Study design and
the statistical basics

本 資 料 は ,こ れ か ら 研 究 に 取 り 組 み,多 く の 科 学 論 文 を 書 き 始 め よ う と し て い る 若
い研究者のために,研究はどのような研究計画（デザイン）のもとに開始すべきか,ど
のようにしてデータを収集すべきか,そして,データセットを作成し,研究目的を達
成するためのデータ解析の方法（基礎的な統計学）について解説したものである.
 その為,内容は,著者が若い頃,研究論文を書き,論文として投稿し始めた頃に学
ん だ 内 容 を 中 心 に 編 集 し た も の で あ る .従 っ て , 統 計 学 の 基 礎 的 な 内 容 に 限 ら れ て お
り,必ずしも統計学の専門書のように系統的には記述されていない.
 しかも,例題の多くは,我々が専門とする「健康科学」,中でも「健康行動学」に
関するものを取り上げている.
 本資料を利用される若い研究者諸君は,知りたい内容を「目次」で検索し,その内
容を中心に前後の頁を参照してもらいたい.さらに,本資料では理解できなかった場
合は,その不明な部分について「統計学の専門書」を参考にして頂きたい.
 近年,科学論文に関する研究者の不祥事が数多く報告されている.科学論文に必要
な条件は,「Originality」「Accuracy」「Objectivity」「Verifiability」「Readability」
である.また,研究者に特に必要な態度は,「公平無私」であること,「謙虚に真理の
発見を目指す」ことである.このことは,若い研究者に必ず身につけてもらいたいこ
とである.
 最後に,若い研究者諸君に希望したい.是非,多くの研究論文を発表し, perfect な

Interdisciplinary Sciences としての Health Science の確立に大いに寄与して頂きたい.
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 或集団について調査したいが,集団全員について調査するのは無理だし,コストがかかる.
 集団全員の中から一部を取りだして,その一部について調査し,その結果から集団全体のこ
とを推測する.このような時に「統計学」を使う.


1.



 知りたい集団全体のことを母集団(population)と云い,観察のために母集団の中から一部を
 取りだしたデータの集まりを標本(サンプル)(sample)と云う.
 母集団からデータを抽出することをサンプリング （sampling）と云う.
 このような調査法を標本調査 (sample survey)と云う.












2.

                   データセット：ひとまとまりのデータのこと
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3.

Bias

系統誤差とも云う


 調査或いは推論の過程で,系統的に真の値から離れた結果が生ずること.
 バイアスには,「選択バイアス（selection bias）」と測定バイアス(measurement bias)がある.
● 選択バイアスとは,研究対象に選ばれたものと,選ばれなかったものとの間に見られる特
性の差によって生じる系統的な誤差を云う.
●測定バイアスとは,調査すべき変数に関して,対象者を不正確に測定または分類すること
 による系統的な誤差を云う.



4.

(random sampling)

 
  傾向を知りたい集団全体を母集団と云い,母集団から一部を偏りなく選び出して実際に調査
する集団を標本と言う.









  集団の全ての構成要素を観察する統計調査が「全数調査」であり,上図のように構成要素の一
部しか観察されない統計調査が「標本調査」である.
  標本の抽出法には,「有意抽出法」と「無作為抽出法」とがあるが,現在,「有意抽出法」は
あまり重視されない.

 無作為抽出法は,母集団から標本を抽出する際に,作為を加えないように配慮して,標本を偏
りなく抽出する方法である.この時,標本が全体を代表するように考えて機械的に抽出するの
に「サイコロ」や「乱数表」を使うこともある.
  他にも無作為抽出法はあるが,一般にはこの「単純無作為抽出法」が使われる.
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5. 非ランダムサンプリング
 
 母集団の中のある集団からしか標本を選ぶことが出来ない場合には「非ランダムサンプリング」
法を用いる.








6. 測定と誤差 
 測定値(計測値)は,真値（真の値）と誤差の和である.従って,誤差とは,測定値と真値間の
差である.測定して得られた値には本質的に誤差を含む.また,測定者が異なるとそ
の計量値の平均が違う.この様に,何を計るにしてもどうしても誤差が発生するので,
必ず検討に入れないといけないのが“誤差”というものである.

7. 測定性能の考え方:精度・確度・分解能
  科学的に測定誤差を分析する上では精度・確度・分解能と云った概念が重要になる.

 「精度」とは,正確には測定値がいかにまとまっているかを示す.例えば,超電導材料を計量
する際に何度測り直しても最大0.0001mgしか差が出ない電子天秤は「精度が高い」と言える.一
方, この電子天秤は計測値を何時も2mg多く表示してしまう不具合が有ったとすると「確度が悪
い」となる.「確度」とは,計測値が真の値からどれだけ離れているかを示す指標である.「分解
能」は,どれだけ物を細かく測定することが出来るのかを示す指標である.例えば,体重計なら
ば0.1kgで十分だとかである.
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8. 離散変数と連続変数

 変数とは,対象者によって変化する値（状態）のことを言う.
「独立変数」と「従属変数」
：例えば,「生活満足度に男女差があるか」という調査において,「男
 女差が原因で「生活満足度」が違うかという調査だから,「独立変数」が男・女で,従属変数が
「生活満足度」となる.

「離散変数」
：中間がない変数,例えば,男・女には,中間がない. 2 と 3 というサイコロの目の
 間に 2.5 という中間の目はない.これは「離散変数」である.
「連続変数」
：中間に値があり,平均値を出す意味がある変数.例えば,身長 153.0cm と 154cm

 の間には無数の中間値がある.これは「連続変数」である.


 9. 「確率変数」と「確率分布」

確率とは「事柄の起こりやすさ」のことである.
例えば, コインを投げて，表と裏のどちらが出るか？
コインの表と裏は「同じくらいの可能性で出そうである」と予想はできる.
 このような起こりやすい出来事は「確率が高い」といい，起こりにくい出来事は「確
 率が低い」と云う。
 確率を数値で表すことによって，出来事の起こりやすさというあいまいなものを，
 目に見えるはっきりとした物差しで測ることができるようになる.

10. 確率の計算法
  例えば, コインを投げて起こりうる出来事は，「表が出る」か「裏が出る」かの2通りで, ど
  ちらの起こりやすさも同じで，「表が出る」確率は2回に1回，つまり1/2で50％となる.
  また, サイコロを投げて起こりうる出来事は「1が出る」
「2が出る」
「3が出る」
「4が出る」
  「5が出る」
「6が出る」の6通りである. どの起こりやすさも同じだから，
「1が出る」確率
  は6回に1回，つまり1/6で16.7％となる.
  このように，起こりやすさが同じ出来事ばかり集まった確率なら簡単だが，そうでないも
  のは大変である.
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  実験しなければ分からない確率を「実験的な確率」と云う.



確率変数：試行の結果によって，その値をとる確率が定まる変数を「確率変数」と云う．

  確率分布：確率変数とそれに対応する確率との対応関係を「確率分布」という．


11. 統計的データ
例えば，次のようなデーターがあったとする ．

!118,148,128,141,139,120,125,123,134,144
これだけでは，単に10個のデータを並べたに過ぎない．例えば，このデータが血圧値を示す 
数値であるなら，1つの情報を観察したことになる．また，このデータを男性・女性・健康者・
疾患者などで観察すれば，より多くの特性ごとの情報を得ることができる． !
 このように，データを観察し，指標としての特性をデータに与え，全体的なデータの性質を
考えるとき，これを統計的データ（データと云う）と云う．そして，男性・女性・健康者・
疾患者などの特性値を変量または変数と云う.また，データを観察した時，その特性には血
圧値のように定量的なものと，例えば，
「大きい」，
「小さい」，
「良い」，
「悪い」，
「好き」，
「嫌
い」など定性的（質的）なものとがある．定性的データも数量化されて統計的方法の対象と
なる.
また，データはその特性によって，連続量と離散量に分けられる．例えば，日本人男性の大
多数の血圧は110〜180mmHgの範囲で，どのような値でもとるところから，血圧値は連続
量と云える．この血圧値をある範囲の間隔で区切って，その割合を数えたら，その度数は離
散量と見なされる．!同様に，血圧値を分類して脳卒中発生の頻度を求めると，血圧値を質的
な特性によって分類したことになり、これを分類変量と呼ぶ.
連続値：間隔尺度であり,身長・血圧・コレステロール値などの計測値を指す．͒
離散値：間隔尺度であり,年齢や身長や体重ごとの計測値（肺活量など）を指す．͒
分類量：名義尺度であり,肥満・正常・痩せの患者数などを指す．
順位量：アンケートなどの「少ない・普通・多い」などの回答を指す．
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また，データの変量の数によって１変量，２変量，多変量のデータ，あるいは標本と云うこ
ともある．

1. データはある母集団から,無作為・確率的に収集されたもので，確率変数と見なされ統計
的には確率変数のこと変量と呼ぶ．

2.定性的データに1か0の数値を与えたものを数量化データと云う．


12. 離散確率変数と連続確率変数 

 離散と連続：
 とびとびの値＝離散値をとるもの：男に 1, 女に 0 を割り振る＜質的尺度の数値化＞
 連続する値 ＝連続値をとるもの：身長,体重などこれらが確率的に決まる場合：連続値な
ら「連続確率変数」,離散値なら「離散確率変数」


13. 尺度

「尺度」
（scale）とは,データの特徴に対して数値を対応させる基準のこと.尺度によって,
計算（加減乗除）ができる／できない,或いは用いることができる統計的手法が異なって
くる.
データの

尺度の

種類

種類

量的データ

質的データ

比尺度

尺度の意味

例（学生）

原点（0という値）と比率に意味がある 身長

可能な計算

＋、−、

、



間隔尺度 値の間隔に意味がある

体温

＋、−

順序尺度 順序に意味がある

テストの順位 あまりできない

名義尺度 区別することに意味がある

学籍番号

できない

名義尺度:単に区別するために用いられている尺度.例えば,血液型でA型・B型・O型・

AB型を,それぞれ0, 1, 2, 3, 4と数値に対応させたもの.これらの変数の平均値を求めて
もまったく意味がない.
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順序尺度:大小関係にのみ意味がある尺度.例えば、治療効果の判定において,悪
化・不変・改善・著効を,それぞれ-1・0・1・2と数値に対応させたもの.平均値は定義
できないが中央値は定義できる.
その他に,数値の差のみに意味がある「間隔尺度（距離尺度）」.
数値の差とともに数値の比にも意味がある「比例尺度」がある.


