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1. はじめに

競合モデ、ルは“competing risk model" の日

本語訳であって，その起源は 18世紀の数学一斉ベル

ヌーイ (D. Bernoulli) の研究までさかのぼるこ

とができる.ベルヌーイは，もし天然痘の病気が

なくなればその影響は寿命にどのように表われる

かを，ある仮定のもとで数学的に求めている.

ペルヌーイの考えたモデ、ルを，今日の競合モデ

ルの言葉を用いて表わすと次のようになる.人間

の死亡原因としてのリスク(すなわち病気，事故

など)が k 種類あったとき，そのリスクの l つで

ある天然痘が撲滅されたならば人類の寿命分布は

どのように変化するであろうか. チ']，データ解

析的な立場からは，死亡原因別の寿命データから

各リスク(病気，事故)ごとの死亡率，生存分布

などを求めることも重要である.このように競合

モデルを用いる解析の方向は上の 2 つの場合に大

別することができる.

前者の場合は，人口統計学， 1呆険統計学などで

よく研究されて関心をもたれているものであっ

て competing risks とし寸言葉よりも multiple

decrements とし寸言葉がよく用いられている.

後者の場合は，次節の例でも示されるように，得

られたデータのそテ、ルとして競合モテ‘ルを考え

て，このモデルにもとづいてデータを解析しよう

という立場に立つものである.ここで、は，後者の

みやむらてつお茨城大学
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立場に立って競合モデルを把えてその統計的手法

に闘する話を集めて紹介しよう.

2. 例と問題

競合モデルのデータ解析への応用例を 3 つほど

あげてその具体的な意味を明らかにしておこう.

例 1 接着強度の推定

IC に金線を熱庄着する場合に， その接着強度

を推定することが問題になることがある(嶋田ら

[10J) .金線の接着強度を測定するには， ICに熱

圧着した金線を引張ることが必要になる.このと

き，接着強度そのものを!在接観測することは不

可能で‘ある.すなわち Xl を金線の接着強度，

X2 をその引張り強度とすれば，観測できるのは

これらの最小値 T=min(XJ， X2 ) と，金総または

その接着部分のいずれが破断したかの故障原因 J

=1 (X1 ;玉 X2のとき )， 2 (X1>X2のとき)という

ことになる.このようなデータから後着強度を推

定するにはどうすればよいだろうか.

例 2 故障モードと故障率

信頼性の手法の 1 つである FMEA(故障モード

とその影響解析)で定量的解析を行なうためには

故障モードごとの部品の故障率の推定が必要とな

る.いま故障モードが k 種類あって故障モード i

が単独で存在した場合の部品の故障までの時間を

仮怨的に考えてこれを Xi とすれば，部品の寿命

データは故障時間 :Tニmin (Xt. 一・ ， Xk) ， 故障

原因 : J= {j IXj~Xi ， i= 1,… , k} と表わすことが

できる.この部品の寿命データから故障モードご
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との部品の故障率を推定するにはどうすればよい

カミ.

19IJ 3 医療データの解析

医学の分野では，患者の術後の追跡調査を行な

って手術の効果の有無を調べることがよく行なわ

れる.このときすべての患者について最後まで追

跡できればよいが，途中で追跡不可能となる場合

が少なくない.このような途中で観測不可能とな

ったデータを含む場合の解析のモデルとしては次

のように考えることができる. X1 を患者の寿命，

X2 をその患者についての観測可能時間(ある確率

分布にしたがうものと考える)として T=min

(Xr， X2 ) ， J= {j IXj 三三 Xi ， i=I ， 2} を観測データと

考える.これは，例 1 ， 2 と同じ形をしている.

これらの例のように，ある個体の故障となる原

因(これをリスクと呼ぶ)がし、くつかあり，この

リスクが同時に作用して個体が故障に至る過程を

モデル化したのが競合モデルで‘ある.競合モデル

では {T…故障時間， J…故障原因}の形のデータ

から， リスクが単独で作用したときの偲体の故障

時間の分布について調べることが l つの重要な問

題となる.以下このデータの解析法について調べ

てみよう.

3. 競合毛デルとその基本的性質

h個のリスクを C1， … ， Ck で表わし， リスク Ci

が単独で個体に作用したときの故障までの時聞を

Xi とすれば， kf固のリスクが同時に作用したとき

の個体の故障までの時間Tは，

T=min(X r. …, Xk) 

で表わされ，その原因J は，

J= {CjIXj豆 Xi ， i=l ， … ， k} 

と書くことができる.

