
1 

13章 経時データ分析 



13.1 経時データとは 



 臨床試験データ，成長データ，教育・社会データ，経済
データなどで，数多くみられる. 

 経済データの場合，個体として家計，企業，国などが考
えられ，パネルデータともよばれる. 

 

各個体について，同一の特性を時点を変えてまたは異なる
条件のもとで繰り返し測定することで得られるデータ. 

経時データ(repeated measures data) 

例：降圧薬の有効性をみるために，被験者に薬を投与し， 
  投与前，投与１時間後，２時間後，...と測定した血圧 
  の測定値のデータ 

13.1 経時データとは 



13.1 経時データとは 

 
• 11人の少女と16人の少年について，8歳から14歳まで 
 2年ごとに計測したデータ． 
• 次ページにあるように赤線部の長さを計測． 
• このデータは，顎の長さと関係し，歯列矯正の治療に有
用な情報を与えていている． 

 

少年と少女のデータの歯学データを用いて説明を行う． 

 8歳から14歳までの間にどのように成長するかを調べる！ 



13.1 経時データとは 
 
 
 
 
 
 
 
 

少年と少女の成長データ（歯学データ） 
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13.1 経時データとは 

少女１１人，少年１４人の 
２群で構成されている． 



分析においては，少女および少年の標本数は，それぞれ 
                         で，全標本数は           として扱うこと 
とする． 

13.1 経時データとは 

 ただし，少年のデータのうち２人については異常値と
考えられる計測値があり，前ページの表ではそれらを除
いたデータが与えられている．(杉浦(1997)を参照) 

表のデータをプロットすると次ページの図になる． 
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13.1 経時データとは 

データのプロット（実線：少女，点線：少年） 

年齢 

mm 
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13.1 経時データとは 

データのプロット（実線：少女，点線：少年） 

年齢 

mm 

図より， 
・少女の方が少年よりも成長が緩やか 
・個体間で違いがある 



13.2 混合効果分散分析モデル 



13.2 混合効果分散分析モデル 

 

時点間の効果や個体間の効果などを調べることできる. 

混合効果分散分析モデル 

 少女と少年のデータは２群で構成されているが，まずは 
１１人の少女のデータ（１群）に着目して説明する． 

●１群の場合 

 個の個体の各々について変量   が   個の時点          
で観測されているとき，このデータはバランス型経時データ
とよばれる． 

個体   の    時点での   の測定値を 
 
 
 
とする. 
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13.2 混合効果分散分析モデル 

 このようなデータに対する混合効果分散分析モデルとは， 
個体を変量（ランダム）因子，時点を母数因子とする２元配
置分散分析モデルを想定することである. 

 より正確に説明すると，  は，一般効果   ，個体   の 

ランダム効果    ，時点    の母数効果    ，誤差項     の和と

して次のように表されることを想定する． 

 

ここで， ，  ，  ，   はそれぞれ次をみたすこととする． 
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13.2 混合効果分散分析モデル 

•    は全体の平均を表す未知母数． 

•     は各時点での効果. 

• 変量因子の各水準に相当する               は，個体変動を

表す変量であり，それぞれ独立に             に従う. 

• 誤差項     は変量因子とは独立でそれぞれ              に従

うとする. 

• 未知母数に対して，                       を仮定し，制約条件 

 

 

 

をみたすもとのする. 



13.2 混合効果分散分析モデル 

 モデルにおいて時点間の有意性，あるいは，個体効果の
有意性を調べるための検定統計量を与える. 

 結果的には，    を通常の２元配置分散分析モデルに従う 
 観測値とみなしたときの検定統計量と同じものであり， 

時点要因による平方和（変動）： 

個体要因による平方和： 

誤差（残差）による平方和： 

全平方和： 

と表せる． 



ここで，    は全平均， は個体   の時点に関する平均， 
    は時点 の個体に関する平均である. 
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13.2 混合効果分散分析モデル 

また，平均については以下のように定義する. 