14.
〔frequency〕

          

統計資料を分類していくつかの階級に分けたとき，値や各階級
に属するデータの個数のこと.

  階級(class)：データの範囲を幾つかに分けた区間のこと.
  範囲 (range)：データの最小値と最大値の差のことで, データの範囲という.
  度数分布表 (frequency distribution)：データがどのように散らばっているかを示す表であ
り, 階級に対して, その範囲に幾つのデータがあるかの度数を表したもの.

15. ヒストグラム（度数分布図）とは 

バラツキの分布状態を棒グラフで表示したもの.縦軸に度数分布表の度数（頻度）をとり,
横軸にデータ区間（階級）をとる.

16. 正規分布 (normal distribution)とは:
 
ある標本集団のばらつきが,その平均値を境として前後（或は左右）同じ程度にばらついて 
いる状態を云う.



度数分布表を書くと,平均値を線対称軸（中心）とした釣鐘状（富士山型）になる.



自然界や人間社会の事象は,十分に標本数を多くとれば,正規分布に近づくものが多い.
典型的には身長の分布,試験の点数などがあげられる.

 正規分布においては,平均値からの乖離幅（離れ幅）によって,その出現確率（その幅内に

13

含まれるであろう割合）を算定することができる.
 すなわち,ある正規分布の標本集団の標準偏差をσ（シグマ）として、平均値をはさんで上
下１ σ（

1 シグマ）の範囲に入る確率は 68.27%,上下 2σ（ 2 シグマ）の範囲なら

95.45%,上下 3σ（ 3 シグマ）の範囲なら 99.73%のデータが含まれることになる.
ヒストグラムとは：度数分布表を棒グラフにしたもので, データの散らばり具合を見るの
に用いる.



       

      
ここに, 50 人の身長のデータがある.

180, 155, 164, 157, 166, 163, 161, 154, 146, 157
147, 137, 161, 175, 156, 187, 163, 165, 166, 162,
168, 179, 166, 166, 170, 176, 180, 171, 179, 173
187, 168, 160, 165, 180, 158, 159, 169, 163, 141
166, 173, 160, 153, 177, 172, 197, 165, 150, 152
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このデータのヒストグラムを作成する.

＜ヒストグラム作成の手順＞
1) データを最小値から最大値へ順（昇順）に並べ替える. (＃最大値から最小値へ並べ替える
ことを降順という. その逆は昇順である.)

2) 階級を設定する.
3)各階級に属するデータの個数（度数）をカウントする（度数分布表を作成する）.
4)度数分布表からヒストグラム(棒グラフ)を作成する.
5)度数分布表から「相対度数」「累積度数」及び「累積相対度数」も計算できる.

  

度数分布表

級間, cm

度数

130 以上 140 未満

130 - 139

1

140 以上 150 未満

140 - 149

3

150 以上 160 未満

150 - 159

10

160 以上 170 未満

160 - 169

20

170 以上 180 未満

170 - 179

10

180 以上 190 未満

180 - 189

5

190 以上 200 未満

190 -200

1

棒の一番高いところが「最頻値」となる.
「階級値」は, 階級の真ん中の値で, 階級値 = (階級の下限値＋階級の上限値) / 2 で求める.
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階 級

度数

相対度数, %

累積度数

累積相対度数, %

130 以上 140 未満

130 - 139

1

2.0

1

2.0

140 以上 150 未満

140 - 149

3

6.0

4

8.0

150 以上 160 未満

150 - 159

10

20.0

14

28.0

160 以上 170 未満

160 - 169

20

40.0

34

68.0

170 以上 180 未満

170 - 179

10

20.0

44

88.0

180 以上 190 未満

180 - 189

5

10.0

49

98.0

190 以上 200 未満

190 -200

1

2.0

50

100.0

階級を決める際の注意点：

1) ヒストグラムの山が 2 つ以上ある場合は, 階級の幅が小さすぎる.
2) 隣接する度数の差が極端に大きい場合は, 階級幅が大きすぎる可能性がある.

17. 「相対度数」「累積度数」及び「累積相対度数」
「相対度数」とは：各階級に入る総データ数が, 全データの何%を占めるかである.
 「累積度数」とは：その階級以下の度数の合計である.
「累積相対度数」とは, 累積度数の全度数に対する割合(%)である.

       

 このサンプルからデータをランダムに選んだ時,例えば,150cm 未満のデータが得られる確
率は,階級 150cm 未満までの相対度数の和（2.0+6.0=8.0） から 8%の確率であることがわ
かる.
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 ＜グラフの作成＞

・順序づけのない離散変数のグラフは,間をあけた棒グラフで表す.
・順序づけられる離散変数のグラフは,ヒストグラムで表す.（棒同士はくっ
つける）


18. 平均・偏差・分散・偏差平方和・標準偏差
 平均は,データの総和を総数で割ったものである(65+53+44+78+50)/5=58 である.
 これだけでは,分布の状態がわからない.データのバラツキの程度を表すには最大値と最小
値との差(78-44)=34があり, これをレンジ(範囲)と言う.

 しかし,両端の数字だけでは,その間にある分布状態は少しも反映されていない.
全ての点の分布状態を反映させるには,各点と算術平均の距離を測れば良い.しかし,それぞ
れの値から算術平均を引いた値(偏差)を加えると0 になってしまう.65-58=7 ,

53-58=-5 , 44-58=-14 , 78-58=20, 50-58=-8 つまり, 7+(-5)+(-14)+20+(-8)=0, 従って.バ
ラツキを表すには,偏差の符号をなくしてから平均化する必要がある.
①そのひとつの方法
 偏差の絶対値を用いることである.偏差の絶対値（

の符号を取った値）の算術平均を

『平均偏差』という.(7+5+14+20+8)/5=10.8
②もうひとつの方法
 偏差の符号を取る方法は,偏差を2乗することである.偏差の2乗の算術平均を計算すると,
バラツキの程度を測ることができる.これを『分散』という.
 しかし,分散は2乗するため,もとの数字より高い次元の量を表してしまう.与えられた数字
と同じ次元の量としてバラツキを表すためには分散の平方根を用いれは良い.
『標準偏差』とは分散の平方根である.

 偏差=各データから平均値を引いた値
 平均偏差=偏差の絶対値の算術平均
 分散=偏差の2乗の算術平均
 標準偏差=分散の平方根
 分散を146.8として計算すると,
 標準偏差は,標準偏差="146.8=12.1 となる. 
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偏差平方和(S)=偏差の2乗の和
 分散(V), s2=S/(n-1)
 標準偏差 s="S/(n-1)

 成人男性50人の身長のデータ（180,155,・・・,152）があるとする.
 サンプル平均 =（180＋155＋・・・＋152）/ 50 = 165.3cm
 (不偏)分散= ((データ値 – 平均値)2の総和))/(総データ数 – 1)
=((180-165.3)2+(155-165.3)2+・・・+(152-165.3)2)) / 50 – 1 = 140.8
 ※ 何故 ,nではなく (n-1) で割るのか？ 
 母集団と標本を区別する時,標本の分散は(n-1)(自由度と言う)で割った方が母集団
 の分散の推定値としてより好ましい性質を持つと推定できるからである.母集団の
 分散は(n)で割って良い.
       (不偏)標準偏差)=√(不偏分散)=√140.8 = 11.9

 母平均と母分散及び標本平均と標本不偏分散

 母集団にも平均と分散があり,標本にも平均と分散がある.これを母平均,母分散,標本平均,標
 本分散と言う.
 例えば,ある学年（100人）の平均身長が知りたい.しかし全員の身長を測定するのは面倒なの
 で30人だけ測定した.その30人の平均身長は170cm（サンプル平均）,標本不偏分散は100であ
 った.
 この場合は以下のようになる。
 母平均：分からない（測定していない）
 母分散：分からない（測定していない）
 サンプル平均：170cm
 サンプル分散：100 となる.
 つまり,
  母集団の平均を「母平均」,分散（バラツキ）を「母分散」という.
  母集団の中から取り出した標本（サンプル）の平均を「サンプル平均」,
  分散（バラツキ）を不偏分散「標準偏差」という.
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 母平均μ,母分散σ 2 を示す正規分布母集団から n 個のサンプル（標本）を取り出した時の
ー

2

  サンプル平均（ X = (x1 + X2+・・・＋Xn)/ n）は,母平均μ、母分散 # /n の正規分布
  になる.

19.標準正規分布とは

  正規分布の中で,平均が 0 に,標準偏差が 1 に標準化されたものを言う.

  標準正規分布になるデータにする標準化法
Z =(データ-母平均)／√母分散
 母平均μ ,母分散σ 2 の母集団からサンプル数 n のサンプル（標本）を無作為抽出した時の
サンプル平均は,
ー

X = (X1 + X2 +・・・+Xn) / n
2

 母平均μ ,母分散 # /n の正規分布になる.
 母平均μ ,母分散σ 2 の母集団からサンプル数 n のサンプル（標本）を無作為抽出した時
ー

（X - µ）/ (# - "n )
 は,平均 0,分散 1 の標準正規分布になる.


20. 正規分布の判定 

 データの分布が正規分布に従っているかどうかは,グラフ（例えば度数分布表）により確認す
るのが基本であるが,歪度（わいど）と尖度（せんど）を指標として,検討することができる.


* 歪度・尖度ともに0に近いときには,そのデータは正規分布に従っている可能性が高い.

21.歪度 (skewness)
 歪度と分布の形状には次の関係がある.
 歪度＞0のとき：分布の山は左より͒
 歪度＜0のとき：分布の山は右よりになる.
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22. 尖度 (Kurtosis)
 尖度は山のとがり具合を表す指標であるが,外れ値の検出にも利用される.外れ値があると
きな尖度を示す.尖度=5以上は要注意,10以上になると確実に外れ値がある.
歪度と尖度はエクセル統計の関数で算出できる.
歪度は＝SKEW(全データの範囲指定),尖度は＝KURT(全データの範囲指定)で算出する.






       



23. Excel 統計を使って「サンプル平均値」と「標準偏差」を求める
（1） 入力されたデータの総和を求める
  入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下のマスをクリックする（総和値を記入するた
め）.

