，居住環境と虫歯の関連性は認められる・・・・・・・・・・・𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1.494 1.008, 2.216
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間食習慣 居住環境 症例 対照 計 オッズ オッズ比 下側95％ 上側95％
繁華街 87 45 132 1.933
住宅街 49 25 74 1.960

計 136 70 206 0.986 0.541 1.800
繁華街 20 42 62 0.476
住宅街 44 88 132 0.500

計 64 130 194 0.952 0.500 1.813
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400 1.494 1.008 2.216

間食あり

間食なし

計

表示 3.6.10

p.214

表示 3.6.8 と同じ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excel の表示 3.6.10 を見てください。　そこで、間食習慣と居住環境が、虫歯にどのように関連しているかを検討するため，間食習慣で層別すると表示3.6.10 になります。表の形式は異なりますが、(1) で取り上げた表示3.6.1 と同じです。�　表示3.6.10 は３段になっています。　上段は「間食あり」の子供を、繁華街・住宅街と症例・対照の2×2分割表にまとめた結果です。中段は「間食なし」の子供を、繁華街・住宅街と症例・対照の2×2分割表にまとめた結果です。下段は間食習慣を層別しないで、繁華街・住宅街と症例・対照の2×2分割表にまとめた結果です。表示3.6.8 と同じ表になります。　上段の間食習慣ありの場合、居住環境のオッズ比は0.986 です。中段の間食習慣なしの場合，居住環境のオッズ比は0.952です。両者はほぼ 1 であり、居住環境と虫歯の間に関連性が認められません。　しかし、下段のとおり、間食習慣を合わせて、全体で住居環境のオッズ比を計算すると 1.494 で、関連性が認められます。 



シンプソンのパラドックスへの対応
虫歯の発症と、間食習慣・住居環境との関係

間食習慣で層別して、住居環境と虫歯の発症との関連性をみる（ (1)表示3.6.1 と同様）
「間食あり」の子供の場合、居住環境と虫歯の関連性は認められない・・・𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.986 0.541, 1.800
「間食なし」の子供の場合、居住環境と虫歯の関連性は認められない・・・𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.952 0.500, 1.813
子供全体の場合，居住環境と虫歯の関連性は認められる・・・・・・・・・・・𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1.494 1.008, 2.216

↑
シンプソンのパラドックス

２つの要因の組合せの
アンバランス？
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間食習慣 居住環境 症例 対照 計 オッズ オッズ比 下側95％ 上側95％
繁華街 87 45 132 1.933
住宅街 49 25 74 1.960

計 136 70 206 0.986 0.541 1.800
繁華街 20 42 62 0.476
住宅街 44 88 132 0.500

計 64 130 194 0.952 0.500 1.813
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400 1.494 1.008 2.216

間食あり

間食なし

計

表示 3.6.10

p.214

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このように、全体では関連性が認められるのに、層別すると関連例は認められなくなりました。一見矛盾した結果です。これは，シンプソンのパラドックスです。　これまでに説明してきたように、このような現象は 2 つの要因の組合せにアンバランスがある場合に起こります。



シンプソンのパラドックスへの対応
要因のオッズ比

要因（住居環境、間食習慣）のオッズ比

繁華街の子供が間食するオッズは、住宅街の子供が間食するオッズの 3.798 倍
繁華街の子供が住宅街よりも間食する割合の高い

オッズ比は１から離れた値
・・・シンプソンのパラドックスが生じた原因
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𝑂𝑂𝑂𝑂 =
132 × 132

74 × 62
= 3.798 2.508, 5.750

居住環境 間食あり 間食なし 計 オッズ 下側95％上側95％
繁華街 132 62 194 2.129
住宅街 74 132 206 0.561

計 206 194 400
オッズ 1.784 0.470 オッズ比 3.798 2.508 5.750

表示 3.6.11
間食習慣と住居環境の関連性

p.214

間食 割合 ⁄132 194 = 0.68
⁄74 206 = 0.36

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excel の表示3.6.11 を見てください（操作）。　そこで、要因の分割表、すなわち間食習慣と居住環境の分割表を作成すると、表示3.6.11 が得られます。　繁華街の子供が間食するオッズは、住宅街の子供が間食するオッズの 3.798 倍でした。２要因のオッズ比は１から離れた値であり、両者には有意な関連性が認められました。試しに、間食ありの割合を計算すると、繁華街が  132/194 = 0.68, 住宅街が 74/206 = 0.36 であり、繁華街の子供が住宅街よりも間食する割合の高いことがわかります。　これがシンプソンのパラドックスを生じさせた原因です。