Xi の分布関数，密度関数をそれぞれFi(X) ， fi 

(X) , Xr，… ， Xk の同時生存分布を，

Q(Xr, …, Xk)=P(X1>Xr, …, Xk>Xk) 

として ， {T…故障時間， J…故障原因}のデータ

から同時生存分布 Q( ・)，周辺分布 (Fi ( ・)}が推
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定可能か調べてみよう.そのため， À. (t) ,À.J(t), hj 

(t) を，

ﾀ.(t) =limP(t豆 T<t+JtIT主主 t)/Jt

ん (t) =limP(t豆 T<t十Jt， J=CjITき t)Jt
4t-+O 

hJ(t) =limP(t~Xj<t+JtIXjミ t)/Jt 

とおけば， À. (t)= L; ~=l ん (t) となるが， 一般には

ん ( t) 学 hJ(t) (j= 1, …, k) である.

データ (tt" ・故障時間， ji…故障原因)が観測さ

れることは，個体が時間 tiでリスク ji の原因によ

り故障したことを意味するから，このようなデー

タが n 個観測されたときの尤度Lは，

(1) L=主仇(tz)j立叫(-J〉j(u)du)}
と書くことができる. (1) より，尤度Lは {).j (・) , 

j=l ,… , k} の関数として表わされているから，

{ん(・)}は推定可能であるが，分布型を仮定しな

ければ同時生存分布 Q(・)，周辺分布 {Fj( ・ )， j=

1 ，…，叫は推定不可能である.たとえば， k=2 と

していj( ・) }を，

ん (t) =αÆI+α12exP {αdα1+α2)t}] ， j=1 , 2 

とすれば，このような{ん(・)}をもっ同時分布と

しては，

(2) Q(xr. X2) =exp [1 一α1X1一α2X2

-exp{α12(αlXl+α2X2)} J 

(3) Q(xt. X2) =exp[1 一αlXl一α2X2

-L; ~=1αj exp{α叫α1+αZ)Xj}(α1+α2) →]

などがあるから， {ん(・) }より同時分布を一意的

に決めることはできない. また一般にはん(t) 手

λj(t) (j= 1 ，… ， k) であるから周辺分布 {Fj( ・) }も

推定不可能である.

両者を推定可能にするには，個体にk1I悶のリス

クが互いに独立に作用すること，すなわちXr，…，

Xk が互いに独立であることを仮定する必要があ

る.すると ， hj(t) =ん (t) (j= 1 ，・ "， k) となって

{Fj( ・)}は推定可能になる.また Q(Xt. . ・" Xk)= 

rrJ=l F(xj) (F (Xj) = I-F(勾) )であるから，
Q(・)も推定可能となる. ところで，故障時間と

故障原因のデータから Xr，… ， Xk が独立であるこ
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とを検証することは可能であろうか.答は否であ

る. (2)で表わされる同時生存分布はXl と X2が独

立でないとき， (3) のは独立な場合である.しか

しながら同ーのん(t) をもつから，このようなデ

ータでは独立性の検定は不可能であることが示さ

れる.したがって， リスクの独立性は他の手段に

よって検証することが必要である.

次に故障時間と故障原因の同時分布を，

Gj{X) =P{T逗x， J=Cj)

とおけば， リスクが互いに独立な場合には Fj{x)

ば，

(何4) Fjバμ(はx)=1 一叫{一Jにル;〉〉(μl 一主主1yF川Gi似dバμ州(υω州tめ州)υ)
dGjバ(tめ) } 

となることが知られている (Be町rman [口lJ). (4) 

を用いれば，故障原因と故障時聞が独立であるた

めには， Fj{x) が，

Fj{x) = l-exp{ -þjH{x) }, j= 1,… , k 

となることが必要十分であることが示される.す

なわち ， Fj{x)が比例ハザード(proportional 

hazard) をもっときである.

4. リスクが互いに独立な場合の推定法

k=2 としても一般性を失わないので， k=2 と

してリスクが互いに独立な場合の周辺分布 Fj(x)

の推定法について述べてみよう.

4. 1 ノン・パラメトリ'"クな場合の推定法

故障時間と故障原因

T=min(X1, X2) 

(1, T=X1 のとき
。 =1

(0 , T=X2 のとき

のデータより，分布形を仮定しないで Pt=P(X1

>t)=I-F1 {t) を推定することを考える.ここで

区間 [0， t) を l 個の区間 [Ul=0, U2) , [U2 , ua) ,…, 

[Ul , Ul+l=t) に分割して ， Pi=P(Xl>Ui+tl (i= 

1 ，… ， 1) とおけば ， Pt は，

P. p , 
P，=P， ・- .ー- , 

ι " P1 PI-1 

と書き直すことができる.いま n個のデータが得
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られているとき，故障時間のデータを小さい順に