 関数 fxに：=SUM(入力した全てのデータをスクロールする).



fx 最後の「括弧」」を閉じたら return key を押す.入力したデータ列の最後のデータの
直ぐ下のマスに総和が表示される.

（2） 平均値を求める
  入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下のマスをクリックする（平均値を記入するた
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め）.
 関数 fx に：= AVERAGE(入力した全てのデータをスクロールする).



fx 最後の）を閉じたらreturn key を押す.入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下

のマスに平均値が表示される.

（3） 標準偏差を求める
 入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下のマスをクリックする（標準偏差を記入するた
め）.
 関数 fx に：= STDEVP(入力した全てのデータをスクロールする).

fx 最後の）を閉じたら return key を押す. 入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下のマス
に標準偏差が表示される.

（4） 不偏分散を求める
 入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下のマスをクリックする（不偏分散を記入するた
め）.
 関数 fx に：=VAR(入力した全てのデータをスクロールする).
 fx 最後の）を閉じたらreturn key を押す.入力したデータ列の最後のデータの直ぐ下
のマスに不偏分散が表示される.


24. 代表値とバラツキの尺度

代表値とは ：
 データ全体の情報を集約してみるために計算される1つの値.分布の特徴を表す値（代表値）
 としては,分布の中心と分布のばらつきの２ つが考えられる.


 分布の中心

1) 最頻値（ mode）：
 頻度（繰り返し出現するデータの度数）の最も高い値.ヒストグラムのピークとなる階級
の代表値（ただし,ピークが 2 つある場合 1 つに決められない可能性がある）.

2) 中央値（median）：
 順番に並べた時の真ん中の値.

3)平均値（mean）：
 データの総和をデータ数で割った値.
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4). 幾何平均と調和平均 

  データを解析する際,すぐ平均値を求めるのではなく,まずヒストグラムを描いて,データ
の分布状態をおおまかに確認した後,平均値を採用するか,中央値を採用するかを決める
べきである.また,分布の形により,平均値や中央値を利用することが相応しくない場合も
ある.

   



   例えば,右の図は平均値や中央値が一致するため平均値や中央値を採用できるが,左の図
では平均値と中央値が異なるため,他の要約統計量を考える必要がある.

  

25. 幾何平均とは

  n 個の正数 x1,x2，……，xn があるとき，
  これらの数の積の n 乗根

n"X1!X2!・・・ Xn
  を X1,

X2，……，Xn の相乗平均という.相乗平均は変動率などを平均するのに適して

いる.


26.調和平均とは 



2 つの数 a,b に対して, 逆数の算術平均の逆数, つまり
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[

a と b それぞれの逆数の和（1/a + 1/b） ]の逆数[ 1 /（1 / a + 1/b）]

は、調和平均m

= 2ab /(a + b)となる.

（例） 行きは時速 80km, 帰りは時速 20km の平均速度は？

a, 帰りの時速 20km を b とすると.

   

行きの時速 80km を

   

平均速度（算術平均）= (80 + 20)/2= 50km ではない.

   

平均速度（幾何平均）= 2ab / (a + b) = 2 (80 $ 20 ) / (80 + 20 ) = 32km となる.

   

つまり, 平均時速とは時速の(相加)平均ではなく,全体の距離を全体の時間で割
ったものであるため,帰りの時速 20km の時間の方が長いので,時速の算術平均

50km より遅い 32km となる.

調和平均を用いる場面 ：
 基本的には「単位当たり量」の平均を求める際に用いるが,全てが調和平均というわけでは
ない.
調和平均を用いる場面は,一定量を何らかの意味のある数値で割ることによって求めらた
単位当たり量の平均を求める場合に限られる.
 今回の問題であれば,「走行距離」という一定量があり,それを「走行時間」（意味のある
数値）で割った「1時間当たりの走行距離、時速」（単位当たり量）の平均を求めるのであ
るから,調和平均で求める.


27. バラツキの尺度

外れ値 (outlier)とは ：
 データの全体的な傾向から大きく離れた値のこと.
 データが正規分布になると仮定した時に,平均値から 2#~3#（σ：標準偏差）程度離れた値
は,「外れ値」とみなす.従って,平均値は外れ値の影響を受けることがある。
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28. 外れ値の影響を受けない代表値

 中央値 ：
 「中央値(中位数,median)」とは,全てのデータを小さい順に並べた時に真ん中に来る値の
ことである.
 データが偶数の場合は真ん中2つのデータの平均値が中央値となる.
 右に歪んだ分布を示す図のように,必ずしも正規分布に従うわけではなく,外れ値も含んでい
 る.右(あるいは左)に歪んだ分布を持ち,外れ値を多く含むような統計では,中央値の方がデー
 タの特性をつかみやすい.
中央値は次のように計算する ：
先ず,全てのデータを小さい順に並べる.

順位




1
2
データ １０ １１

3
１３

4
１５

 データ数が偶数の時 ： 中央値=（データ総数+1） 2
 データ数4の時：

 （4 + 1）÷ 2＝2.5

から,中央値は,2.5番目の値だから,2番目のデータ(11)と3番目の

  データ(13)の平均なので,（11 + 13）／2＝12 が中央値となる.
 データ数が奇数の時 ： 中央値=（データ総数＋1）

2  

 データ数 5の時：


順位



データ

 


1
１０

2
１１

3
１３

4
１５

5
１９

( 5 + 1) / 2 = 3 から,中央値は,3番目の13となる.



29. 範囲と4分位（しぶんい）範囲：

 範囲(range)： データの最小値と最大値の差のことを,データの範囲という.
四分位数 (quartile)：データを小さい順に並べて,下から1/4のところのデータを第１四
分位数,2/4のところのデータを第 2四分位数（これは中央値と同じ）,3/4のところの
データを第 3四分位数という.そして,第1四分位数,第2四分位数,第3四分位数をまとめて,
四分位数という.
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 四分位範囲  (quartile range)：
（第3四分位数−第1四分位数）の値のことを四分位範囲といい,中心付近のデータがどのくら
い散らばっているかの目安として用いる.

30. 四分位偏差 (quartile deviation)
（第 3四分位数−第 1四分位数）

2の値のことで,四分位範囲の半分のこと.四分位範囲

と同じく,中心付近のデータがどのくらい散らばっているかの目安として用いる.


データ：（ nが奇数のデータ a） と（ nが偶数のデータ b） がある.

a) 1, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24

n=9

b) 1, 5, 7, 10, 14, 18, 20, 24

n=8

a)の場合：この場合はデータ数が奇数(n=9)なので，中央値(メジアン)13 が第

2 四分位数とな

る. 次に，1)中央値を除いた 8 個のデータを下半分(1,5.7,10)と上半分(16,18,20,23)の2つ
に分ける. 下半分の中央値は, データが偶数なので, 真ん中の5と7の平均
第 1四分位数となり，上半分の中央値

(5＋7)/2＝6が

(18＋20)/2＝19 が第 3四分位数となる. 2) 四分

位範囲は(第3四分位数)−(第1四分位数)で求められる. この場合，19%6＝13. また，四分位
偏差は(四分位囲)/2で求められる. この場合，13/2＝6.5となる.

b) の場合：この場合はデータ数が偶数(n=8)なので，中央値 (10＋14)/2＝12 が第 2四分
位数となる.次に， 8個のデータを下半分(1,5, 7,10)と上半分( 14, 18, 20, 24)の2つに分ける.
下半分の中央値 (5＋7)/2＝6が第 1四分位数となり，上半分の中央値 (18＋20)/2＝19 が
第 3四分位数となる. 四分位範囲は(第3四分位数)−(第1四分位数)で求められるので，19%6

＝13である. 四分位 偏差は (四分位範囲)/2で求められるので，13/2＝6.5となる.
31. データを対数変換した時の平均値

log(x1), log(X2),・・・log(Xn)の平均値
(1 / n )

(( log(X1 )＋log(X2)・・・log(Xn))

= (1 / n)
= log {( X1

log (X1
X2

X2

・・・
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・・・
1/n

Xn )

Xn) } となる.

32. 統計値をグラフに表す

データを集めて集計しただけでは,何が読み取れるか明確ではない.統計をとるには目的
がある.従って得られた統計結果を,その目的に合わせて使うことが重要である.
 グラフは,結果を視覚的に表す方法である.グラフには幾つかの種類がある.従って,目
的に応じて適切なグラフを選ぶことが重要である.

グラフの種類と用途
1)棒グラフ(bar

chart)：棒の高さで,量の大小を比較する.

  棒グラフで平均値にエラーバーで標準誤差や標準偏差などを表すことができる。           

       
2)折れ線グラフ(Line



chart)：量が増えているか減っているか,変化の方向を見ることがで

きる.
 散布図の一種であり,プロットされた点を直線でつないだものをいう.
 折れ線グラフにもエラーバーを表示することができる.
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3)円グラフ（pie

chart又は circle graph）：全体の中での構成比を見ることができる.

丸い図形を扇形に分割し,何らかの構成比率を表したグラフである.円グラフでは,
扇形の円弧の長さ（および中心角と面積）が,その扇形で表される量と比例する.扇
形を全てあわせると完全な円となる.
                 





 グラフの種類の中に「補助円グラフ付き円グラフ」というのがある.一項目の内訳を
別の円グラフに表示したい場合に便利である.

4) 帯グラフ(bar graph)：円グラフと同様に構成比を比較することができる.

     



5)ヒストグラム (histogram)：ヒストグラムとは,データの度数分布をグラフにしたもので
ある.データがどのような分布をしているかを知るためのもっとも簡便でわかりや
    すいグラフである.
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6)レーダーチャート (radar chart)： 放射線状に伸びた数値軸上の値を線で結んだ多角形
のグラフのことで,クモの巣チャートとも呼ばれる.複数の項目を比較してバランスを見
ることができる.

        



7)散布図(scatter plot)：散布図とは, 2種類の項目を縦軸と横軸にとり,プロットにより作成
される図のことである.散布図を作成することで,2種類の項目の間に相関関係があるかど
うかを調べることが可能である. 散布図において, プロットが右上がりであれば「正の相
関」, 右下がりであれば「負の相関」と呼ぶ.どちらでもない場合は, 「無相関」と呼ぶ. ま
た, 散布図に回帰直線を描く, 予測値を求めることも可能である. 
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8)箱ひげ図（box- and-whisker plot）
：箱ひげ図は,データのバラツキ具合を示すのに用
いる.
データのバラツキはヒストグラムでも見ることができるが, 箱ひげ図は,異なる複数のデー
タのバラツキを比較することができる. 箱ひげ図, 四分位を用いてデータの散らばりを表
す. 四分位とはデータを昇順に並べて, 4等分したものである. 小さい値から数えて, 総数
の1/4番目に当たる値が第1四分位, 真ん中に当たる値が第2四分位（=中央値）,

3/4番目

にあたる値が第3四分位となる.