シンプソンのパラドックスへの対応
要因のオッズ比

要因（住居環境、間食習慣）のオッズ比

２つの要因（住居環境、間食習慣）の組合せがアンバランスである
「間食習慣」が交絡要因となり「居住環境」と「虫歯の発症」との関連を歪めた（媒介効果）
要因を無作為に割り付けた実験的研究と異なり、観察研究の場合は交絡に注意
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𝑂𝑂𝑂𝑂 =
132 × 132

74 × 62
= 3.798 2.508, 5.750

p.214

（繁華街の子供で
間食する割合が高い）

（間食する子供は
虫歯になる割合が高い）

間食習慣

居住環境 虫歯の発症
交絡因子

（疑似的な関係）

（媒介効果）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　２つの要因、住居環境と間食習慣の組合せが、アンバランスであることが分かりました。そのため、「間食習慣」が交絡要因となり、「居住環境」と「虫歯の発症」との関連を歪めさせました。　下の図において、左の矢印で示したように、住居環境と間食あり・なしの間食習慣に関連性があり、繁華街の子供に間食する高い割合が認められました。一方、右の矢印で示したように、間食習慣と虫歯の発症には因果関係があります。この間食習慣が交絡因子になって、本来は因果関係のない居住環境と虫歯の発症との間に、見かけ上、関連性が生じました。このような交絡因子の効果を媒介効果ということがあります。　このように，要因を無作為に割り付けた実験的研究と異なり，観察研究から得られた調査結果を評価する場合には交絡因子に注意しなければなりません。



シンプソンのパラドックスへの対応
JMP ［二変量の関係］

JMPファイル「36-虫歯.jmp」の読み込み、表示3.6.10 のデータ
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間食習慣 居住環境 症例 対照 計 オッズ オッズ比 下側95％ 上側95％
繁華街 87 45 132 1.933
住宅街 49 25 74 1.960

計 136 70 206 0.986 0.541 1.800
繁華街 20 42 62 0.476
住宅街 44 88 132 0.500

計 64 130 194 0.952 0.500 1.813
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400 1.494 1.008 2.216

間食あり

間食なし

計

表示 3.6.10

p.214

36-虫歯.jmp

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　では、この表示3.6.10 のデータを JMP で解析しましょう。「36-虫歯.jmp」を読み込んでください（操作）。　JMP には表示3.6.10 のような分割表の形では入力できないので、このように縦に並べたデータの形で入力します。



シンプソンのパラドックスへの対応
JMP ［二変量の関係］

値の順序の設定・・・表示の順番の指定、オッズの分子・分母の指定（§3.2、§3.3 参照）
間食習慣：「間食あり、間食なし」 （間食あり／間食なし）
住居環境：「繁華街、住宅街」 （繁華街／住宅街）
群 ：「虫歯あり、虫歯なし」 （虫歯あり／虫歯なし）
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間食習慣 居住環境 症例 対照 計 オッズ オッズ比 下側95％ 上側95％
繁華街 87 45 132 1.933
住宅街 49 25 74 1.960

計 136 70 206 0.986 0.541 1.800
繁華街 20 42 62 0.476
住宅街 44 88 132 0.500

計 64 130 194 0.952 0.500 1.813
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400 1.494 1.008 2.216

間食あり

間食なし

計

表示 3.6.10

p.214

「曝露因子」

「症例、対照」
36-虫歯.jmp

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　順序尺度ではありませんが、それぞれの列で値の順序の設定が必要です。住居環境は「繁華街、住宅街」、間食習慣は「間食あり、間食なし」、群は「症例、対照」の順序です。これによって、表示の順番が決まります。また、オッズの分母と分子の指定になります。基準になるカテゴリーを後に位置させると、オッズを計算するときの分母になります。各列の順序を確認してください（操作）。　なお、虫歯を引き起こす因子として想定している「間食習慣」「居住空間」を「曝露因子」といいます。また、虫歯があることを「症例」、虫歯がないことを「対照」といいます。これ以降の説明で、これらの言葉を使うこともあります。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-2.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