このとき，全平方和は 

と分解される． 



 このとき，時点間の有意性検定については，仮説 

13.2 混合効果分散分析モデル 

の検定を考えることになる．仮説のもとで統計量   は自由
度            の 分布に従う． 

有意水準   の検定は，    の値が自由度                   
の   分布の上側   点 

より大きければ，仮説     を棄却する. 
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13.2 混合効果分散分析モデル 

同様に，個体効果の有意性は，仮説検定問題 

を考え，統計量 

が仮説のもとで自由度                             の   分布に従う
ことを用いて調べられる. 
 これらの結果は，次の分散分析表としてまとめられる. 
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13.2 混合効果分散分析モデル 



13.2 混合効果分散分析モデル 

●多群の場合 

群の時点間の交互作用がある場合，混合効果分散分析モデル
は次のように表せる. 

ただし， は一般効果，   は第   群の効果，    は第   群と 

第 時点との交互作用，   は第   群の第   番目の個体の個

体変動である．誤差項      は互いに独立でそれぞれ     

に従い，個体変動     は互いに独立でそれぞれ            に従

い，個体変動と誤差項は互いに独立であるとする．また，未

知母数について，                    を仮定する． 



13.2 混合効果分散分析モデル 

●多群の場合 

群の時点間の交互作用がある場合，混合効果分散分析モデル
は次のように表せる. 

さらに，ウエイト付き制約条件をみたすものとする. 



13.2 混合効果分散分析モデル 

混合効果分散分析モデルのもとで 
各効果の有意性に対する   検定統計量 

群間の有意性検定： 
 

仮説のもとでの分布： 
 

統計量： 
 

時点間の有意性検定： 
 

仮説のもとでの分布： 
 

統計量： 
 



13.2 混合効果分散分析モデル 

混合効果分散分析モデルのもとで 
各効果の有意性に対する   検定統計量 

群と時点との相互作用の有意性検定：  すべての 
 

仮説のもとでの分布： 
 

統計量： 
 

個体差の有意性検定：  すべての    すなわち， 
 

仮説のもとでの分布： 
 

統計量： 
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13.2 混合効果分散分析モデル 
ただし，                          , 



13.2 混合効果分散分析モデル 
また，平均についてはそれぞれ次のように定義する. 

全平均： 

群 の個体と時点に関する平均： 

時点 の群と個体に関する平均： 

群 の個体 における時点に関する平均： 

群 の時点 における個体に関する平均： 
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13.2 混合効果分散分析モデル 

このとき，全平方和は 

と分解される． 
 
これらの結果は，次の分散分析表としてまとめられる. 
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13.2 混合効果分散分析モデル 



13.3 成長曲線モデル 



13.3 成長曲線モデル 

 

 各個体について経時的に繰り返し測定され，さらに測定
時点はすべての個体について一定であると仮定されるデー
タのモデル化の１つ. 
 各個体の時間変化に対して１次直線あるいは２次曲線な
どを当てはめ，さらに，各個体の繰り返し測定に未知の共
分散行列    をもつ多次元正規性などを想定するモデルで
ある. 

成長曲線モデル 



13.3 成長曲線モデル 

少女だけのデータで，そのモデル化を考えてみる 

 第   番目の少女の観測値を 

とする．観測値はある少女の集団からの無作為標本であり，
その集団の平均を 

とする． 



13.3 成長曲線モデル 

少女だけのデータで，そのモデル化を考えてみる 

年齢が8歳から14歳まで増えても変化しないというモデルは 

である．その変化が直線的であるというモデルは， 
                                     とおくと， 

と表せる． 



とかける．このような平均構造は，既知の行列    を用いて, 
             と表せる．ここで，  は個体内計画行列とよばれる
. 

13.3 成長曲線モデル 
このモデルを行列表示すると 

となる．変化が２次式であるというモデルは, 



  
２次の多項式モデルにおいて，直交多項式を用いたモデルは，      
 次における目的変数    の平均が 
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13.3 成長曲線モデル 

 測定値の変化を時間   の多項式として表すとする．その際，
２次の多項式であれば，基底として          を用いた． 

 時点が等間隔の場合，直交多項式の数値表があるので，そ
れを利用することもできる． 

と表せる．ここに，       は        次の直交多項式である． 



13.3 成長曲線モデル 

 直交多項式                             がどのようにして求め
られるか考えてみる. 

