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AMOSによる構造方程式モデルの分析入門

村瀬 洋一

１．構造方程式モデルの考え方

1.1.分析の目的

エイモスやリズレル、ＥＱＳなどのソフトを使うと、因子を使った重回帰分析等、構造

方程式モデル（セム、共分散構造分析とも言う）と呼ばれる高度な分析を行うことができ

る。通常の分析だと、まず因子得点を作り、その後に重回帰分析を行うが、構造方程式モ

デルでは、最尤推定法により一括して計算結果を出すため、より正確な結果が出る。

分布の形が完全に正規分布ならば、最尤推定法も、従来型の最少二乗法も、同じ結果に

なるが、分布が歪んでいる場合は、最尤推定法の方がよいと言われる。ただし経験上、サ

ンプル数が多ければ(数百人以上あれば)、どちらでもあまり結果は変わらない。なお、あ

まり少人数のデータで構造方程式モデルでの分析はできない。

1.2.モデル

よく使われるモデルは以下の３つである。

1)確証的因子分析

2)因子を使った重回帰分析

3)パス解析（複数段階の重回帰分析）

実在する変数を「観測変数」、観測変数を用いて人工的に作る変数を「潜在変数」とよ

ぶ。潜在変数のことを因子ともよぶ。観測変数は、調査票の中に実際に存在する変数。

1.3.適合度係数

モデル全体のあてはまりの良さを表す係数は各種あるが、RMSEAはモデルに無駄に複雑

な部分がないかどうかを表すものであり、最近よく使われる。0.10以下ならば良いモデル、

0.05以下だとかなりあてはまりが良い。GFIは0.90以上など大きくなりがちである。

２．ＡＭＯＳによる分析

2.1.ＳＰＳＳ本体でのデータファイル作成

エイモスはＳＰＳＳ形式データファイル(拡張子sav)を読み込んで、分析に使うことが

できる。ただし、事前に欠損値を除いてから、データファイルを作成した方がよい。以下

のように、SPSSでselect文を使うと、欠損値を除いて人数を減らしたデータを作成できる。

SPSSのmissing values文で欠損値指定しても、AMOSで扱う際は欠損値を含んだデータとな

ってしまい、適合度係数の一部が出ないので、select文を使う必要がある。

欠損値を含むデータの場合は、「分析のプロパティ」で、「平均値と切片」を指定する。

ただしAMOSは、欠損値を含むデータの場合、適合度係数を計算できない。

select文の例
Q6の欠損値が９の場合、以下のようにすれば９以外の値のみが残る。neはnot equal

SELECT IF Q6 ne 9 .
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Q8Aの値を８未満とする。
SELECT IF Q8A < 8 .

これらをシンタックスウィンドウに書き実行する。その後、データファイルを名前をつ

けて保存する。それをAMOSで利用すればよい。

2.2.ＡＭＯＳの操作

1)ＡＭＯＳを起動し、自分の好きなモデルの図をかく。観測変数は四角、潜在変数は楕

円や丸でかく。

2)名前をつけてモデルを保存する（拡張子amw のファイル）

3)画面上の「表示」をクリックして、「分析プロパティ」を選び、分析時の条件を指定

する。普通は推定タブをクリックして最尤法を選び、「平均値と切片」は指定しない、「出

力」タブでは、標準化係数と「重相関係数の平方（R二乗のこと）」を選べばよい。あと

は、とくに選ばなくてよい。出力したいものを増やすと、他にもいろいろな数字が出る。

4)画面上の「ファイル」をクリックして、「データファイル」を選び、分析に使うSPSS

形式データ(拡張子savのファイル)を指定する。ファイル名ボタンで選べばよい。
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グループ化変数やグループ値のボタンを使うと、男性のみに絞った分析などができる。

5)推定値を計算ボタン（鍵盤のようなボタン）を押すと分析が実行される(あるいはctr

l+F9)。変数名が間違っていると動かないので直すこと。エラーが出たら、以下の３．を

読み、間違っている部分は直す。

6)図の左にある赤い↑キーを押し、結果を図に表示する。その下にある「標準化推定値」

と書いてあるところをクリックすると標準化された係数が表示される。

図では、結果の数字を移動したり、R二乗を太字にしたりして、結果を見やすくする。

web上にあるサンプルモデルのようにするとよい。以下は因子を使わないパス解析の例。

３．分析時の注意点

3.1.データ中に欠損値がある場合

ＳＰＳＳデータファイル中に欠損値がある場合は、ＡＭＯＳでは一部の分析結果が出な

い。ただしＡＭＯＳの画面上の「表示」をクリックして「分析のプロパティ」を選び、推

定タブの中の「平均値と切片を推定」を選べば、分析結果が出る（なお、標準化係数、重

相関係数の平方（決定係数R )は、チェックしておく）。2

ただし、この場合、GFIやAGFIや標準化係数などが出ない。上記のように、ＳＰＳＳ本

体を使って、欠損値を除いたデータファイルをあらかじめ作っておいた方がよい。

3.2.エラーとなり分析結果が出ない原因

1)観測変数名が間違っている。データファイルの中に存在する名前を書く。

2)因子を作る時に固定母数（パラメーター１）を忘れた

因子から観測変数へのパスを１つだけ右クリックしてプロパティ →

パラメーターボックスに半角数字で１を入れる。

3)誤差項をつけ忘れた － 矢印が刺さっている変数（内生変数）には必ず誤差項をつ

けること。図1で、両方向矢印ボタンの右にあるボタン（誤差項をつけるボタン）を使え

ば、誤差項をつけることができる。誤差項には、e2 など適当な名前をつける。他の変数

と同じ名前でなければよい。
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分析した時にエラーが出る理由は、おおむねこの３つの理由である。その他、あまり似