         



9)三角グラフ ( triangular graph)：三角グラフは,正三角形の各辺をグラフ化する3項目
とし,それらの項目の比率を正三角形内部の点から各辺への垂線の長さで表現したグラフ
である.このグラフは,正三角形内部の任意の点から各辺への垂線の和が一定値になる
ことを利用している.この一定値が3項目の比率の和（100%）に相当する.

              



データ（赤丸）とする.各項目（各辺）X,
する比率をデータから各項目への垂線x,

Y, Zに対応

y, zとした場合

x+y+zは,どのようなデータであっても一定値である.
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33. 統計的仮説検定 (testing statistical hypothesis)

 1) 検定(test)とは？
  データである「標本」を元にして検定統計量を算出し,「母集団」に関する各種の仮説に
  関する適否の判断を行う.













 2) 検定の概念
◎検定：複数の標本間での差の比較を行い,その結果からそれぞれの標本に対応する母集団
の間でも差があると言えるかどうかを推定する.
【例】標本A の平均値と標本 B の平均値を比較し,その結果から「母集団 A の平均値
と母集団 Bの平均値との間に差がある」と言えるかどうか.
◎有意確率・危険率：現実の標本が示す結果が,母集団間に差がない場合(帰無仮説が正しい
場合)に発生する確率(可能性).この確率が5%より小さい(p<0.05)場合に「有意差あ
り」という(すなわち「母集団間では差がない」という帰無仮説が否定される).
◎ なぜ「検定」を行わなければならないか：全数(全ケース)のデータが入手できている場合
には検定は必要ない.しかし多くの場合(特に健康科学の場面では)標本として入手できる
データは我々が真に調べたいと思っている集団の全体(母集団)のごく一部でしかない.
我々が知りたいのは「標本間で差があったか否か」ではなく,「母集団間で差があると
言えるか否か」であり,結論を限られた例数の標本から導かなければならない.
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 そこで,標本間の差があまりに小さい場合は「有意差なし」(母集団間では差があるとは
言えない)という結論になり,標本間の差がある程度大きい場合は「有意差あり」という
結論になる.その場合も「有意確率○%で有意差あり」という表現をすることになる.

 3) 帰無仮説(null hypothesis)と対立仮説
 作業仮説（研究や実験を進める上で有効な手段として立てられる仮説）を否定する仮説
が帰無仮説(差なし仮説)である.例えば,“新しく開発された薬剤は，従来の薬より有
効とはいえない”とか，“男と女で身長に差はない”というのが帰無仮説である.一方,
“新しく開発された薬剤は，従来の薬より有効である”とか，“男と女で身長に差がある”
というのが対立仮説（差あり仮説）である.
    仮説検定の対象となるのは帰無仮説で，もし，帰無仮説が棄却されれば，対立仮説が
支持されることになる.つまり，帰無仮説が棄却されて始めて研究の調査・実験の意図が
達せられるわけで,この意味で帰無仮説（無に帰される仮説）と呼ばれる.
  しかし，帰無仮説が採択されたからといって，必ずしも帰無仮説として述べられた内容
が正しいことにはならない.標本サイズが大きくなればなるほど，母数のより正確な情
報が得られ，対立仮説が正しい場合には帰無仮説は棄却されやすくなる.このため，帰無
仮説が採択された理由として，真に対立仮説が誤っている場合と，対立仮説は正しいのだ
が標本の大きさが不十分であるために帰無仮説を積極的に棄却するには至らなかった場
合の2通りが考えられる.
 4)仮説検定
  ◎統計的検定の手順
  (1)観察された差は本質的な差ではない（誤差に過ぎない）と仮定する.（帰無仮説）
 (2)差はないとする仮説の下での標本抽出分布を考える.
（例）平均値μ,標準偏差σの母集団から標本を抽出すると,抽出標本の平均値の分布
は,平均値μ,標準偏差値#/"n の正規分布に従う.
(3)（研究者が得た）ある標本の値（検定量）が標本抽出分布においてどのような位置を
占めるかを見る.
    検定量の値が得られる確率が極端に低ければ,帰無仮説を棄てて,対立仮説を採用す
る.（仮説を棄却・採択するかどうかの基準（有意水準）は、予め決めておく.）
  ◎仮説検定の手順
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1)帰無仮説をたてる
2)データ（標本）を無作為抽出する
3)帰無仮説を“真”とした時,そのようなデータが出現する確率を調べる



4)その確率が極めて小さい時：帰無仮説を棄却する.
その確率が小さいとは云えない時：判定を保留する.
 （例）仮説をたて,これを確率の概念を用いて検討する方法
   ●20歳の女性13人の入浴2分後の最高血圧(systolic blood pressure; SBP)と安静時の
SBPを測定した.これらのSBP間に差があるかを検証したい.
●データ：入浴後のSBPと安静時のSBPの差（入浴後SBP – 安静時SBP）


●+20, +4, +10, +2, +10, -10, +4, +24, +10, -6, +14, +10, +16 とする
●入浴後のSBPが高い人（プラス）：11人, 安静時のSBPが高い人（マイナス）：2人
このデータから, プラスの値の人が多く, 入浴後のSBPの方が高いと考えられる.
この違いは, 本質的な違いから生じたものか？それとも, 偶然に生じたものか？
●「SBP値に差はない」という帰無仮説をたて, 例のデータが生じる確率を考える.
●確率が著しく小さい場合：
○帰無仮説のもとでは：「めったに起こらないことが起きた」と考える
◯帰無仮説を棄却（捨てる）ことで, 「SBPには差がある」と判断する
●確率が著しく小さいと云えない場合：
○結論は保留する

5).統計的検定の例 ： t 検定（独立した2群間における母平均値の差の検定）
◎アメリカ人男性と日本人男性は,どちらが背が高いか知りたい!
1)アメリカ人男性(1億4千万人余)と日本人男性(6千万人余)の身長の平均値を求め,
それを比較すればよいが,そんな金も時間もない!

2)アメリカ人男性全体(母集団),および日本人男性全体(母集団)から適当な少数の標
本を無作為に抽出し,その両者の平均値(標本平均)を比較して,「統計的に有意差
があるか否か」を調べればよい.ここで利用するのが「t検定」である.
●独立した2群間における母平均の差の検定を実施する前提条件
○両方のデータとも,「定量的尺度（量的に変化するもの）」であること.
○両方のデータとも,母集団は「正規分布」すること.
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●帰無仮説と対立仮説
○帰無仮説：アメリカ人男性全体の平均身長=日本人男性全体の平均身長
 ○対立仮説：アメリカ人男性全体の平均身長&日本人男性全体の平均身長
  ●母分散の差の検定
 平均値の差の検定(t検定)を実施するには,それに先立って2群の母分散が等しい
かどうかを検定する必要がある.この母分散の差の検定で有意差が認められなけ
れば(両群の母分散が等しければ)

t

検定の式を用いてt 統計量を求めればよい.

しかし,母分散の差の検定で有意差(p<0.05)が認められた場合(両群の母分散が等
しくないならば),t 統計量は「ウェルチの検定」を用いて算出する.


F0 = (Aの不偏分散) / (Bの不偏分散)
自由度：df① =Aの標本数-1, df② = Bの標本数-1

※

F0 算出の際には, 必ず「Aの不偏分散 > Bの不偏分散」となるように分子と分母
を決定する. すなわち算出される F0 が必ず 1.0 以上の値となるように分子・分
母を決定すること.



● t統計量の計算式
○両群の母分散が等しい場合（母分散の差の検定で有意差が認められなかった場合）

t0 = |(平均A) - (平均B)| / √{(標本数A-1)(分散A) + (標本数B -1)(分散B )}
    {(1 / 標本数A )+(1 / 標本数B)}：Studentのt-検定
    

df = 標本数A+標本数B - 2
○両群の母分散が等しくない場合（母分散の差の検定で有意差が認められた場合）

t0 =｜(平均 A) - (平均B)｜/ √ {(分散 A/標本数 A)+ (分散 B/標本数 B)}
：Welchのt-検定：最近, 等分散かどうか検定せずに, Welch検定だけを実施するの
が主流である.

 6) 対応のあるt-検定と対応のないt-検定
 対応のあるt-検定(paired

t-test)とはパラメトリック検定のひとつで,得られたデー

タの各測定値がペアとして対応している対標本における各測定値の差の検定である.対応
のあるt-検定をスチューデントのt-検定と呼ぶ.しかし,一般には,対応のない2標本の
平均値の差の検定をスチューデントのt-検定(Student

t-test),対応のある対標本の差の

検定を「対応のあるt-検定」という.データ間の対応の有無とは,例えば,「ある学年のあ
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るクラスで実施した数学のテスト結果をデータAとする.そのクラスに計算練習を一定期
間実施し,再度,数学のテストを実施し,得られたテスト結果をデータBとする.このデー
タAおよびデータBには"対応がある".一方,ある学年の別のクラスで実施した数学のテ
スト結果をデータCとする.このデータCとデータAには"対応がない".2つのデータがペ
アとして対応している対標本から得られた場合を"対応がある"といい,別々の標本から得
られた場合を"対応がない"という.

