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本特集のテーマは「統計的因果推論」です。「因果」というと何か難しい哲学のよ

うなものを思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし，実は「データの散布図を

描く」「直線をあてはめる」といった基本的な操作の中に，すでに因果推論の萌芽が

あります。

統計的因果推論で鍵になるのは「介入」ということです。現在の条件が続くという

仮定のもとで，将来の予測を行うために「直線を引く」のであれば「因果関係」と

「相関関係」の違いはあまり問題になりません。ところが，「介入」すなわち何かの条

件をコントロールすることによって自分の目的を実現しようとすると，そうはいきま

せん。たとえば「運動をしている人は元気だ」から「運動をすると元気になる」とは

必ずしも言えないのです。

実験室で化学や物理の実験をする場合，使う器具や試薬はよく洗浄したり新品を使

ったりします。また，調べたい効果の原因だけを除いた「コントロール」を用意して

比較します。これらの注意によって，汚染やバックグラウンドによらない真の効果を

求めることができるわけです。ところが，我々の直面する多くの事例，たとえば，マ

ーケティング，野外での生態観察，医薬品の評価などでは，このように制御された測

定は不可能です。人間の内側を消毒したり，もう一度テストをするために記憶を失わ

せたりすることはできませんし，相手が人間以外の生物や複雑なシステムでも同じで

す。

こうした状況下で因果関係を調べる方法としては，乱数によるくじ引きを利用した

ランダム化比較試験(RCT)があります。ここまでを因果推論の世界では「実験」と

呼びますが，RCTはコストが高く実施できる局面も限られています。なんとか自然

の状態で観察したデータから因果関係を明らかにできないでしょうか。これは，いう

までもなく困難な課題ですが，手も足も出ないわけではありません。この特集では，

この目的のための技法のうち，基礎的なものから，少し進んだ話まで，入り口の部分

をまとめました。これらは，データを解析する人にとって必須の知識であるだけでな

く，たとえば市民が環境や社会について考えるためにも知る価値がある内容だと考え

ています。 (特集担当 伊庭幸人・立森久照・林岳彦)
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本書を手に取っている方ならば “因果と相関は違う”というフレーズを一度は耳に

したことがあるのではないでしょうか？ 確かに相関係数や連関指標が大きいからと

言って，その 2変数に直接的な関係があるとは限りません。しかし，第 3の変数に

よる偽相関や非定常時系列データの話題など “関連があるが因果でない”例の羅列だ

けでは因果推論には至りません。

この問題に対して近年の統計的因果推論の枠組みは「《もし〜であった場合》を明示

的に考える仕組みを導入することが因果の問いに答える」ことであると考えています。

Rubinの因果モデルでは，潜在的な(起こり得る可能性のある)結果，Pearl流の因果

モデルでは仮想的な介入を考えることが，それに相当しています。こうした統計的因

果推論の発想に基づく解析法は，応用や実務にも役立ち，かつ通常の関連や回帰によ

る解析と異なる結果を与え，妥当な結論を与える場合が多いという点で学ぶ価値があ

ると思います。詳しくは本書の内容をご覧ください。

さて，この特集では扱えなかった話題として，因果関係の背後に存在するメカニズ

ムをいかに想定するかという問題があります。たとえばマーケティングなら消費者の

意思決定メカニズムや企業の価格決定メカニズム，環境であれば汚染物質が生物のど

の器官に影響を与えて個体数を減らすかのメカニズムを想定してこそ因果関係を議論

したといえるのであって，変数間の条件付き独立性などの確率モデル上の仮定は因果

探索において確かに有効かもしれませんが，それだけではメカニズムの仮定とは言え

ません。

結局は言い古された議論になりますが，ドメインに依存しない万能な解析アルゴリ

ズムではなく，目の前のデータの背後の領域固有メカニズムを想定した因果モデルを

作り，介入しながらその仮定を修正するというプロセスが最終的にはよい意思決定に

つながります。領域固有の知識なく汎用的な方法論だけで勝負するデータサイエンテ

ィストがデータロボットに置き換わる時代は目前に(すでに)来ています。

またこの特集タイトルの “統計的”という修飾語を外した先には，Rubinの因果モ

デルと関連の深い分析哲学者 Lewisの反事実的条件法，Kripkeの可能世界意味論，

または疫学でのHillの因果関係の基準などがあります。これらの議論を学ぶことで，

われわれが実証研究や解析を行うという観点では相関と因果は断絶しているのではな

く，案外連続的であることもわかると思います。 (特集担当 星野崇宏)
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特集の内容は 7編の解説といくつかの短いコラムからなっています。