シンプソンのパラドックスへの対応
JMP ［二変量の関係］

［Y,目的変数］に２因子（曝露因子）
［X,説明変数］に群（症例・対照）を設定

群ごとの間食習慣の割合を比較
群ごとの居住環境の割合を比較

症例対照研究では
対照群と症例群における
曝露因子（間食習慣と居住環境）の
割合に基づいて関連性を評価
評価指標はオッズ比

（この事例で虫歯の発症率は計算不可）
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p.214

間食習慣
住居環境

（曝露因子）

群
（対照・症例）

注）テキスト表示 3.6.12 の Y、Xの取り方と逆
（テキスト p.213 脚注を参照）
この後の「モデルのあてはめ」と異なる設定

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　　「二変量の関係」で「間食習慣」と「居住環境」の２つの曝露因子と、「症例」「対照」の２群の関係を解析します。　［Y,目的変数］に曝露因子である間食習慣と住居環境の２因子を同時に設定します。［X,説明変数］に症例と対照の「群」を設定します。このようにして、「群」ごとの「間食習慣」の割合の比較、「群」ごとの「居住環境」の割合の比較を同時に行います。　このように設定するのは、症例対照研究では対照群と症例群における曝露因子の割合に基づいて関連性を評価するからです。　このときの評価指標はオッズ比です。　なお、テキスト表示3.6.12の、説明変数と目的変数の取り方が逆になっていますので注意してください。この事例の研究デザインでは虫歯の発症率は求められません。そのため、モザイク図としてはここに示した方法が適切です。213頁の脚注を参照してください。また、この後の「モデルのあてはめ」での指定とは異なることにも注意してください。　では、実行してください（操作）。



シンプソンのパラドックスへの対応
JMP ［二変量の関係］
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表示 3.6.12（改変） 群と間食習慣 群と住居環境

p.215

間食習慣の割合、居住環境の割合
（暴露因子の割合）に差が認められる

間食あり・なし
の割合の差

住宅街・繁華街
の割合の差

症例・対照ごとに
要因の割合を比較

無作為抽出した
200 名を表す幅

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.12 のモザイク図が表示されます。縦軸と横軸の設定がテキストと異なることに留意して見てください。繰り返しになりますが、テキストの設定の場合、症例群200名、対照群200名は調査ごとに異なってきますから、症例・対照の割合を比較することは適切ではありません。　左は、症例と対照における間食ありと間食なしの割合の比較です。右は繁華街と住宅街の割合の比較です。つまり暴露因子の割合の比較です。この比較から、白丸で示した箇所を見ると、左右いずれも、対照群と症例群で暴露因子の割合に差が認められます。　それぞれの図で、症例と対照の棒の幅は、無作為抽出した200名を表しており、同じ長さになっています。仮にこの人数が異なっていても、たとえば症例が200名、対照が180名だったとしても、横方向の棒の幅が変化するだけで、縦方向の割合の比較は問題ありません。



JMP ［二変量の関係］

59

シンプソンのパラドックスへの対応 p.215

Ctrl キーを押しながら
▼をクリック

同時に２つのオッズ比を出力させる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　両方のオッズ比を一度に出力させるために、Ctrl キーを押しながら、どちらか一方の▼をクリックしてオプションメニューを開き、［オッズ比］を選択します（操作）。



JMP ［二変量の関係］
虫歯の発症に対して、
間食習慣、居住環境の
２つの要因がともに
有意な関連性あり
（オッズ比の区間推定に
１を含まない）
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居住環境 症例 対照 計 オッズ 下側95％上側95％
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400
オッズ 1.151 0.770 オッズ比 1.494 1.008 2.216