 多項式                     が                        において直交
しているとは，個体内計画行列 

の各列が互いに直交していることである．すなわち 

をみたす． 



となる．  
 次元平均ベクトルに多項式モデルを想定する場合，例えば，
直線モデルの場合，         であると意味のある構造が導入さ 
れる． 
 一般に， 次の多項式モデルを想定する場合，              
  が必要である. 
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13.3 成長曲線モデル 
この結果 



13.3 成長曲線モデル 
 成長曲線モデルにおいては，平均ベクトル    が             
という構造をもっている．ここに，    は         の既知行列
で，        は未知パラメータベクトルである． 
 多項式モデルであれば，多項式の次数と時点によって    
は自動的に求められる． 

 例えば， 次の多項式モデルの場合 

である．さらに，時点が等間隔であれば，直交多項式を用い
た個体内計画行列を利用することができる． 



 少女と少年のデータのように    のときの，１次，２
次の個体内計画行列は次のように与えられる. 
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13.3 成長曲線モデル 

１次の場合： 

２次の場合： 



13.3 成長曲線モデル 

 成長曲線モデルの未知パラメータ   の推定・検定につい
て考えてみる. 

このとき， の推定量とその分散の推定量は 
 

として与えられる． 

●１群の場合 

      を   次元正規母集団                からの大きさ 
   の標本とする．ここに， は         の既知行列で，              
                            は未知パラメータである．さらに，     
  は未知の正定値行列で，   のランクは   であるとする.  



13.3 成長曲線モデル 

ただし，標本平均ベクトル   と標本共分散行列   は次のよう
に定義される. 

これは， は が既知としたときの   の一般化最小２乗推定
量                               において， を で置き換えたも
のとなっている．また， の分散の推定量は 

として与えられ，これらの推定量は   と   の分布から，不偏
推定量であることが知られている． 

つまり，               の性質を持つ. 



ここでは，一般化したもとでの仮説検定 
                                 
                                

13.3 成長曲線モデル 

このとき，既知行列               による                    に関す
る検定統計量は 

として与えられる． 

 よって， に関する仮説検定を考える． 

例えば， を 次元ベクトルで                          とする．
これは                 に関する仮説検定となる． 

の既知行列について考える. 



この統計量は帰無仮説のもとで，         に従い， 
 分布の上側      点よりも大きければ棄却する． 

13.3 成長曲線モデル 

また， は尤度比統計量であり 

となる． 



13.3 成長曲線モデル 

 少女だけのデータに対して１次の成長曲線モデルを仮定
し，分析した結果は次のとおりである. 



（各群についての推測法は，誤差の推定を合併共分散行列に置き換える

必要があるが）基本的な推測については，１群の場合とほぼ同
様である． 
 変数 を 時点，観測したときの 群の成長曲線モデルは 
 

13.3 成長曲線モデル 

と表せる．ここで，（１群の場合と同様に） は         の
個体内計画行列であり，                          は未知パラメー
タである. 

●多群の場合 

 成長曲線モデルの未知パラメータ   の推定・検定につい
て考えてみる. 



13.3 成長曲線モデル 

このとき，平均パラメータ    の推定量は 
 

 ここで，  は第   群の平均ベクトル， は合併共分散行
列であり，それぞれ次のように与えられる. 

で与えられる． 



13.3 成長曲線モデル 

また， ，               の共分散行列の不偏推定量として 

が提案される． 



ここでは，         として，次のような一般化し
たもとでの仮説検定について考える.                    
                                

13.3 成長曲線モデル 

例えば，                     ， を   次元ベクトルで                
                        とすると，これは                  に関する
仮説検定となる． 

