
回帰分析の拡張  例題

car パッケージの SLID データを使い、時給を被説明変数、その他の変数を説明変数として、これらの記述統

計と散布図／箱ひげ図を確認したうえで、

• (モデル 1) 線形の主効果のみのモデル、

• (モデル 2) モデル 1 に年齢と教育年数の二乗項を加えたモデル、

• (モデル 3) モデル 1 に性別と年齢の交互作用効果を加えたモデル

• (モデル 4) モデル 1 の被説明変数を対数変換したモデル

• (モデル 5) 自由にモデルを作り、それらの中でもっとも「よい」と思われるモデル、

の 5 種類のモデルを OLS で推定し、結果を解釈しなさい。

解答例

SLID データから、欠損値を含むケースを除外したうえで分析に用いる。用いる変数の記述統計は表１のように

なる。特に極端なサンプルの偏りは見られない。

表１ 用いる変数の記述統計

============================================================================

     wages         education          age           sex          language   

----------------------------------------------------------------------------

 Min.   : 2.30   Min.   : 0.00   Min.   :16.0   Female:2001   English:3244  

 1st Qu.: 9.25   1st Qu.:12.00   1st Qu.:28.0   Male  :1986   French : 259  

 Median :14.13   Median :13.00   Median :36.0                 Other  : 484  

 Mean   :15.54   Mean   :13.34   Mean   :37.1                               

 3rd Qu.:19.72   3rd Qu.:15.10   3rd Qu.:46.0                               

 Max.   :49.92   Max.   :20.00   Max.   :69.0                               

----------------------------------------------------------------------------

賃金とその他の変数を図示すると図 1 のようになる。図１を見ると、教育年数が高いほど賃金が高くなる傾向が

みられる。年齢は 40～50 歳あたりでもっとも賃金がたくなっている。また女性よりも男性のほうがやや賃金が高く、

言語に関しては特に差は見られない。これらの変数を使って重回帰分析を行った結果が表 2 である。ただし、

教育年数と年齢は平均値でセンタリングしてある。

  モデル 1 を見ると、言語以外はプラスの有意な効果があるのがわかる。モデル 2 を見ると、年齢がプラスの有

意な効果を持ち、年齢の二乗がマイナスの有意な効果を持っているので、図 1 で確認したように、年齢の上昇

による賃金の上昇はある程度で頭打ちになることがわかる。教育年数も教育年数の二乗もプラスの有意な効果

を持つので、時給は教育年数に比例して増加するのではなく、高学歴層で急激に増加する傾向があることがわ

かる。モデル 3 は年齢と男性ダミーの交互作用が性の有意な効果を持っており、年齢が上がるにつれて男女の

賃金格差が拡大することがわかる。
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図 1   時給と教育年数、年齢、性別、言語の関係

表 2 時給の回帰分析
========================================================================================
                                   モデル 1    モデル2    モデル3    モデル4    モデル5
目的変数                            時給       時給       時給       対数時給    対数時給
-----------------------------------------------------------------------------------------
(Intercept)                        13.801***  14.993***  13.799***   2.506***   2.593*** 
                                   (0.156)    (0.185)    (0.155)    (0.010)    (0.013)   
education                           0.917***   0.828***   0.915***   0.055***   0.059*** 
                                   (0.035)    (0.034)    (0.035)    (0.002)    (0.003)   
age                                 0.255***   0.277***   0.190***   0.018***   0.016*** 
                                   (0.009)    (0.009)    (0.012)    (0.001)    (0.001)   
sex: Male/Female                    3.455***   3.400***   3.455***   0.224***   0.279*** 
                                   (0.209)    (0.203)    (0.208)    (0.013)    (0.018)   
language: French/English           -0.015     -0.259     -0.057      0.005     -0.015    
                                   (0.427)    (0.413)    (0.424)    (0.027)    (0.025)   
language: Other/English             0.143     -0.219      0.092      0.010     -0.008    
                                   (0.325)    (0.319)    (0.323)    (0.021)    (0.020)   
I(age^2)                                      -0.010***                        -0.001*** 
                                              (0.001)                          (0.000)   
I(education^2)                                 0.039***                         0.003*** 
                                              (0.007)                          (0.001)   
age x sex: Male/Female                                    0.130***              0.008*** 
                                                         (0.017)               (0.001)   
sex: Male/Female x I(age^2)                                                    -0.000*** 
                                                                               (0.000)   
education x sex: Male/Female                                                   -0.022*** 
                                                                               (0.004)   
sex: Male/Female x I(education^2)                                              -0.002*   
                                                                               (0.001) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
R-squared                               0.297      0.342      0.307     0.309      0.398 
N                                    3987       3987       3987      3987       3987     
=========================================================================================
*** p < 0.001, ** p <0.01, * p<0.05, カッコ内は標準誤差