表示
3.6.8

間食習慣 症例 対照 計 オッズ 下側95％上側95％
間食あり 136 70 206 1.943
間食なし 64 130 194 0.492

計 200 200 400
オッズ 2.125 0.538 オッズ比 3.946 2.605 5.980

表示
3.6.9

シンプソンのパラドックスへの対応 p.215

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　モザイク図の下に，オッズ比とその95%信頼区間が表示されます。これは、表示3.6.8、表示3.6.9 と同じ結果です。　いずれも、オッズ比の95%信頼区間に１を含まないので、虫歯の発症に対して、間食習慣と居住環境の２つの要因がともに有意な関連性が認めらます。グラフで確認された暴露因子の差が有意であることがわかりました。　なお、p.213の脚注にあるように、オッズ比の性質から、テキストの表示3.6.12 の設定で得られたオッズ比と、ここで得られたオッズ比とは同じ値になります。



JMP ［モデルのあてはめ］
間食習慣、居住環境の
２つの要因がともに有意
↓
２要因とその交互作用を含む
フルモデルの解析を行う

ここでは、複数の要因の
オッズ比を算出するため、
先ほど行った[二変量の関係]とは
モデルの指定方法が異なる
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［マクロ］＞［完全実施要因］

シンプソンのパラドックスへの対応 p.215

間食習慣
住居環境

（曝露因子）

群
（対照・症例）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　間食習慣、居住環境の2つの要因が共に有意になったので，2 つの要因とその交互作用も含むフルモデルの解析を行います。　「モデルのあてはめ」を選択し，「群」を[Y] に，「度数」を[度数] に，[モデル効果の構成] に「間食習慣」と「居住環境」，および「間食習慣」と「居住環境」の交差を設定して実行します。設定には、［マクロ］＞［完全実施要因］を使うと一度に設定ができます。ここでは、先ほど行った「二変量の関係」とは、モデルの指定方法が異なっており、説明変数と目的変数の設定が逆であることに注意してください（操作）。



JMP ［モデルのあてはめ］
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.215

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　結果が出力されたら、さらに、▼オプションメニューからオッズ比を選択します（操作）。



フルモデル：効果の尤度比検定
虫歯の発症と「間食習慣」の関連性は有意
虫歯の発症と「居住環境」が関連するとはいえない

（「居住環境」単独で解析した結果は有意であった）
「間食習慣」と「居住環境」の交互作用は有意ではない

→ 間食習慣あるいは住居環境によって、
それぞれが虫歯の発症との関係に影響を受けない
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表示 3.6.13（一部）

シンプソンのパラドックスへの対応 p.215

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.13 の　「効果の尤度比検定」の内容です。　「間食習慣」の尤度比カイ2 乗値は40.3571、p値は < 0.0001 で有意です。一方、「居住環境」の p 値は0.8894 で、有意にはなりませんでした。「居住環境」単独で症例・対照との関連性を検定した結果は有意でしたが、「間食習慣」と交互作用を含めた解析では、有意になりませんでした。2要因の交互作用の尤度比カイ2 乗値は 0.0061，p 値は0.9378 で有意にはなりませんでした。　仮に交互作用が有意であれば、居住環境によって，間食習慣と虫歯の発症との関係が異なることになります。あるいは、間食習慣によって，居住環境と虫歯の発症との関係が異なるとも言えます。　今回、交互作用は有意ではないという結果でした。したがって、間食習慣あるいは住居環境によって、それぞれが虫歯の発症との関係に影響を受けないことが明らかになりました。



フルモデル：オッズ比とその区間推定

効果の尤度比検定の結果と一致
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シンプソンのパラドックスへの対応

表示 3.6.13  JMP［モデルのあてはめ］の結果（フルモデル）

p.215

オッズ比の95%信頼区間に
１を含まない

オッズ比の95%信頼区間に
１を含む

オッズ比の計算方法（ §3.3 ）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　オッズ比の結果は、先の「効果の尤度比検定」の結果に一致して、間食習慣のオッズ比の区間推定に１を含みません。一方、居住環境のオッズ比の区間推定に１を含みます。前に示した「効果の尤度比検定」の結果と一致します。　なお、前々節の§3.3 でも説明しましたが、［二変量の関係］ではExcelで説明したデルタ法による近似が使われています。一方、［モデルのあてはめ］では、尤度比に基づいて計算されています。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3.pdf