として与えられる． 

 よって， に関する仮説検定を考える． 

の既知ベクトル， の既知行列 

 このとき，                      に関する検定統計量は 



この統計量は帰無仮説のもとで，          に従い， 
 分布の上側      点よりも大きければ棄却する． 

13.3 成長曲線モデル 

また， は尤度比統計量であり 

となる． 



13.3 成長曲線モデル 

 多群（少年と少女のデータ）に２次の成長曲線モデルを
仮定し，分析した結果は次のとおりである． 



13.4 線形混合モデル 



13.4 線形混合モデル 

 経時データでは，測定時点や測定条件が個体毎に異なっ
たり，各個体の繰り返し測定数も個体によって異なる場合
が生じる． 

• 回帰モデルによる方法も利用できるが，回帰係数を群の
みに依存させるとデータによっては個体変動が十分には
記述できないこともある． 

•  回帰係数を個体ごとに変えたモデルも考えられるが，
データによっては，各個体の変動を過剰にモデル化して
いるという問題点が生じる． 

 このような測定時点や測定条件が異なるデータに対する
モデルとして，線形混合モデルがある． 



ただし，    は          の既知計画行列，   は          の既知

計画行列， は         のパラメータベクトル， は         

の確率ベクトル，   は          の誤差ベクトルである． 

また，   は固定効果ベクトル，   は変量効果ベクトルとよば

れる． 

 目的変数が，経時的または異なる条件のもとで観測される
とする．第   個体（もしくはクラスターや群）のデータに対
して 
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13.4 線形混合モデル 

を想定する場合，上記を線形混合モデルという． 



を仮定したり，一様共分散構造や系列共分散構造などを想定
する場合もある. 

 変量効果ベクトルと誤差ベクトルについては 
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13.4 線形混合モデル 

正定値 

は互いに独立に， に従う 

と は互いに独立 

を仮定する． 
 誤差ベクトルの共分散行列としては 

・ 

・ 

・ 



13.4 線形混合モデル 

全てのデータ                         に対するモデルは，次のよ
うに表せる. 

ただし， 

であり，        とおくとき，                                               
                 である．このとき，     
 と   は互いに独立で，それぞれ 

に従う． 



13.4 線形混合モデル 

ここで，                                                         
以上より， は 

に従っている． 



 “           (尤度) ” を考えることにより 
 
 

 
 を最小にする最尤法（ML）によるもの 

 
最尤法の修正版である制限付き最尤法（REML）による
もの 
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13.4 線形混合モデル 

このとき，未知パラメータ            の推定量として 

がある． 



13.4 線形混合モデル 

ただし，     と     の相関係数 と     は互いに独立，    は
互いに独立，     は互いに独立，     と             も互いに独
立とする. 

 少女と少年のデータで少年のみのデータに対して，次の
ような線形混合モデルを考える． 

このとき，推定するパラメータは          とな
る． 
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13.4 線形混合モデル 

 したがって，線形混合モデルでの分析を行った結果が以下
の表である．ただし，前ページの推定量については，最尤法
（ML）によって推定をしている． 



13.4 線形混合モデル 

ただし，  は個人を表す番号，  は時点，    は長さ， は時
点， は少女（F）のとき０となり，少年（M）のとき１と
なるダミー変数である. 

 次に，少女と少年のデータに対して，次のような線形混
合モデルを考える. 
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13.4 線形混合モデル 

 したがって，線形混合モデルでの分析を行った結果が以下
の表である．ただし，推定量については，最尤法（ML）に
よって推定をしている． 



13.5  まとめ 



13.5 まとめ 

 ３つのモデルを用いて分析した． 
 A：混合効果分析モデル 
 B：成長曲線モデル 
 C：線形混合モデル 

３つのモデルの違いとして以下が挙げられる． 

• （誤差以外の）個体変動を取り入れたモデルは，AとC
で，Bでは取り入れられていない 

• 時間の変化に関して，Aは時点効果を考えているが，一
方，BとCでは，より詳しく時間の関数（曲線）として
表されている 



13.5 まとめ 

 ３つのモデルを用いて分析した． 
 A：混合効果分析モデル 
 B：成長曲線モデル 
 C：線形混合モデル 

３つのモデルの違いとして以下が挙げられる． 

• AとBはバランスデータ（測定時点が個体ごとに同一）
に適用できるが，アンバランスデータには適用不可．C
はアンバランスデータにも適用できる 

• 時点間の共分散構造について，それぞれ異なる構造を仮
定している 



13.5 まとめ 

 ３つのモデルを用いて分析した． 
 A：混合効果分析モデル 
 B：成長曲線モデル 
 C：線形混合モデル 

３つのモデルの違いを表にまとめると以下となる． 

個体変動 時点効果 バランス アンバランス 
(時点間の) 
共分散構造 

A 〇 〇 〇 × 
それぞれ 
異なる 

B × 時間の関数 〇 × 

C 〇 時間の関数 〇 〇 


