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配置不変性・測定不変性・構造不変性 

 

 

 

私たちが精神科医療やメンタルヘルス研究を行う際、症状について評価（アセスメント）を行い

ます。評価は専門家が客観的に行うこともあり、患者・被検者が被検者が主観的に行うこともあ

ります。評価を複数の項目で行うことも日常的です。例えば、抑うつ状態の重症度を評価する場

合に６つの症状（抑うつ感情、興味の減退、絶望感、不眠、食欲低下、便秘）を（例えば各項目

５件法で）測定したとしましょう。評価項目は観測変数とも呼ばれます。そして因子分析の結果、

２つの因子 (factor) が認められたとしましょう。第１の因子に高い因子負加量 (factor loading) 

を示した項目は、抑うつ感情、興味の減退、絶望感で、これを抑うつの心理症状と命名したとし

ましょう。第２の因子に高い因子負加量を示した項目は、不眠、食欲低下、便秘で、これを抑う

つの身体症状と命名したとしましょう。 

 

こうした報告があると私たちは、いきなり抑うつの２つの下位尺度 (subscale)、例えば心理症状

下位尺度と身体症状下位尺度を作り、この点数を用いる傾向があります。しかし、そうした使い

方をする前に検討しなければいけないことがあります。 

 

上記の抑うつ症状の尺度は 

（１） 男性患者（被検者）と女性患者（被検者）で同じ内容の現象を測定しているのでしょう

か？ 

（２） 同じ集団（例えばうつ病で初めて来院した患者）でも測定する時期が異なっても（例え

ば初診時、治療が始まって１か月目）同じ内容の現象を測定しているのでしょうか？ 

 

もし、この評価法（面接やアンケート）が測定しているものが複数の群の間で異なっていたり、

時期によって異なっていたりすれば、臨床や研究は成り立たなくなります。群間の比較や時期ご

との比較は無意味になります。測定値の差が、対象とする概念（抑うつの心理症状など）の程度

差を示すものではなくなるからです。極端な例を挙げましょう。「夜に尿を漏らす」という評価

項目があったしましょう。被検者が３―４歳の場合と、７０歳以上の場合で、測定している概念

は当然にことなります。親の子どもに対する態度を測定する尺度があったとして（Parental 

Bonding Instrument など）、男親に使用した結果と女親に使用した結果を、単純に数値比較して

よいのでしょうか。複数項目による評価が異なる集団や異なる時点でも同じ内容の概念を評価し

ていることを（広義に）測定不変性 (measurement invariance, measurement equivalence) と呼びま

す。 
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こうした問題は次のようないくつかのステップを踏んで、検証されます。重要な、この順に検討

しなければいけないということです。 

 

配置不変 (configural invariance) 

さきほどの抑うつ症状の評価法は６項目から出来上がっています。これを、初診の男性患者と女

性患者それぞれ１００人に施行し、男女をわけて因子分析を行ったところ、いずれも２因子構造

であることが分かりました。これが配置不変です。しかし、もし男性では抑うつ感情と興味の減

退が１因子を構成し、残りの４症状が別の因子を構成したとしましょう。女性患者は３項目ずつ

の２因子構造です。これは配置不変とはいえません。そうであれば、この尺度を用いて抑うつ症

状の男女差を比較することは不適切です。男性用尺度と女性用尺度と考えるべきであり、両者を

分けて使用することになります。またこれ以上のステップに進むこともできません。 

 

 

配置不変が確認されたら、つぎに測定不変の検討に進みます。 

 

測定不変 (measurement invariance) 

ここでは、各パスが群間で同じ値であると仮定しても、全体の適合度が劣化しないことを確認し

てゆきます。たとえば、さきほどの抑うつ症状の評価法の６項目の確認的因子分析を男性と女性

のデータに分けた上で、一括して適合度の計算を行います。この際、（１）潜在因子から観測変

数に走っているパス係数が、男性と女性で同値であると仮定する、（２）さらに各観測変数の切

片（平均）が、男性と女性で同値であると仮定する、（３）さらに各観測変数の誤差変数の分散

が、男性と女性で同値であると仮定するといったように、制約をだんだんときつくしてゆきます。

この制約は固定母数ではありません。しかし、あるパス係数が男性と女性で同じ値を示すという

条件で解を求めるのですから、適合度は悪い方向に行きます。これが有意に悪くならなければ、

倹約律にかなうと考えて、制約の強いほうを採用するというのが、基本的思考方法です。 

 