［モデルのあてはめ］
交互作用が有意でない
（p=0.938）

交互作用の項（交差）を
除いた部分モデルで解析

［前回の設定］をクリック
「間食習慣*居住環境」を
選択して、[削除]を
クリック

［モデル効果の構成］から
交互作用の項く
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.216

交互作用の項
を除く

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　交互作用が有意ではないので、交互作用の項、つまり交差を除いた部分モデルで解析します。�　[モデルのあてはめ]のモデルの指定のダイアログで、［前回の設定］をクリックすると前回の設定が再現されます。そこから、モデル効果の構成で、交互作用の項を除きます。「間食習慣*居住環境」を選択して、[削除]をクリックします。そして、実行します（操作）。



部分モデル
交互作用を除いて解析したので、
あてはまりの悪さ（LOF）が
出力される、p = 0.938
モデルのあてはまりは悪くない

カイ２乗値は、
フルモデルの交互作用の
尤度比カイ２乗値と p値が一致
（表示3.6.4参照）

部分モデルのあてはまりは
悪くない
フルモデルと同じ結論
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シンプソンのパラドックスへの対応

表示 3.6.13（一部） フルモデル

表示 3.6.14（一部）部分モデル

p.216
交互作用の

尤度比カイ２乗値
と p 値が一致

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　交互作用を除いて解析したので、表示3.6.14 のあてはまりの悪さ（LOF）が出力されます。p 値は 0.938 で LOF は有意ではありません。　この LOF のカイ２乗値は、表示3.6.13 のフルモデルの交互作用の「効果の尤度比カイ２乗値」と一致します。これについては、先の表示3.6.4 で説明しました。　交互作用が有意ではなかったことに対応して、交互作用を除いた部分モデルのはてはまりは悪くありません。フルモデルと部分モデルの結論は一致しています。　



部分モデル
虫歯に関連する要因は
間食習慣であり，
居住環境が関連するとはいえない
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シンプソンのパラドックスへの対応
表示 3.6.14
（一部）

p.216

オッズ比の95%信頼区間に
１を含まない

オッズ比の95%信頼区間に
１を含む

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　間食習慣のオッズ比の95%信頼区間に 1 は含まれず，居住のオッズ比は 1 が含まれます。したがって，虫歯に関連する要因は間食することであり，居住環境が虫歯に関連するとはいえないと結論付けられます。



部分モデル
居住環境と虫歯の発症の関連性
全体で解析：関連性は有意
間食習慣で層別：有意ではない

→ シンプソンのパラドックス
この矛盾の原因は？→ モザイク図
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シンプソンのパラドックスへの対応
表示 3.6.14
（一部）

居住環境 症例 対照 計 オッズ
繁華街 107 87 194 1.230
住宅街 93 113 206 0.823

計 200 200 400
オッズ 1.151 0.770 オッズ比 1.494

下側95％上側95％
1.008 2.216

表示 3.6.8（一部改変）

p.216

全体で解析
居住環境と虫歯発症の

関連性は有意

間食習慣で層別
居住環境と虫歯発症の
関連性は有意ではない

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここまでの説明のように、表示3.6.8 では、全体で解析すると、「居住環境」と虫歯の発症との関連性は有意でした。一方、表示3.6.14 では、「間食習慣」で層別すると、「居住環境」と虫歯の発症との関連性は有意ではありませんでした。シンプソンのパラドックスです。このように矛盾した結果が得られるのはなぜでしょうか。　このからくりを理解するためには，モザイク図が重要な役割を果たします。



モザイク図による解析
（演習3.6.1、p 233）

［二変量の関係］で
要因ごとのモザイク図に作り直して
交互作用を解析する

注）テキストでは、
縦軸に対照と症例の割合を
取っているが、
デザインで変化するため
適切ではない →  別の設定
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.217

表示 3.6.12
（改変）

表示 3.8.9
（改変）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さきほどの病院と手術の成功・失敗の事例と同様に、［二変量の関係］を使って、上半分に示した表示3.6.12 のモザイク図を、下半分に示した要因ごとのモザイク図に作り直します。これは、演習3.6.1 の内容です。回答が 233ページにあります。　なお、さきほどから説明しているように、テキストでは、縦軸に対照と症例の割合を取っていますが、デザインで変化するため適切ではありません。そこで、テキストとは別の設定をしていきます。　この方法を順次説明していきます。