7).両側検定と片側検定
検定には,「両側検定」と「片側検定」とある.例えば, 100人の被験者から14人を無作
為に抽出して,体重の増加率が上がっているかを検定したい.増加率(%)のデータは,
次のように算出した.増加率（%）=（今回の体重‒前回の体重）/前回の体重

100

※ データは以下の通りである.
片側検定；増加率が「上がった」かどうか

両側検定；増加率に差がある「上がった」「下がった」

No

No

以前の増加率

今回の増加率

1

5.5

7.7

1

5.5

7.7

2

8.2

9.3

2

8.2

9.3

3

7.3

8.8

3

7.3

8.8

4

9.9

14

4

9.9

14

5

11.5

12.4

5

11.5

12.4

6

8.6

15.6

6

8.6

15.6

7

10.5

11.4

7

10.5

11.4

8

10.1

13.3

8

10.1

13.3

9

12.2

14.4

9

12.2

14.4

10

12.9

16.6

10

12.9

16.6

11

14

17.4

11

14

17.4

12

16.6

17.3

12

16.6

17.3

13

15.7

14.4

13

15.7

14.4

14

14.9

17.7

14

14.9

17.7

表続く

表続く
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日本の増加率

アメリカの増加率

平均

11.28

13.59

平均

11.28

13.59

分散

10.90

10.93

分散

10.90

10.93

t 統計量

-1.85

t 統計量

-1.85

自由度

(14+14-2)=26

自由度

(14+14-2)=26

自由度 26 の下側 2.5%(-2.06),上側 ＋2.5%(+2.06)
自由度 26 の下側 5%は, -1.71 故に, -1.85<

故に, -2.06<-1.85<2.06:棄却されないので,増加率

-1.71:増加率の増大は, 5%水準で有意であ

は日米で差がないとなる

る.

※5%の有意水準は,両側検定では片側検定の 5%の半分 2.5%となる
※有意差の有無は, t-統計量と自由度を用いて t 分布表から求める
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(例題)アメリカ人男性と日本人男性は,どちらが背が高いか知りたい!
No

アメリカ人男性

日本人男性

1

178.2

170.1

2

180.3

163.5

3

179.2

180.2

4

169.0

160.3

5

177.5

177.2

6

190.3

170.3

7

169.6

162.2

8

185.2

159.3

9

174.2

178.6

10

177.7

172.3

11

193.6

168.2

12

184.2

180.2

標本数

12

12

平均値

179.9

170.2

分散

51.2

54.5

標準偏差

7.15

7.38

不偏分散

55.8

59.4

不偏標準偏差

7.15

7.71

11

11

自由度
t-統計量

-3.1355

p値

0.0048

t (0,05/2)

2.0739

判定

有意； p<0.025



＃上記の統計量は,以下のエクセル関数を用いて計算できる.
 1)平均値:AVERAGE(B2:B13)
2)分散：VARP(B2:B13)
 3)標準偏差：STDEVP(B2:B13)
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4)不偏分散：VAR(B2:B13)
5)標本（不偏）標準偏差：STDEV(B2:B13)

6)自由度：標本数①＋標本数②）- 2
7)t-統計量：前記：● t統計量の計算式
○両群の母分散が等しくない場合（母分散の差の検定で有意差が認められた場合）

t0 =｜(平均A)-(平均B)｜/√{(分散A/標本数A)+(分散B/標本数B)}
で算出する.

8) p値 (p value; probability value)
p値は, 群間差が偶然生じる可能性を示す尺度である. 例えば, p値が0.01 (p=0.01)と云
うことは, この結果が偶然生じることが100回に1回あることを意味する.

 P値が小さくなるほど, 群間差が生じる可能性が高くなる.
p値はエクセル関数を用いて以下のように求める.
● エクセル関数TTESTに“配列1,配列2,尾部,検定の種類”を指定する.
配列1:一方の組のデータを含むセル範囲を指定する
配列2：他方の組のデータを含むセル範囲を指定する
尾部：片側検定の場合は1を指定し,両側検定の場合は2を指定する
検定の種類：対をなすデータの場合は1を,等分散の2標本を対象とする場合は2を,非
等分散の2標本を対象とする場合は3を指定する
（例）B2からB13までのデータ群とC2からC13までのデータ群の対をなすデータのt検定でp値が求められる.

=TTEST(B2:B13,C2:C13,1,1)
9)有意水準 (significance level; level of significance; critical p-value)
 統計学で云う「有意:significance」とは, 確率的に偶然とは考えにくく, 意味があると考
 えられる」ことを意味する. 「危険率」とも呼ばれる.
 有意水準とは, 「ある事象が起こる確率が偶然とは考えにくい（有意である）と判断さ
 れる基準となる確率（p値）である.
 統計的検定は, ある領域を定め, 観測した検定統計量がその領域に入れば「帰無仮説を棄
 却する」,領域外であれば「帰無仮説を採択する」という形式で行う.
 一般には, 5% (0.05), 現密を要する場合は1% (0.01)有意水準として使う.
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＜ 母平均の有意差検定結果は以下のように表現する. ＞
 

アメリカ人男性と日本人男性の身長はどちらが高いかを検定するため, それぞれの母集
団から無作為に 12 名を抽出し, それぞれの標本の平均値間の有意差検定を t-検定で行っ
た.

 

アメリカ人男性（平均値=179.9, SD=7.155） と日本人男性（平均値=170.2. SD=7.382）
では, アメリカ人男性の身長の方が日本人男性の身長より9.7cm高かった（危険率0.0048,

p<0.01）.
  ※平均値の差の検定に先立って実施した母分散の差の検定や t-統計量は「ウェルチの検定」を用いて
算出したか否かは通常記述しない..


34. 3群以上の平均値の比較 （one-way analysis of variance:一元配置分散分析 ）


t-検定は2群の平均値の比較であった.

例えば, 3群の中から2群を選び, その2群で検定を行い,

次に, 別の2群の検定を行うという組み合わせ法も考えられるが, これでは, それぞれの組み
合わせにおける誤差が積み重ねられて大きな誤差になってしまう.
 3群以上の平均値の差の検定には「分散分析法（analysis

of variance; ANOVA）を用いる.

 t-検定, 一元配置分散分析＜表a＞（1つの要因だけに着目して有意差検定；1因子の分散分析）,
  
表a
要因

Ａ群

Ｂ群

Ｃ群

１回目

21.0

23.5





2回目

22.7

24.2

25.2



3回目

24.9



26.5



4回目

25.5

23.6

22.3



5回目

27.0

28.4





6回目

27.4



24.5



平均

24.75

24.93

24.63

24.76
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全体

二元配置分散分析(two-way ANOVA)＜表b＞（2つの要因の組み合わせを考えるもの:2因
子の分散分析）
                表b
 要因

A群

B群

C方式

10.6

11.3



11.7

12.7



15

13.8



13.6

14.7



14

15.8



15.4

14.7

20

21.5



21.3

22.2



22.8

11.1



13.8

24.7



24.2

25.3



25.3

26.1

D方式

従属変数の種類と用いられる検定法
従属変数の種類

統計量

独立変数の数

条件数

1

2

間隔尺度
比率尺度

対応の有無
無

対応のないt-検定

有

対応のあるt-検定
対応のない 1 要因分

2
平均値

1

以上

検定法

無

散分析
（各条件のデータ
数同じ）

いずれも2以上

2

いずれも無

共に対応のない 2 要

2以上

因分散分析 （各条件
のデータ数同じ）



t-検定がそうであったように, 「一元配置分散分析」もパラメトリック検定(parametric；母集
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団の分布がある特定の分布（例えば“正規分布”）に従うことがわかっている検定であるた
め,正規性に従う必要がある. 従って,

one-way ANOVAは, 実施前に, t-検定と同様に正規

性分布に各群が従うかを検定しなければならない（正規性の検定）.

3群以上の対立仮説は,「各群間に差がある」であって, どの群が外れている（他群に対して
差がある）ではない. 従って, どの群が外れているのかはわからない. どの群に差があるか
を確認するには「多重比較検定」という方法をANOVAの後行う必要がある.
正規性の検定, 分散分析は, 「4Steps エクセル統計 Statcel 2 柳井久江著（株）星雲
社」で行うことができる.

35. 二元配置分散分析法 (two-way analysis of variance)

 群が3つ以上の場合，変数の各水準の母平均値に違いがあるかどうかを「分散」の大きさの
違いで検定を行なうのが分散分析である．厳密に言うと,3つ以上の水準の平均値が互いに等
しいという仮説を検定するもので，水準の間で少なくとも1つの平均値が他と異なっているか
どうかをこの分析は調べることになる．
 従って，全体の中のどこかに差が存在していることを示すだけで，具体的にどれとどれが異
なっているかを知るには，多重比較という分析を行なう必要がある．
 また，分散分析では検定統計量がF分布という分布に従うことが知られていることを利用し
て検定を行なう．
分散分析には大きく分けて一元配置と多元配置（二元配置）といわれる分析方法がある．

36.1要因で分類される多群の検定

  ＊分散の均一性を検定した後,



1） 各群のデータが正規分布していて,分散が均一（等しい）とみなせる場合

         →一元配置分散分析を行う.
        →さらに群間に有意差があれば多重比較(どれとどれが異なっているか)を
行う.



2） 各群のデータが正規分布していないか,分散が均一（等しい）とみなせない場合

         →クラスカル・ワーリス検定
        →さらに群間に有意差があれば多重比較へ
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   【説明】＊一元配置分散分析では,要因変動と誤差変動の比較を行う.
      ＊データが少ない場合や正規分布とみなすことができる場合は,分散分
       析を用いた方が有意差の検出が優れている.
      ＊各群のデータ数が3以上であれば,クラスカル・ワーリス検定.    

37．2要因で分類される多群の検定（繰り返しのない場合）

 （＝2要因によって分類されたデータがセルごとに1つしかない場合）
 ＊分散の均一性を検定した後に

 1) 各群データが正規分布していて分散が均一（等しい）とみなせる場合
   →繰り返しのない二元配置分散分析
   →さらに群間に有意差があれば多重比較へ

 2) 各群のデータが正規分布でない場合,または分散が均一（等しい）とみなせない場合
   →フリードマン検定
→さらに群間に有意差があれば多重比較へ
【説明】＊繰り返しのない二元配置分散分析では,各要因の変動が,それぞれ誤差変動より大
きいかを比較する.
    ＊フリードマン検定では,3群の比較で各群のデータ数が4以上,4群の比較時には3
以上が必要である.

38.2要因で分類される多群の検定（繰り返しあり）

  （＝2要因によって分類されたデータがセルごとに複数個ある場合.個数は異なって
   もよい.繰り返しがあると交互作用が計算できる）
 1)繰り返しのあるデータに対応がない場合
   →繰り返しのある要因‐分散分析
→さらに群間に有意差があれば多重比較へ
 2) 繰り返しのあるデータに対応がある場合
   （例：同一人物に同一個体,機器を用いて経時的に測定する）
    →重複測定‐分散分析
→さらに群間に有意差があれば多重比較へ
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【説明】＊ここではパラメトリック分散分析を用いているが,頑強性があるの
     で多少前提条件から外れても適応することが多い.
    ＊重複測定‐分散分析では個体間の変動も検定される.