ていない複数の観測変数を使って無理な因子を作ったり、強い多重共線性がどこかにある

モデルなど、不適切なモデルは分析結果が出ない。いくつの因子をどのように作るべきか

等を、よく考えてモデルを作れば良い。試行錯誤が大切。まず、通常型の探索的因子分析

をして、どの変数間が似ているかを確認してから、因子を作るなどするとよい。

テキスト出力の内容を見ると、問題のある変数が表示されるので、モデル内のどこが不

適切か見当をつけるとよい。なお社会調査データを用いる場合、外生変数として年齢や学

歴、収入（または財産）など基礎項目を入れた方が、モデルの適合度は上がる。

４．因子分析とは何か

4.1.因子分析の目的と注意点

目的 ― 複数の変数の背後にある、隠れた要因を明らかにすること。

または、似ている変数をまとめ分類すること（変数間の構造の解明）。

量的変数（連続変数）のみを用いることができる。

具体例 ― 通常、国語の成績がよい人は社会や英語も成績が良い。これは、表面的な

点数の背後に、文科系能力や理科系能力のような、隠れた要因（総合的能力）が存在する、

と考えることができる。このことを図で表すと以下のようになる。

.89 国語 ← e
文科系能力

.85 社会 ← e

.76 英語 ← e

.62
数学 ← e.91理科系能力

.88 理科 ← e

図1. ５科目試験成績の構造に関する因子分析結果（架空例）
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つまり観測可能な変数の背後に、文科系的能力や理科系能力など潜在的な要因（因子）

が存在すると考えることができる。それならば、文科系総合テストがあれば１科目だけで

すむはずだが、現実には、総合的能力を直接測定することはできない。そのため３科目や

っているといえる。直接測定できない要因のことを、因子または潜在変数という。

矢印の方向に注意する。因子から観測変数へという方向の矢印となる。

通常型の因子分析の場合、多くの観測変数の中から、因子を探す。しかし、Amosのよう

な構造方程式モデルのソフトを使う場合、因子をあらかじめ想定し、因子がどの観測変数

を規定しているか、モデルを自分で作って、分析する。有意でない矢印は削除して、分析

を繰り返すとよい。

4.2.因子分析の考え方と基本モデル

因果連関図では通常、モデルとして自分で設定した因子（潜在変数）Ｆを楕円、観測変

数（実在する変数）を長方形でかく。以下は上記の図を記号で表現したもの。観測変数Ｘ

は、因子Ｆとそれ以外の要因ｅによって規定されている、と考えるのがポイント。矢印の

向きに注意。考え方としては、あくまでもＦが原因でＸが結果である。

ａ11 Ｘ1 ← e

Ｆ 1 ａ21 Ｘ2 ← e

ａ31 Ｘ3 ← e
ａ32

Ｘ4 ← eａ42

Ｆ 2 ａ52 Ｘ5 ← e

図2.記号による表現

Ｘ 1について数式で表現すると以下の(1)式のようになる。ａのことを因子負荷（factor

loading）、あるいは因子パターンと呼ぶ。上図では、ａ 12は0なので省略している。

Ｘ 1=ａ 11Ｆ 1＋ａ 12Ｆ 2＋ｄ 1ｅ 1 ･････(1)

数式で書くと難しくみえるが、これは上記の図と同じもの。つまり、ＸとＦの関連であ

る。この数式は、Ｘが因子Ｆと誤差項ｅによって規定されていることを表している。

Ｆによって説明される部分 － 共通性h2（重回帰分析の決定係数Ｒ 2と同じもの）

誤差項部分 － 独自性

例えば、h2が0.30ならば、因子Ｆにより、ある観測変数は、分散の30%が説明されている

ことになる。

実際の分析においては、因子Ｆは分析後に出てくるので、どのような性質の因子かを自

分で解釈し、因子に名前をつける。これは、自由に解釈してつければよい。普通、まず回

転しない因子を計算し、その後に回転を行い、回転後の結果のみを用いる。

回転後の負荷量の平方和（全てのａを二乗した合計）は、回転後の因子寄与と一致する。
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因子寄与とは、回転後の因子の説明力の大きさである。例えば元の質問が５個あり、５個

分の情報量がもともとあったとする。第１因子が2.2、第２因子が1.6の場合、元の質問3.

8個分の分散を２因子で説明したことになる。

因子分析での観測変数はすべてＸであり、特定の被説明変数Ｙはない。実在する変数に

ついてはＸとＹをとくに設定しない点が、重回帰分析等と異なる。因子と観測変数との関

係（偏回帰係数）が因子負荷（因子パターン）である。これは直交解（各因子が無相関と

した分析結果）の場合、相関係数と同じ値である。

５．操作法を把握するこつ

AMOSフォルダに入っている各種のサンプルプログラムや、村瀬ホームページにあるモデ

ル例のファイル(拡張子amwのファイル）を読み込み、図を書き換えて分析してみると分か

りやすい。

なお、ダミー変数は、矢印が刺さっていない変数ならば使えるが、刺さっているもの（内

生変数）では使えない。ただ現実には、かなり大人数のデータであれば、使ってもそれほ

ど問題はない。

モデル例のファイルのように、タイトルの中に、適合度係数を出すコマンドをいくつか

書いておくと、AIC GFI RMSEA などが出る。

データファイルの指定の時に、グループ値のボタンを使い、男女別に結果を出すなどし

てもよい。
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