3 

 

男性 

 

 

女性 

 

 

測定不変性を確認する最初のステップです。各観測変数（抑うつ感情、興味の減退、・・・）の

因子負荷量が群と群を跨いで（測定時期を跨いで）同一であることを確認します。つまり以下の

制約を掛けても適合度がよいことを確認します。 

 

AP1 = BP1  

AP2 = BP2 
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AP3 = BP3 = 1 

AP4 = BP4 

AP5 = BP5 

AP6 = BP6 = 1 

 

その他のパス係数には制約を設定しません。 

 

配置不変モデルの適合度より weak factorial invariance モデルの適合度は悪いものですが、これ

が有意に悪くなければこちらを「正しい」として採用します。もし、有意に悪くなるなら、配置

不変モデルが正しいモデルです。 

 

Strong factorial invariance (Scalar invariance) 

さらに、strong factorial invariance では各観測変数の切片 (intercept) つまり平均が群と群を跨い

で（測定時期を跨いで）同一であることを確認します。つまり以下の制約を掛けても適合度がよ

いことを確認します。 

 

AP1 = BP1  

AP2 = BP2 

AP3 = BP3 = 1 

AP4 = BP4 

AP5 = BP5 

AP6 = BP6 = 1 

AI1 = BI1 

AI2 = BI2 

AI3 = BI3 

AI4 = BI4 

AI5 = BI5 

AI6 = BI6 

 

Weak factorial invariance に比較すると、制約がずっと増えています。 

 

Weak factorial invariance の適合度より strong factorial invariance モデルの適合度は悪いものです

が、これが有意に悪くなければこちらを「正しい」として採用します。もし、有意に悪くなるな

ら、weak factorial invarianceが正しいモデルです。 

 

Strict factorial invariance 
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最後に、各観測変数の誤差変数（因子分析でいえば独自因子）の分散 (variance) が群と群を跨

いで（測定時期を跨いで）同一であることを確認します。以下の制約を掛けても適合度がよいこ

とを確認します。 

 

AP1 = BP1  

AP2 = BP2 

AP3 = BP3 = 1 

AP4 = BP4 

AP5 = BP5 

AP6 = BP6 = 1 

AI1 = BI1 

AI2 = BI2 

AI3 = BI3 

AI4 = BI4 

AI5 = BI5 

AI6 = BI6 

AEV1 = BEV1 

AEV2 = BEV2 

AEV3 = BEV3 

AEV4 = BEV4 

AEV5 = BEV5 

AEV6 = BEV6 

 

Weak factorial invariance から strong factorial invariance に行き、さらに strict factorial invariance 

に合致するほど、測定不変性が強固だと考えられます。しかし、実際の研究では strict factorial 

invariance までは要求されないと思われます。Strong factorial invariance が満たされれば十分でし

ょう。 

 

構造不変性 (structural invariance) 

測定不変性については、共分散構造分析の用語を用いれば測定モデルに関する群間の不変性を問

題にしていました。次に、構造モデルの群間不変性を検討することになります。これが構造普遍

性です。以下の制約（各潜在因子の切片がゼロ）を掛けても適合度がよいことを確認します。 

 

AFV1 = BFV1 = 0 

 

そして女性の各潜在因子の平均値の推定値が男性のそれより有意に異なっていないことを確認
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します。 

 

なお、豊田らは配置不変性と測定不変性を別項目としていますが、研究者によって配置不変性を

もっとも制約の少ない測定不変性として紹介しているものもいます。 

 

精神科臨床と研究において実証的症状評価はその基礎になっています。しかし、同じ項目を測定

したからといって、母集団が異なれば同じ概念を測定している保証はありません。その際に、配

置不変・測定不変・構造不変を確認する作業は不可欠です。 

 

解析の実際 

配置不変は各群ごとに因子分析を行います。測定不変・構造不変は Amos を用いて多母集団同

時解析 (multigroup analysis) を実行します。 
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（北村俊則） 