モザイク図による解析
「群」「間食習慣」「居住空間」を組み合わせた列を作り、解析に用いる

「組合せ３」：「群」（症例・対照）と「居住環境」（繁華街・住宅街）の組合せ
「組合せ４」：「群」（症例・対照）と「間食習慣」（間食あり・間食なし）」の組合せ
「組合せ５」：「居住環境」（繁華街・住宅街）と「群」（症例・対照）の組合せ
「組合せ６」：「間食習慣」（間食あり・間食なし）と「群」（症例・対照）のを組合せ
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シンプソンのパラドックスへの対応

「36-虫歯.jmp」

p.233

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「群」「間食習慣」「居住空間」を組み合わせて、新たなた列として「組合せ3」「組合せ4」「組合せ５」「組合せ６」を作り、解析に用います。　「組合せ3」は、「群」（症例・対照）と「居住環境」（繁華街・住宅街）を組合せます。　「組合せ4」は、「群」（症例・対照）と「間食習慣」（間食あり・間食なし）を組合せます。　「組合せ５」と「組合せ６」は、「組合せ３」と「組合せ４」で、組合せる順番を逆にしたものです。　この列の新規作成については、解説済みですが、おさらいをします。



モザイク図による解析
最後の列の右隣にカーソルを配置、右クリック、［列の新規作成］を選択
列名を「組合せ３」、［列プロパティ］＞［計算式］
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.233

最後の列の右隣

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　最後の列の右隣にカーソルを配置して、右クリックします。表示されたメニューから［列の新規作成］を選択します（操作）。　列名を「組合せ３」「組合せ４」「組合せ５」「組合せ６」とします。この画面では、「組合せ３」になっています。［列プロパティ］＞［計算式］を選択します（操作）。



モザイク図による解析
［関数（グループ別）］＞［文字］＞［Concat］
「組合せ３」の列を作成

同様に「組合せ４」「組合せ５」「組合せ６」
の列を作成
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.233

選択

「組合せ３」：

「組合せ４」：

「組合せ５」：

「組合せ６」：

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
 ［関数（グループ別）］＞［文字］＞［Concat］を選択します（操作）。　「組合せ３」の場合は、最初の□にテーブル列から「群」を選択して入力します。次の□に「間食習慣」を選択して入力して「組合せ３」の列を作ります（操作）。　「組合せ４」の場合は、最初の□に「群」、次の□に「居住空間」を選択して入力します。「組合せ５」と「組合せ６」は、「組合せ３」と「組合せ４」で、組合せる順番を逆にしたものです。それぞれの列を作成します（操作）。



モザイク図による解析
［分析］＞［二変量の関係］で２種類の解析
（1）Y：居住環境、X：組合せ５

（2）Y：間食習慣、X：組合せ６
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.233

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このようにして作成した新規の列で、まず「組合せ５」「組合せ６」を使います。　［二変量の関係］でモザイク図を作製します。［X,説明変数］に「組合せ５」を設定します。「組合せ５」は「間食習慣」と「群」の組合せですから、[Y、目的変数]に「居住環境」を設定します（操作）　同様に、「組合せ６」と「間食習慣」を使って「二変量の関係」でモザイク図を作成します（操作）。



モザイク図による解析
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シンプソンのパラドックスへの対応

表示 3.8.9（改変）

p.233

１つの暴露因子で層別して、もう一方の暴露因子の割合を、
症例と対照で比較・・・[モデルのあてはめ]の結果と一致

間食習慣
で層別

暴露
因子

症例・対照
の比較 居住環境

で層別

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このようなモザイク図が得られます。表示3.8.9 の代わりになるものです。１つの暴露因子で層別して、もう一方の暴露因子の割合を、症例と対照で比較した図になります。　　左のグラフでは、「間食習慣」で層別し、「居住環境」の割合（暴露割合）を縦軸に取って、症例と対照を比較しています。ホワイトの丸印で示したように、層別するとに「住宅街」と「繁華街」の割合に、症例と対照の差はほとんどありません。　右のグラフでは、「居住環境」で層別し、「間食習慣」の割合（暴露割合）を縦軸に取って比較しています。ホワイトの丸印で示したように、症例と対照に顕著な差があります。両方の層ともに、症例で間食ありの割合が高く、対照で間食なしの割合が高いことがわかります。　これらの結果は、モデルのあてはめで得られたオッズ比の結果と一致しています。