並べたものを，

tl孟 t2~王・・・三五 tη

として，これに対応する故障原因をih ， 02， …，ふと

する.すると ， jうi=Pt!Pi- 1 は時間的で故障して

いない個体が時間的+1 でも故障していない条件付

確率であるから，この自然な推定量としては，

み=(ni-�;)/ni 

が考えられる.ここで， niは時間的の直前に故障

していない個体数， Çi は区間 [Ui ， Ui+1) でリスク

l が原因で故障した個体数を示す.特に U2=tr.

lla= t2 ， …と考えれば， Pt の推定量として，

Pt =Pl" ・ PI
I n-t L 

i:込t\n-i+ lJ町

を導くことができる (Kaplan と Meier [6J). 

この推定量については理論的にもよく研究されて

いて，

(品)p，は最尤推定量で、あり，漸近的に正規分布

にしたがう (Kaplan と Meier [6J). 

(b)、/五(民 -P，) は ， F 1(t) , F2 (t)が連続ならば

ガウス過程に弱収束する (Breslow と Cro

wley [2J). 

などの性質がわかっている.

信頼性では，生存確率れのかわりに累積ハザー

ド H(t)を推定することに興味がある場合もある.

よく知られているように，れと H(りのあいだに

It, 

Pt=exp( -H(t)) 

の関係がある. Nelson [9J は H(t) の推定量と

して，

H(円おふ-1
を与えている.ハザード確率紙を用いてデータを

解析する場合には，れのかわりに H(t) を推定す

るのが便利なことがある.この推定量についても

Pt とほぼ同じような性質をもつことが調べられて

いる.

4.2 パラメトリ'"クな場合の推定法

リスク 1 が原因の故障時間のデータカ~nl個 ( t l1, 
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…, t1nl)' リスク 2 が原因の故障時間のデータがm

個 (t2h "., t2n2) 観測されていれば，尤度Lは比例

定数を除いて，

L=立 11(tli)F 2( tli)'主 F1 (叫

=lb(ht)主F向)}-Ib(t22)合的)} 
と書くことができる.この尤度の表現をみると，

ft(x) の母数の最尤推定量は，この母数が:/2 (x) と

共通のものでなし、かぎり ， /2 (X) の分布型には関

係しないということがわかる.

このように， リスクが互いに独立な場合には，

ft(x) の母数の最尤推定量を求めるには，他の分

布形/2 (x) の知識を必要としないが，求められた

最尤推定量の性質はん(x) にも依存することにな

る.

具体的な例として ， Xj(j= 1, 2) が故障率んの

指数分布にしたがう場合を考えてみよう.このと

き尤度Lは，

L=え1"1 exp( -ﾀIU) • À♂2 exp( -ﾀ2U) 

ここで U= L; ~llt1i + L;~と l t2j

となるから ， Àl の最尤推定量んは，

えl=nt!u

となる.この推定量ば「リスク 1 7J'原因の故障数

/総試験時間j という通常の指数分布の故障率の

推定の場合によくみられる形をしている . À1 の性

質を調べるため，その平均，分散を求めると，そ

れぞれ，

E (i1) =乙ι

Var (ん)=n{(n一 1)以1+ﾀI2}/(n-l )2(n-2) , 

ここで n=nl+n2' À=ん +À2'

となる.したがって，んは不偏推定量ではなく，

";: nーし
Jll-ーー一一一-Jll

n 

がんの不偏推定量で、あって，この分散は，

Var (え1)={(n-l j.{ ん +ÀI2}/n(nー 2)

となる.このように，んんの分散はんのみでな

くんの影響をうける.なお推定量の平均，分散を

求めるときには指数分布が比例lハザードモデルに

674 (32) 

なることから ， nl と u が独立になることを用いて

いる.

このように，指数分布の場合には，これが比例

ハザードモテゃルに属することから，推定量の性質

を調べることは比較的容易であるが，その他の分

布の場合には漸近的性質しか調べられていない場

合が多 L、(たとえば， David と Moeschberger

[ 4J). 

5. リスクが独立でない場合の推定法

リスクが互いに独立でない場合には 3 節で述

べたように故障時間と故障原因のデータから周辺

分布 {Fj( ・) }のノン・パラメトリッグな推定は一

般に不可能である.最近 Langberg ら [8J が，

ある条件の下では {Fj( ・)}の推定が可能で、あるこ

とを示しているが，この条件は独立であるという

条件とほぼ同じほど厳しく，実際に成立している

かどうか確認することはむずかしいように思われ

る.