39. 多重比較検定（Post hoc comparison test）

  独立した群が3群以上あるとき,どの群とどの群の平均値に有意差があるかを検定する.
 ◎多重比較には2通りの立場がある. 
 ・事前比較(A priori comparisons)：
   結果を分析する前に,理論的な背景などにより,比較する平均値についての仮説がある
場合は,ANOVA抜きで,多重比較を行う.
 ・事後比較(Post hoc comparisons)：
   比較する平均値についての明確な仮説がない場合は、ANOVAで比較対象を決めて,多
重比較を行う.
 分散分析は,幾つかの要因で分類された群について全ての群の平均値が等しいかどうかを検
討する際に用いる.この分析で計算される危険率（p 値）が設定した有意水準よりも小さ
い場合には,「等しいとは考えにくい→差がある」と判定する.
  

40.反復測定分散分析(repeated measures AN0VA)

 群間要因によって生じる群間変動と共に,同一個体内での条件の違いなど対応関係のある
要因（群内要因）によって生じる群内変動について,誤差変動（全体変動から群間変動
と群内変動を引いたもの）に比べて大きいかどうかを判断する解析方法である.この解析
方法は,群内要因の影響についても検討できるという特徴がある.勿論,分散分析と同様
に要因の交互作用についても検討することができる.



ANOVAと多重比較検定は,検定の目的が異なる.

  ANOVAは,「群を分類する要因の主効果によって群に差があるか」と「複数の効果に
相互作用があるか」を調べる.
  →ANOVAで、どの群とどの群を比較する必要があるかを決め,多重比較検定(多群の群間
因子を比較)する.
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  群間因子の比較で交互作用があるとき,2要因で分類される全ての組み合わせを別物と考え
て,一元配置分散分析で検定し,改めて多重比較へ持ち込む.

41. 一元配置と二元配置
  一元配置 3カ国の男性の平均身長の違いは国籍に関係あるのかといった場合，国籍がグ
ループを識別する（唯一の）要素である．このように，グループを識別する要素が1つのも
のを一元配置のデータと呼び，このデータを用いた分散分析を一元配置の分散分析と言
う．
アメリカ

フランス

 日 本

 ○○cm

 ○○cm

 ○○cm

二元配置 上のデータに対し，「父親の身長が高いか高くないか」という要素を加えて，

1人を2つの要素（国籍と父親の身長）で識別できるようなデータを二元配置のデータと言
う．これを用いた分散分析が二元配置の分散分析（two-way ANOVA）である.

 



アメリカ

フランス

 日 本

父親の身長高い

 !!cm

 !!cm

 !!cm

父親の身長低い

 ''cm

 ''cm

 ''cm


この分析の目的は，

1.国籍によって平均身長に違いはあるのか
2 .父親の身長の高低によって平均身長に違いはあるのか
3. 2つの要素による相乗効果はあるのか
 という3つになる．とくに3つ目のような「交互作用」を分析することが二元配置分散分
析の主要な目的である．
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42. p 値とは何か？ （ 前 述した）
p値とは,説明変数の係数や定数項が”たまたま”その値である確率を示す.例えば,ある
説明変数の係数の p値が 5 %以下であった場合,「この説明変数は5 %以下の確率で”
たまたま”この係数である」ということを示す.言い換えると,95%以上の確率で「偶然
ではない」,つまり確からしい係数であるという事を意味する.p値を用いる際は,どれだ
けの確率を有意水準とするか（すなわち、どれだけの確率を「たまたま」と定義するか）
について,事前に取り決めておく必要がある.一般に、1%有意（p<0.01）,5%有意

(p<0.05)を使用する.

t値



p値

一言で言うと 説明変数の係数や定数項の確からしさの

係数や定数項が偶然である確率

度合い
取り得る範囲 基本的に
良いと判断さ

10以内

0~1（0~100%）

基本的に-2以下か、+2以上

基本的に0.05（5%） 以内

れる基準

43. t 値と  p 値の違い 
t -値もp-値も,有意性に関する統計量で,「示し方が違うだけで,意味している事は同じ」
である.

t値と p値、どちらを示せば良いか？ t-値とp-値が同じ事を示しているのであるか
らどちらで表現しても良い.

t-値とp-値の代わりに標準誤差を用いることもできる.この標準誤差を示す方法の利点は,
分析結果の有意性を示すだけではなく,標準誤差というデータの散らばり具合についての
情報も同時に表示することが出来る点にある.

＜注＞10%有意(p<0.10)の場合を「弱く有意である」,5%有意(p<0.05)の場合を「有意で
ある」,1%有意(p<0.01)の場合を「強く有意である」ことを表す.
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44. パラメトリック検定とノンパラメトリック検定 

 1) パラメトリック (parametric)な手法
 母集団の特性を規定する母数についてある仮説を設けるもので,平均値の差の検定（t 検定
と略称されることが多い）や分散分析（F 検定と略称されることがある）などがこれに該当
する.これらの検定手法では，母集団の正規性や等分散性が仮定される.



2) ノンパラメトリック (non-parametric)な手法

母集団の分布型（母数）について一切の仮定を設けない.このため,分布によらない手法と呼
ばれることもある.特に，標本サイズが小さい場合には，それから求められた統計量の分布型
は不正確なことが多く,パラメトリックな手法を適用することは不適切になりやすい.しかし，
ノンパラメトリックな手法は常に適用可能である.
検定手法の対照表


パラメトリックな手法

ノンパラメトリックな手法

対象とする統計量

平均値

代表値

分散

散布度

積率相関係数

関連性係数,順位相関係数



度数

間隔尺度,比例尺度

名義尺度,順序尺度

尺度水準

間隔尺度,比例尺度
母集団の分布型

正規分布を仮定

不問

等分散性を仮定
標本サイズ

小さすぎてはいけない

不問



45. "2 (カイ二乗,Chi-square test)検定
"2検定は,ノンパラメトリックな検定の代表例で,理論値を想定した時,実際の「観測値」
がその「理論値(期待値)」とほぼ一致しているかどうかを調べるための統計解析法である.
 即ち,この検定法の目的は,「頻度」「回数」「人数」などの質的データ（名義尺度）の相
違を調べることである.
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 1)サンプルが1つの場合（検定：適合度）
例）小宮教授の講義について81人の学生に,「興味ある」「ふつう」「興味ない」
の3つのどれかに回答する調査を実施した.回答は,「興味ある=25」「ふつう=38」
「興味ない=18」で計81であった.回答に有意差があるかどうか.
分析表は以下のようになる.
回答

人数

期待値（理論値）

25

27

38

27

嫌い

18

27

計

81

81

好き
ふつう

# 期待値（理論値）は,合計人数をカテゴリー数で割った値である：(81÷3 = 27)と
なる.
2

"2=Σ{(観測値̶期待値) / 期待値}
2

2

2

 ={(25-27) /27}+{(38-27) /27}+{(18-27) /27}=7.630

 

2

" =7.63は,!2の表からp<0.025=7.38であるので, この回答には5%の有意水準
（p<0.05） で有意差が認められたことになる.

2)サンプルが 2 つ以上の場合
 例）或る集団で「酒の嗜好」について聞いた.結果は,下の通りであった.
性別と酒の嗜好には関連があると言えるか？
性

ビールが好き

焼酎が好き

合計

男性

7

13

20

女性

11

8

19

合計

18

21

39

  ＃ 観測度数：ビールが好き=18,焼酎が好き=21
 

＃ 期待度数を求める
期待値（期待度数）= （縦の度数
性

横の度数）/ 全体の度数）

ビールが好き 焼酎が好き

合計

男性

9.23

10.76

20

女性

8.76

10.23

19

合計

18

21

39
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男性；ビール好き= (20$18)/39 = 9.23, 焼酎好き = (20$21)/39 = 10.76
 

女性；ビール好き= (19$18)/39 = 8.76, 焼酎好き = (19$21)/39 = 10.23
2

  ＃ 期待度数に比べ,観測度数はどの程度ズレているかを ! 検定する.
  ＃ 本検定の「帰無仮説」：性別と酒の嗜好には関連が見られない.
       「対立仮説」：性別と酒の嗜好には関連が見られる.
2

  ＃ 観測度数と期待度数のズレ（カイ 2 乗値：! ）を求める.
  

"2=Σ{(観測値̶期待値)2 / 期待値}
=(7-9.23)2/9.23+(13-10.76)2/10.76+(11-8.76)2/8.76+(8-10.23)2/10.23 = 2.07

＃ 「!2 の表」から "2=2.07 に該当する p 値を求める. 自由度=（行の桁数-1） (列
の桁数 -1)=1
   

5%の有意水準限界値 p=3.841, 1%の有意水準の限界値 p=6.635
2

    ! <3.841, !
 

2

<6.635 であるから,

有意水準 5%, 1%で「有意差なし」と言える.

＃ 結論：「性別と酒の嗜好には関連が見られない」となる.

46. 2 つの変数（変量）の関係

 1)「相関関係」とは ：
  2 つのものが密接にかかわり合い,一方が変化すれば他方も変化するような関係
  一方が増加すると,他方が増加または減少する,2 つの変量の関係

 2)「共分散」とは ：
  2 つのデータが,どれだけ関連性・連動性があるかを示す係数
  このように,2 つの変数（変量）の関係を表す指標として共分散と相関係数がある.
 3)「共分散 (Covariance, Cov)」 の求め方
   データ(x:国語の点数,y:数学の点数,n=5)
     5 人の点数：(50,50),(50,70),(80,60),(70,90),(90,100)
ー

   国語の平均値 X = (50+50+80+70+90)/5 = 68
ー

   数学の平均値 Y = (50+70+60+90+100)/5 = 74
共分散の式
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ー

ー

Cov (X,Y) = n/1(( x - X )( y - Y )
ー

ー

5 人について x - X と y - Y を求める
(50-68)(50-74)=432, (50-68)(70-74)=72, (80-68)(60-74)=-168, (70-68)(90-74)=32, (90-68)(100-74)=572

∴ Cov(X,Y) = 1/5 (432+72-168+32+572) = 188
従って, 共分散は 188 となる.