モザイク図による解析
［分析］＞［二変量の関係］で２種類の解析
（1）Y：居住環境、X：組合せ３

（2）Y：間食習慣、X：組合せ４
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.233

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　次に、「組合せ３」「組合せ４」を使って［二変量の関係］でモザイク図を作製します。［X,説明変数］に「組合せ３」を設定します。「組合せ３」は「群」と「間食習慣」の組合せですから、[Y、目的変数]に「居住環境」を設定します（操作）。　同様に、「組合せ４」と「間食習慣」を使って「二変量の関係」でモザイク図を作成します（操作）。



モザイク図による解析
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シンプソンのパラドックスへの対応

表示 3.8.9（改変）

p.233

無作為抽出した
200 名

１つの暴露因子で層別して、
もう一方の暴露因子の割合を、症例と対照で比較

間食習慣
で層別

居住環境
で層別

症例・対照
の比較

暴露
因子

症例・対照
の比較

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このようなモザイク図が得られます。こちらも１つの暴露因子で層別して、もう一方の暴露因子の割合を比較した図になります。　棒の並び方が「組合せ５」「組合せ６」と違います。こちらは、グリーン枠とグリーンの両矢印で示したように、症例と対照の200名の柱を維持しつつ、その中で層別したグラフになっています。層別した症例と対照の比較は、白い矢印で示したように比較します。　これ以降、このグラフで説明を進めていきます。



モザイク図による解析
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シンプソンのパラドックスへの対応

表示 3.8.9（改変）

p.233

症例・対照の間で
住宅街と繁華街の割合に
差はほとんどない

症例・対照の間で
間食あり・なしの割合に
差がある

[モデルのあてはめ]で
得られたオッズ比の
結果と一致

間食習慣
で層別

居住環境
で層別

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左のグラフでは、「間食習慣」で層別し、「居住環境」の割合（暴露割合）を縦軸に取って、症例と対照を比較しています。間食習慣で層別すると、白い両矢印で示したように、症例・対照の間で「住宅街・繁華街」の割合に差はほとんどありません。　右のグラフでは、「居住環境」で層別し、「間食習慣」の割合（暴露割合）を縦軸に取って、症例と対照を比較しています。住居環境で層別すると、白い両矢印で示したように、症例・対照の間で「間食あり・なし」の割合に顕著な差があります。症例で間食ありの割合が高く、対照で間食なしの割合が高いことがわかります。　次に、この左のグラフで、間食習慣を合わせて、全体で居住環境の割合を比較します。 　
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シンプソンのパラドックスへの対応 p.233

２本の柱を合わせると
両者の中間の位置から
太い柱の方に偏る 差が生じる

柱を
一本化「間食習慣」で層別 全体で比較

間食習慣
で層別

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　つまり、左の「間食習慣」で層別したグラフから、右のように層を無くして全体で居住環境の割合を比較します。　左の図で、症例・対照ごとに、「間食あり・なし」の２本の柱を合わせて１本化するとき、繁華街と住宅街の割合を示すイエローの境界線は、白い矢印のように、両者の中間の位置から太い柱の方に偏ります。　したがって、右のように、症例・対照の間で、住宅街と繁華街の割合に差が生じます。割合に差がある２者を足すときに、度数が同じであれば境界線は中間の位置になりますが、度数が異なるものを足すと境界線は大きい度数の方に偏ります。　これによって、左のように層別して比較すると差がないのに、右のように全体で比較すると差が生じるわけです。



間食習慣 居住環境 症例 対照 計 対数オッズ
繁華街 87 45 132 0.659
住宅街 49 25 74 0.673

136 70 206 0.664
繁華街 20 42 62 -0.742
住宅街 44 88 132 -0.693

64 130 194 -0.709
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表示 3.8.10（改変）Excelによる交互作用を表すグラフ