最初の 4編は主に概念や方法を扱っています。本特集では，教科書の各章のよう

にテーマに区切って分担執筆してもらうというやり方はせず，それぞれの著者に自分

の考えの流れにそって自己完結的に書いていただくことを基本としました。この方式

は効率という点ではベストではないかもしれませんが，それぞれがほぼ単独で読め，

同じ主題の異なる視点からの解説が楽しめるという利点があります。

最初の立森の解説とその次の林・黒木の解説は，はじめての人のための入門編を意

図したものです。いちばん重要な「因果の方向」「交絡」そして「介入」のあたりは

重複をいとわずに説明しました。そのあとの行く先は違っていて，立森のほうは，層

別化や重回帰という基本的な手法の紹介をゴールとするのに対し，林・黒木のほうは

因果ダイアグラムの読み方である「バックドア基準」を目標とします。

続く津川の解説は，もう少し高度な手法(操作変数法，回帰分断デザイン，中断時

系列デザイン，差の差分析)について，コンパクトにまとめています。このうち，操

作変数法と差の差分析(差の差法)は，それぞれ星野と山口の解説でも論じられます。

また，応用範囲の広い傾向スコア法は，後の複数の解説で扱われます。

星野の解説は，特集の主題へのよりきちんとした導入を意図したものです。ビジネ

スへの応用を意識した例を用いて，傾向スコア法，操作変数法やその周辺の話題が体

系的に解説されています。最初からしっかりした解説が読みたい初心者の方は，ここ

から始めるのがよいかもしれません。

残りの 3編は応用編です。加藤・星野の解説は上の星野の解説とセットになった

もので CMの効果というビジネスに直結した問題を扱っています。中村・南の解説

は野球の戦術であるバントの効果を傾向スコアを用いて調べています。最後の山口の

解説は，保育所の設置と女性の就業の因果関係について，差の差法と重回帰分析を用

いて解析しています。

因果推論の研究の大きな流れのうち，星野の解説は Rubinによる定式化を下敷き

にしているのに対し，林・黒木の解説は Pearlの流儀の入り口を覗いたことになりま

す。また，山口の解説は計量経済学における因果推論の典型例となっています。一冊

でさまざまな立場からのアプローチを俯瞰できるのが，この特集の魅力のひとつです。

時系列の因果解析，構造方程式モデリング，因果構造分析についてはほぼ割愛せざ

るを得ませんでした。無向グラフに基づくグラフィカルモデリングについては，小

原・土谷による連載記事が扱っています。 (特集担当)
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因果には向きがある

いきなりだが，図 1(a)を見てほしい。これは 2つの変数 Xと Yの関連を示す

ための散布図と呼ばれる図である。図を眺めていると何やら Xと Yの間には直

線的な関係がありそうに見える。試しに図 1(b)のように直線を引いてみると，

ますますそう見えてくるのではないだろうか。この図を見ていると Xを大きく

すると Yも大きくなるような気がしてくるが，果たしてそれは妥当な解釈なの

だろうか？

実は散布図だけをいくら眺めていても，どうやら Xの値が大
・

き
・

い
・

と
・

き
・

に
・

Yの

値も大きいといった関係がありそうだということは分かっても，Xの値を大
・

き
・

く
・

し
・

た
・

と
・

き
・

に
・

Yの値も大きくなるかはどうか分からない。後で定義するが，前者

は相関関係に対応し，後者は因果関係に対応する。

たとえば図 1(c)のように，Xが身長で Yが体重の場合を考えてみよう。この

場合は身長が高い人は体重も重いだけでなく，身長が伸びれば体重も重くなると

解釈してもよさそうである。しかし，図 1(d)のように逆に Xが体重で Yが身長

の場合を考えてみると，体重が重い人は身長も高い人が多いだろうが，少なくと

も体重を増やせば背が伸びるかというとそれは違うという気がする。

この例でなぜこのような判断ができるかというと，データ以外の知識も利用し

ているからである。ここでは身長と体重についての生物学的な知識がそれにあた

る。

では因果関係の判定は，データサイエンスの守備範囲外かというとそれもまた

正しくない。データからいかに因果関係に迫るかはデータサイエンスにおける因

果推論(統計学的因果推論)として様々な方法論が検討されてきた。ここではその

中でも，観察研究での因果推論の入門として，そのための基本的な手法である

「層別解析」と「回帰モデルの利用」についての理解を目標としたい。
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因果と相関を見誤ると何が困るのか？