2



  モデル 4 は目的変数が対数変換してあること以外、モデル 1 と同じ結果であるが、決定係数を見ると、0.297

から 0.309 に増加しており、単純に比例するのではなく、指数関数的に増加すると仮定したほうが、データへの

フィッティングが良い。モデル 5 は、モデル 2～4 を組み合わせたもので、決定係数は 0.398 であるので、フィッ

ティングの改善がみられる。教育年数、教育年数の二乗と男性ダミーの交互作用効果を見ると、いずれもマイナ

スの有意な値なので、教育年数の効果は女性のほうが大きいことがわかる。

上記の計算のためのスクリプト

library(car)
# 宿題をやる際には、”gss93 <- read.csv(file.choose())”でデータを読み込むこと

head(SLID)
summary(SLID)

SLID <- na.omit(SLID) # 欠損値のあるケースを削除したデータを作る

summary(SLID)
# データの分布をみる

par(mfrow=c(2, 2), mar=c(4, 4, 0.4, 0.5)) # mar はグラフの上下左右の余白を調整する

plot(wages ~ education, data=SLID)
plot(wages ~ age, data=SLID)
plot(wages ~ sex, data=SLID)
plot(wages ~ language, data=SLID)
# 変数のセンタリング

# （交互作用効果を検討する場合、連続変数はセンタリングしたほうが解釈しやすい)
# mean は平均値を返す。

SLID$education <- SLID$education - mean(SLID$education)
SLID$age <- SLID$age - mean(SLID$age)

lm1 <- lm(wages~. , data=SLID)
lm2 <- lm(wages~.+I(age^2)+I(education^2), data=SLID)
lm3 <- lm(wages~.+age:sex, data=SLID)
lm4 <- lm(log(wages)~., data=SLID)
# モデル 5 に関しては試行錯誤して、どんなモデルが良いかは自分で考える

lm5 <- lm(log(wages)~.+sex*(age+I(age^2)+education+I(education^2)), data=SLID) library(memisc)
mtable(lm1, lm2, lm3, lm4, lm5)

# 残差の分布のチェック

plot(lm1)
plot(lm4) # 残差の分布を確認。対数変換して残差分散が一定に近づいたのがわかる
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宿題

下記の GSS93.txt データをダウンロードして使い、wage
を被説明変数、その他の変数を説明変数として、これらの記述統計と散布図／箱ひげ図を確認したうえで、

(モデル 1) 線形の主効果のみのモデル、

(モデル 2) モデル 1 に年齢の二乗項を加えたモデル、

(モデル 3) モデル 1 に性別と年齢の交互作用効果を加えたモデル

(モデル 4) モデル 1 の被説明変数を対数変換したモデル

(モデル 5) 自由にモデルを作り、それらの中でもっとも「よい」と思われるモデル、

の 5 種類のモデルを OLS で推定し、結果を解釈しなさい。

データは以下の URL からダウンロード

http://dl.dropbox.com/u/1144829/gss93.csv
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