この条件は ， k=2で同時分布が絶対連続のとき

には，任意の x(>O) に対して，

(ラ) P(X2ミ~XIXl=X)=P(X2>xIX1>x) 

となる.この条件が成立していれば F1 (x) は 4.1

の Kaplan と Meier の方法によって推定可能で

ある. (5) の条件を満たす分布のクラスがどのよ

うなものであるか，ぎたこのグラスが十分に広い

ものであるかの研究は未だなされていないようで

ある.

リスクが独立でないとノン・パラメトリックな

推定はむずかしいが，未知の母数を含む同時分布

Q(・)の形を仮定することができれば，尤度が(1)

のように書き表わされることを利用して母数の最

尤推定量を求めることは可能で、ある.

6. 共変数を含む場合の推定法

リスクが互いに独立であることを仮定して，共

変数 (covariate) を含む場合の推定法について考

えてみよう.
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寿命試験データ，医療データなどでは，観察を

始めてから完了するまでの時間的データ

t= (tl ,…, t1O) 
の他に，これに付随したデータ(共変数)

W=(Zl> … ， z:π) 

ことで， Zi= (Z;1. …,ZiP)' 

が得られる場合がある.たとえば，医療データに

ついては，治療を始めてから全快あるいは死亡に

至るまでの時間とともに，患者の状態に関するデ

ータ(年齢，性別，喫煙の有無，その他病理学的

データ等)が得られることが多い.

さて，故障率 À(t;z)が時間に影響される項と共

変数に影響される項の積の形

え(t;z)=ゐ (t)h(z)

に書くことができるとする.一般的には z そのも

のも時間の関数と考えられるが，ここでは Z は時

聞にかかわらず一定の値をとるものとする.

さらに h(z) が，

(6) h(z) =exp(β z) 

=exp(ß1Zl+ …+ ゚ pzp) 
ここで β= (゚l> "', ゚ p) 

と書くことができる場合，このモデルは Cox [3J 

の regression model と呼ばれる.したがって故

障率はえ(t;z) =ゐ(t)exp(β z) と書くことができ

て，ゐ(t) は z=o のときの基準故障率を示すこと

になる.

(6) の形で故障率が与えられているとして， 故

障率に対する共変数の影響を調べるため，母数 F

を推定する方法について考えてみよう.もし基準

故障率ゐ(t) の形を仮定できれば，最尤法の考え

方を援用できる.これが未知の場合には， Coxの

部分尤度 (partial likelihood) の考えを用いれば

Pを推定できる.いま時間ぬの直前で故障してい

ない個体の集合を Rパリスク・セットと呼ぶ)と

したとき，次の微小時間内に共変数Ziの個体が故

障する条件付確率を求めると，これは，

exp(β Zi) /L:括的 exp(βZl)

となって ， ho(t) の影響をうけない.この条件付確

1982 年 12 月号

率の n個の積
n 

Lp=耳 {exp(βZi)/L: 1eRi exp(゚ Zl)} 

で部分尤度と呼ばれるもので，これを最大にする

ように β を推定しようというのが Cox の考え方

である.

いままで述べてきた考え方を競合モデルに適用

するには次のようにすればよい.共変数 z をもっ

個体に k 個のリスクが同時に作用しているときの

リスク j による故障率を，

λ (t， j， z) 

=lim P(t~Tくt+Jt， J=CJIT~t;z) !Jt 
4t-+0 

とする. Lagakos [7J はえ(t， j， z) を，

À(t,j ,z)=Àj exp(゚(J)z) 

と仮定して，また Holt [5J はこれを一般化して，

え (t， j， z) =hoj (t)exp(゚(J)z) 

と仮定して，母数 ÀJ， β(J)= (ßl(J) , …, ß/J)) の推定

法ならびに検定法について調べている.これらの

モデルは Cox の regression model の 1 つであ

る.

この場合でも， (1)の尤度の表現を用いて母数

の最尤推定量を求めることは可能である.また尤

度比検定を用いた母数の検定も，データ数が多い

漸近的な場合には可能である. ただし， Holt の

モデルでは hoj(t) の形を仮定しないと最尤法は用

いられないので，仮定できない場合には部分尤度

を用いることになる.

このようなことから，共変数を含む場合でも，

計算は複雑になるとしても母数の推定値を求める

ことはそれほどむずかしくないが，その性質を調

べることは容易でな〈漸近的なときの研究しか行

なわれていない.

7. おわりに

競合モテソレの基本的性質と統計的手法について

簡単に述べてきた.競合モデルはその定義からも

わかるように，非常に簡単なモデルであるが，実

際に得られるデータの背景には 2 節でみたように

競合モデルの考え方が適用で、きる場合が少なくな
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いと思われる.データを解析する場合には，競合

モデルのように，それが得られた背景についても

十分考察する必要があると思う.
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