4)「共分散」の意味


  

共分散は偏差の積の期待値なので,
◯ 共分散が大きい（＋ ）時,


◯ 共分散が

0 に近い時, X と Y にあまり関係はない

◯ 共分散が小さい（%）時,

 

X が大きいと Y も大きい傾向がある

X が大きいと Y は小さい傾向がある

「共分散」は, エクセル関数 fx = COVAR(配列 1,配列 2)で求められる.

47.相関係数(Correlation coefficient; r)の求め方
 1)Pearson の相関係数(r)の求め方

  r = （変数 X と変数 Y の共分散）/（変数 X の標準偏差

変数 Y の標準偏差）

身長と体重の関係を相関係数で調べる
      
n

身長, x

体重, Y

身長（x -X） 2

体重（y –Y） 2



1

167

48

(167-172)2=25

48-56)2=64



2

172

54

(172-172)2=0

(54-56)2=4



3

175

55

(175-172)2=9

(55-56)2=1



4

177

67

(177-172)2=25

(67-56)2=121



5

169

56

(169-172)2=9

(56-56)2=0





合計

860

280



平均値

172

56



分散

Sxx=13.6

Syy=38





標準偏差

√Sxx=3.69

68

√Syy=6.16
18.4

共分散,Sxy
相関係数

rxy = Sxy/(√Sxx

48

Syy) = 0.809

190


相関係数 r は,エクセル関数 fx = CORREL(配列 1, 配列 2)で求められる.

2).相関係数 r の意味
○

r は,-1 から+1 までの値をとり,両者の関係がどれだけ直線関係で表せるかの指標
 である.

    ○ 一方が上がるともう一方も上がるなら＋（正）の値
    ○一方が上がるともう一方も下がるならー（負）の値
○

r の絶対値が 1 に近いほど強い相関,0 に近いほど弱い相関を示す.

  



  

r = 0         r = 0.5        r = 1.0

3) 相関係数 r の解釈
○ 0 - 0.2;殆ど相関関係なし
○ 0.2 – 0.4; やや相関関係あり
○ 0.4 – 0.7; かなり相関関係あり
○ 0.7 – 1.0; 強い相関関係あり

  

統計ソフトを使用して相関係数

r を求めると, p 値（確率, probability）がついてくる.
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検定という処理は, 出した結果が「偶然ではない」と言う時, その判定が誤りである確率
を計算する. 誤りである最大の確率を「危険率」と言う.

 
 
例えば, p<0.05 と出た場合, 「偶然でない確率は 0.05, 即ち 5%以下」となる. 従って, こ

 

の結果は, 危険率 5%以下で「有意」であると判定される. もう少し厳密に判定する場合は,
危険率 1.0%以下（p<0.01） で判定する.

4) エクセル関数で相関係数 r を求め, p 値に変換する方法



●関数 CORREL を使って r 値を求める



例えば, x データが A1 – A10 に y データが B1 – B10 に入力されているとする.

 
 

fx =CORREL(A1:A10,B1:B10)

 

上式によって r 値を求める.
●下式によって r 値を t 値に変換する


  

2

t = r (n-2)0.5 / (1-r )0.5・・・・・n は組データの数
●最後に, 関数 TDIST で確率（p 値）に変換する（両側検定）


 

fx = TDIST(t 値, n-2, 2)・・・・・・最後の 2 は, 両側検定を表す.

 

（ t の臨界値は, ネットで検索できる：種々の有意水準における t の臨界値）

48. Spearman の順位相関係数


相関分析とは, 2 変数間の関係を数値で記述する分析法である. 相関分析には大別して「間
隔尺度」「比例尺度」のデータに対して行う前述した Pearson の積率相関分析と「順序尺
度」のデータに対して行う Spearman の順位相関分析とがある. Spearman の順位相関分
析は, 順位データから求められる相関の指標である(普通, ρ で表記される). これは, ノン
パラメトリックな指標であり, 2 つの変数の分布については何も仮定せず, 2 変数がそれぞ
れ順位づけられている時, 2 つの順位がどの程度一致しているかを示す指標である.

 ＜例＞14 歳から 73 歳までの 14 人の健康診断の結果, 酵素 X について 32 U/L から 62 U/L の
    値が得られた. 年齢と酵素 X の間に関連があるかどうかを検定する.

U/L とは, Units/Liter のことで, 液体 1 L 中の物質も量のこと.
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データ：正規分布しない.
年齢

酵素 X

年齢

酵素 X

35

47

25

57

20

62

73

38

63

36

38

44

59

40

56

40

14

58

69

32

44

46

28

54

42

50

46

48

 

帰無仮説：年齢と酵素 X には関連がない

 

対立仮説：年齢と酵素 X には関連がある

  

49. 順位相関係数の計算法
1). 年齢 = x, 酵素 X = y について順位をつける, 年齢の順序 = rxi, 酵素 X の順序 = ryi を
導く.
2

2). rxi と ryi の差 = di とその二乗 = di を求める
同じ値の場合,該当する順位の和をデータ数で除した値を順位として用いるものとする
例えば,4 位と 5 位が同じなら,(4+5)/2=4.5 となる. 
年齢

酵素 X

x

y

rxi

ryi

di

di2

35

47

5

8

-3

9

20

62

2

14

-12

144

63

36

12

2

10

100

59

40

11

4.5

6.5

42.25

14

58

1

13

-12

144

44

46

8

7

1

1

42

50

7

10

-3

9

25

57

3

12

-9

81

73

38

14

3

11

121

38

44

6

6

0

0

順位

順位差
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 56

40

10

4.5

5.5

30.25

69

32

13

1

12

144

28

54

4

11

-7

49

46

48

9

9

0

0

(di2 = 874.5

            

3). 下式より Spearman の順位相関係数(rs)を求める

rs = 1 – (6Σ di2 / n3 – n)
= 1 – (6

874.5 / 2744 - 14)＝ -0.922

4). Spearman 検定表より, n=14 の時, p<0.05 となる最小の rs 値は 0.539, p<0.01 となる最
小の rs 値は 0.661 である. ここで, | r | >0.661 であるので,「年齢と酵素 X には関連が
ある」（帰無仮説を棄却できる）と判断できる.

50. 偏相関係数 （partial correlation coefficient）

  2 変数の相関係数を調べる時, それぞれの変数が第 3 の変数と相関することで観察された
  相関が真の相関を表さない（疑似相関）ことがある. この疑似相関を心配して 1 つの変数の
  影響を除いた他の 2 つの変数の相関係数を求める方法が「偏相関分析」である.
  ここに, x,y,zの変数があり,xとyの相関係数をrxy, xとzの相関係数をrxz,yとzの相関係
数をryzとしたとき,zを制御変数とした偏相関係数rxyzは以下の式になり,偏相関係数も,

-1≦r≦1の範囲をとり,絶対値が1に近いほど関係は強いことを示す.

rxy・ z = (rxy –( rxz ryz)) / ((√1 – rxy2)

2

(√1 – ryz ))

＜例＞或る幼稚園の園児は, 身長と 50m 走が下記のように相関し, 身長と体重も当然
   相関している. つまり, 50m 走も体重も身長の影響を受けている. ここで, 体重

50m 走の相関から身長の影響を取り除いた関係を「偏相関」で検討する.
身長＝a, 体重＝b, 50m 走＝y とし, 身長＝a の影響をなくして体重＝b と 50m
走＝y との関係を偏相関で求める.

a と b の相関 rab = 0.706,

a と y の相関 ray = 0.870,

b と y の相関 rby =

0.302 であった.a の影響をなくした b と y の偏相関（rby.a）は,

rby. a = (0.302 – (0.870*0.706)) / (√ (1 – 0.8702)*（ √ (1 – 0.7062)）
  

= -0.894
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   この結果の見方：身長の影響をなくした偏相関係数は, -0.894（高いマイナスの相関）
となったので, 身長が同じなら, 体重が軽い方が 50m 走が速く, 体重が重い程 50m 走
が遅いと判断される.

51) 回帰分析 (regression analysis)
   
      2 つの変数の間に一定の関係が想像できるとき,2 つのデータ間の関係の強さを測る統計
量が「相関係数」である.それに対して回帰は,データ x とデータ y がどのような関係式で
表せるかである.例えば,回帰直線は,y = a + bx の式で表され,a と b に何の数値を入れ
るかを調べる.つまり,回帰分析とは,複数の変数間の関係を一次方程式(Y=aX+b)の形で
表現する方法である.



      また,身長と体重のように,相互依存の関係にある 2 変量の時,一方の数値が与えられると,
他方の組を予測することができる.
      予測したい変数のことを目的変数といい，目的変数（従属変数dependent variable）を説明
する変数のことを説明変数（独立変数,independent variable）と呼ぶ．独立変数を原因,
従属変数を結果とみなすこともある.
     目的変数は 1 つであるが，説明変数の数は幾つでもよく，説明変数が 2 つ以上の時は重回帰
分析(multiple regression analysis)，1 つのときに単回帰分析(simple linear regression


analysis)と呼ぶ.



   52. 単回帰分析 

単回帰分析とは,1 つの従属変数を 1 つの独立変数で予測するもので,その 2 変数の関係性
を
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    Y = aX + b と言う一次方程式の形で表す. この時, a は直線の傾き(slope)で, b は Y 軸上の
切片(intercept)である.

     この時, 最も予測誤差が小さくなる回帰直線を求める方法が「最小二乗法; least squares
method」である.
     最小二乗法は下図のように 1 から 4 のデータがある時,[a, b, c, d]それぞれの 2 乗を足した
ものが最小になるような傾き(a)と切片(b)を持つ直線(Y = aX + b)を求める方法である.

＜例＞ 単回帰分析の例
        次のような 2 変量データについて回帰係数を算出し,回帰直線 Y = aX + b を求める.

x

y

10

10

4

5

2

5

2

4

8

4

9

6

7

6

5

2

1

1

3

2

4

7

6

7

8

9

11

8

6

4
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   上記のデータを用いて相関係数, 傾き, 切片, 決定係数をエクセル関数を用いて算出す
る.
    

相関係数：fx=correl(Y のデータ範囲, X のデータ範囲)・・・・・r = 0.696

   

傾き：fx=slope(Y のデータ範囲, X のデータ範囲)・・・・・・・a = 0.5893

   

切片：fx=intercept(Y のデータ範囲, X のデータ範囲)・・・・・

b = 1.9549

決定係数：fx=rsq(Y のデータ範囲, X のデータ範囲)・・・・・

R2= 0.484

      従って,このデータから最小二乗法によって求めた回帰式は,
Y = 0.5893x+1.9549 となる.
       ＃決定係数は後述する.
    