Xと Yという 2つの要因の関係は，因果関係と相関関係に区別できることを

述べた。なぜこのように区別しなくてはならないのだろうか。因果関係を考える

ときに最も知りたいのは，原因となる要因 Xを変化させたときに，本当に結果

となる要因 Yが変化するかである。原因となる要因 Xが大きい値のときに，結

果となる要因 Yの値も大きい(または小さい)ということが知りたいわけではな

い。

われわれは因果関係があることが分かった暁には，原因を変化させることを通

じて結果を変えることを目論んでいるのである。因果と相関を見誤ると，いざ原
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図 1 散布図だけからは因果は分からない
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ここでは統計的因果効果としてもっとも広く利用されているルービン因果モデ

ルに基づく因果効果の定義，そして因果効果を実際に推定する方法として医学か

ら経済学・社会学・ビジネス分野に至るまで非常によく利用されている傾向スコ

アを用いた解析法を紹介します。また，傾向スコアと同様に因果効果の推定法と

して理解されている操作変数法との違いについても説明します。

1 反実仮想 後悔先に立たず，そして後を絶たず

後悔先に立たず，とは言うものの，日常で「あのときこうすればよかった」と

思いを巡らせることはありませんか？ ｢あのとき転職していなければ」「もう少

し英語を勉強していれば」「ダイエットをしていれば」「あのプレゼンにもうすこ

し時間をかけていたら」など，個人的な事柄から仕事に関わることについて，

「もし実際と違って〜していた場合の結果」を想像し(これを反実仮想といいま

す)，現状と比較して後悔する，あるいは自分の決断の正しさを再確認するとい

うことはしばしばあると思います(図 1)。

国レベルの政策などでも「消費税を増税しなかったら景気は落ち込まなかった

のか」「TPPに参加しない場合にくらべて参加するとどれだけGDPが増えるか」

「いじめによる自殺件数が増加したが，増員したスクールカウンセラーの効果は

なかったのではないか」などを議論することがありますが，これらも「もし実際

と違ってある政策を実施していなかった(あるいは実施していた)場合の結果」と

現状を比較して議論するわけですから，個人レベルの後悔の話と基本的には同じ
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枠組みで政策の効果を考えているということになります。

このように，ある行動や選択が結果にどのように影響を与えるかを考える際に

は，「もし実際と違って〜していた場合の結果」と現状を比べる反実仮想の考え

方は極めて自然です。実は統計学で標準的な因果効果推定の枠組みとなっている

ルービン因果モデルは，この反実仮想をただの想像ではなくデータから行う統計

学の枠組みといえます。個人的にも仕事でも後悔は後を絶たないわけですが，そ

れでも反実仮想を正しく行えたら，今後の意思決定をよりよいものにしていくこ

とができるはずです。

2 潜在的結果変数とルービン因果モデル

後悔や施策の効果を評価する枠組み

さっそくハーバード大学のルービン教授が 1970年代に提案したルービン因果

モデル(文献[1]参照)を説明するための記号を導入しましょう。まずは説明の簡

便のために“もし〜”として考える条件は 2つだけとしましょう(3つ以上の場合

はまたあとで)。また変数 Zを 2値変数(Z=1, 0)の介入有無のインディケータ変

数(またはどちらの群に属するかを表す変数)とします。Yを結果変数(アウトカ

ム)の値としますが，反実仮想の考え方を利用するので，Yは本来 2変数あると

考えます。具体的にはYを“もしその人が Z=0という条件を受けた場合の結果

変数”，そしてYを“もしその人が Z=1という条件を受けた場合の結果変数”と

します。

本特集の加藤・星野の稿で紹介する解析例として次の状況を考えます。あるス

マホゲームを運営している企業が認知度や利用率を高めるべくテレビ CMを打

つとして，CMの効果検証をするとしましょう。効果検証の KPI(重要業績評価

指標)はいろいろ考えられますが，ここではゲームの利用時間としましょう(後で

利用率等も指標にします)。具体的にはある 2週間の間にCM接触したら Z=1，

非接触なら Z=0とし，その後の 2週間の利用時間を調べます。ここでYとY

はそれぞれ，ある人の

Y：テレビCMを見た場合の，ゲーム利用時間

Y：テレビCMを見なかった場合の，ゲーム利用時間
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