表示3.6.10（改変）

２本は離れている
間食習慣で顕著な差

２本は水平
住居環境で差がない

２本は平行
交互作用はない

全体にすると差が生じる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　表示3.6.10 を基にして、Excelで交互作用を表すグラフを描きます。テキストの表示3.8.10 の代わりになります。各自で、この図の作成に挑戦してみてください。　グラフは、「間食習慣」で層別し、横軸に「繁華街」と「住宅街」、縦軸に症例・対照の対数オッズを取ってあります。ブルーとオレンジの２本の線があり、ブルーが間食あり、オレンジが間食なしを表します。さらに全体の症例・対照の対数オッズを加えて、グレーで表してあります。　ブルーの「間食あり」とオレンジの「間食なし」の２本の線が離れているので、対数オッズに顕著な差があります。また、この２本の線はほぼ平行なので、交互作用のないことがわかります。また、２本はほぼ水平であることから「住宅街」と「繁華街」で差がないことは明らかです。　さらに、「間食あり」と「間食なし」を合わせて、全体で比較すると、グレーの線が傾き、繁華街と住宅街で差が生じます。



間食習慣 居住環境 症例 対照 計 対数オッズ
繁華街 87 45 132 0.659
住宅街 49 25 74 0.673
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間食あり・なしを合わせると
両者の中間の位置から
人数の多い水準の方に偏る

132人62人

74人

132人

表示3.6.10（改変）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　図中に対数オッズを求めたときに用いた人数の合計を記入しました。　前のスライドで説明したように、間食習慣で層別せずに全体の対数オッズを計算すると、中間の位置から人数の多い水準に偏るため、差が生じることになります。



 JMPのバブルプロット
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表示 3.8.10（改変）Excelによる交互作用を表すグラフ

間食あり・なしを合わせると
両者の中間の位置から
人数の多い要因の方に偏る

132人62人

74人

132人

（Agresti(1996) 参照）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　この右の図から、左のように、JMP でバブルプロットに描き直すとより理解できます。　記入した人数を、円の面積で表してます。住居環境で層別し、間食ありをブルーの円で、間食なしをオレンジの円で表しています。これに対して、両者を併せて計算した対数オッズをグレーの円で示しています。このグレーの円の位置は、ブルーとオレンジの中間の位置から人数の多い方に偏ることが一目瞭然です。これについては、Agresti(1996) を参照してください。日本語訳があります。



 JMPのバブルプロット

［グラフ］＞［バブルプロット］

「計」「対数オッズ」の２列は、
計算式で作成
軸の設定、バブルの大きさと色を調整

82

シンプソンのパラドックスへの対応 p.233

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　JMP のバブルプロットの作成方法を示します。  左のように JMP のデータテーブルを作成します。「計」と「対数オッズ」の２列は、計算式で作成してあります（操作）。　トップメニューの［グラフ］＞［バブルプロット］に進むと、右のダイアグラムが表示されます。Y に「対数オッズ」、Xに「居住環境」、サイズに「計」、色分けに「間食習慣」を設定します。出力された図の軸の設定、バブルの大きさと色を調整すると、前のスライドのバブルプロットが作成できます（操作）。�
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層別した２本の直線が平行
・・・交互作用はない
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繁華街
住宅街

全体

表示 3.8.10（改変）Excelによる交互作用を表すグラフ
間食習慣で層別 住居環境で層別

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　間食習慣で層別して、左のグラフが得られました。　同様に、住居環境で層別して、右のグラフが得られます。横軸に「間食あり」と「間食なし」、縦軸に症例・対照の対数オッズを取ってあります。こちらにも全体の症例・対照の対数オッズを加えてあります。この場合、偶然、３本の直線はほぼ重なりました。こちらも、線が一致しており、傾きに差がないことは、交互作用がないことを示してます。「間食あり」と「間食なし」で対数オッズに差があり、「住宅街」と「繁華街」で差がないことは明らかです。



まとめ
要因が複数ある分割表の解析

JMP［モデルのあてはめ］を利用
交互作用の扱い
シンプソンのパラドックスに注意（要因のオッズ比に注意）

交絡に対する対応
交絡因子の影響を考慮した計画

交絡因子の影響を考慮した解析をするには、考慮すべき因子をすべて調査する
固有技術に基づく試験デザインが重要
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