53. 重回帰分析と重相関分析

 

単回帰分析は,1変数から1変数を予測する場合に使用されるが,複数の変数から1つの変
数を予測しようとする場合には重回帰分析が使われる.

n個の変数を説明変数とする重回帰式は以下のようになる.
＾

y ＝#1 1+#2ｘ2＋＋#nｘ n＋ )
  この式は,基本的には単回帰式と同じもので,yのｘ に対する回帰を加算的な直線式で解
釈するもので,xを独立変数（説明変数）,yを従属変数（目的変数）と呼び単回帰分析
と同様である.
  α,#nは回帰係数と呼ばれ,#nはそれぞれの独立変数にかかる重み（回帰係数）である.
    算出された重回帰式の有意性は,単回帰分析と同様,回帰式で説明されるバラツキと,
説明しきれないバラツキ（残差）との比（F 値）で検定される.また,それぞれの（偏）回
帰係数の有意性ついても同様に検定される.
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54.重相関係数

 重回帰分析をすると,重回帰式が求められる.重回帰式で算出される予測値を

Ｙ j（データ#j= 1 , 2 ,･･････, n）とすると,
観測値の

yj とのあいだで,相関係数を求めることができる.このとき計算される相関係数

を重相関係数と言う.
 重相関係数は,実際に観測された目的変数(従属変数)の値と,重回帰式をあてはめて計算した
2

推定値（理論値）との相関係数である.重相関係数の2乗を決定係数(R ),もしくは,寄与率
と言う.

55.多重共線性(multicollinearlity)： 概念だけを述べる
独立変数間に非常に強い相関がある場合には，解析が不可能であったり,たとえ結果が求め
られても信頼性が低い.このような場合に多重共線性があると言う.
つまり,「多重共線性」とは,重回帰分析の変数に相関が高いものを選んだ場合,それぞ
れの変数の係数が正しく計算されない事象のことである.
＜例：身長を右足と左足のサイズで重回帰分析にかけた場合＞
2

例数：105,重相関係数:R = 0.904, 決定係数：R = 0.818



係数

標準誤差

t

p-値

切片

31.7603

1.9594

16.208

5.56E-30

右足

6.8229

3.4285

1.990

0.049

左足

-3.6448

3.4411

-1.059

0.292





  この結果,左足のサイズが大きい人は,身長が低いと云う結果になり,また,左足のサイズ
 は身長を説明するのに有意ではないと云う結果にもなる.
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  このように,互いに相関し合う両足のサイズをそれぞれ変数とすると,多重共線性がそれ
ぞれの変数に影響し合い,意味不明の回帰式モデルとなってしまう.上の例の場合,身長
を 片足だけ,或いは両足の平均サイズを説明変数とすれば良い.

56.変動係数（coefficient of variation,CV）
 標準偏差は,データの分布（バラツキ）を見る1つの尺度ではあるが,2つの集団のバラツ
キの程度を比較する場合は,有効ではない.それは,個々のデー値が大きい（平均値が大
きい）集団の方が標準偏差（standard deviation, S）が大きくなる可能性が高いからであ
ー

る.このような場合,標準偏差(s)を平均値( x ）で割って,集団の規模を考慮した上で比較
した方が有効である.例えば,幼稚園児と高校生の身長を比較した場合,男女とも,標準
偏差は平均値の大きい高校生の方が大きいが,変動係数は幼稚園児の方が大きい.このこ
とから,幼稚園児の方が高校生に比べて身長のバラツキが大きいことになる.
  集団の標準偏差と平均値との比率を変動係数（coefficient of variation）あるいは相対的変
動（relative variation）または相対的標準偏差（relative standard deviation）と呼び,通常
この値は100倍した百分率（%）で表示される.
ー

CV=標準偏差(s)/平均値 （ x ）
 エクセル関数を用いると,以下のようになる：

       fx=STDEVP(データ範囲)/AVERAGE(データ範囲)
 CVは,単位のない数であり,相対的なバラツキを表す.

57. 研究(Research)とは? 
 •研究とは「 1つの問題意識」のもとに、
 •「明確に設定された 1つの課題を解決」するために、
 •「計画的・系統的に情報を収集」し,


解析
結果
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データ



統計処理

解析
結果


  変数間の関連等多くのことを考慮した解析を行わなければならない（研究デザイン）
•それを「適切な認識的枠組み-理論・仮説-」のもとに「分析・解釈」し,
•さらにその成果を第 3者がアクセス可能なようにまとめて「社会に公表」する,
 という一連の知的活動のことをいう.


58.妥当性(validity)と信頼性(reliability)

 「妥当性」と「信頼性」が備わっているということは, 研究にとって欠かすことので


きない条件であり, 「妥当性」によって, 「測定したいと思った内容を的確に測るこ



と」ができ,「 信頼性」によって,「 その結果が安定した信頼のおけるものであること」



が保証される.

  「妥当性」とは, その方法が測定しようとしているものをどれくらい的確に測定でき
  ているか, ということである. 「妥当性」には, 「内的妥当性：internal validity」
 と「外的妥当性：external validity」がある.
 【内的妥当性】内的妥当性とは,実験や調査などの研究に用いられている方法が適切か,
  仮説に対応する構成概念をきちんと設定できているか,測定したい変数を適切に測定で
きているかなど,研究の目的および仮説に即した方法および条件設定の適切さを示す指標
である.
 【外的妥当性】外的妥当性とは,実験や調査などの研究が明らかにしようと思っている
現象や事象の法則性あるいは特徴を有すると考えられる母集団に,その研究の実際の測
定対象となっているサンプルから得られた結果を一般化できるかどうかを表す指標であ
る.具体的には、母集団の代表といえるサンプルが抽出できているかにより判断される.
「信頼性」とは,仮に同じ条件の下で同じ測定・実験をしたとすれば,同じような結果が
出る（結果が一貫し,安定している）ということである.
つまり,「妥当性」と「信頼性」が備わった測定・実験を実施してはじめて,「適切な現
状の把握やその後に役立つ結論を導くことができる.
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59.「誤差(error)」と誤差の要因 

測定値または計算値と,真の値との違いを誤差という.
 つまり,「誤差=測定値−真の値」で表される.



「誤差の原因」

1) 偶然誤差 (random error): 突き止められない原因,あるいは制御できないようなわずか
な測定(実験)条件,環境条件などの変動によって偶発的に生じる誤差で,この誤差が
小さい程制度が高い.この誤差は偶発的に発生するため,測定値がばらつきとなって
現れる.回避・低減することができず,補正することもできないが,「サンプル数を増
やす」とか「測定精度を上げる」ことで小さくすることができる.
2)系統誤差( systematic error):偶然による誤差ではない誤差．何かある原因があって起こ
るもので，測定を繰り返すと大きくなるとか，周期的に繰り返すとかの誤差のことで,
測定者の癖や,測定器の癖,機器の校正状態,測定条件等の原因によって,真の値から
ずれてしまう系統的な誤差のことである.
  標本の抽出に伴う誤差を「標本誤差」と呼ぶが,非標本誤差のうち,真の値との差(誤差)
  に方向性のある誤差を系統誤差と呼び,系統誤差を偏り(バイアスbias)とも呼ぶ.
 

60. バイアス(bias)
 
「選択バイアス」と,「情報バイアス」の2つに分けられる.
  1).選択バイアス（selection bias） 
   実際に観察する集団が,本来目的とする集団,母集団の正しい代表ではなく,特定の傾
   向,特性,方向性を持った集団であるときに起こる偏りである.

2).情報バイアス（information bias） 
実際に観察を行う集団について,情報を得るときにその情報が正しくないために起こる
  偏りを情報バイアスと呼ぶ.
 3) 交絡因子 （confounding factor）



統計モデルの中の従属変数と独立変数の両方に（肯定的または否定的に）相関する外部

  変数が存在し,そのような外部変数を交絡因子（confounding factor、confounder）と
呼ぶ. 

Aという要因とBという現象に対して測定を行った時,関連性があるように見えたとす
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る.しかし実はその結果はAの要因とBの現象に関与する第3の要因Cが関係しているこ



とがある.この時Cを「交絡因子」と呼び,これにより生じるずれを「交絡バイアス」
と呼ぶ.


61. 研究目的と研究デザイン

 研究の目的：目的は大きく2つに分けられる.
 「介入研究：Intervention Study」：研究者が対象集団を2つ以上のグループに分け,それ
ぞれ異なる負荷をかけて介入を行う研究である.
「観察研究：Observational Study」：研究者の積極的な介入を伴わず,対象者の日常的な
行動等を調査する研究である.
 ＜例＞肥満に対して効果的な運動療法を知る為の研究を考える

  1) 介入研究
    ある運動療法が肥満の発症のリスクを減らす事が出来るかを知りたい.
調査対称となる集団について，観察，調査を行うだけでなく，運動指導，或は摂取す
べき食品などを定めて，生活状態を変化させ，その効果を調査する研究方法．

  2) 観察研究     
どのような生活習慣（運動習慣）の人たちが,肥満発症のリスクが高いかを知りたい.
(1) 横断研究
(2)前向きコホート研究
特定の運動療法に曝露した集団と曝露していない集団を一定期間追跡し,研究対
象となる運動療法の効果を比較することで,運動療法と肥満発症との関連を調べ
るものである。

62.横断研究 ( cross-sectional study) と縦断研究 (longitudinal study)
  発育・発達に伴う身体的変化などを検討する方法として,横断研究と縦断研究がある.
1)横断研究:年齢の異なる集団に対して実験や調査を行ない,年齢以外の要因をできる
限り統制して各年齢群を比較する.比較的短時間に多くのデータを得ることができ,
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費用や労力などは少なくてすむ.しかし同一対象者を追跡してはいないため,発
育・発達の連続性や安定性を明示することはできない.

2)縦断研究では,同一の対象者を一定期間継続的に追跡し,いくつかの時点で測
定を行って変化を検討する.長期にわたって行なうため発育・発達の連続性や安定性
を問題にできる反面,労力や費用は大きく,しかも大きな集団を追跡することが困難
で,追跡期間の途中でも様々な原因で対象集団がさらに小さくなる可能性が高い.繰
り返し測定がなされることで検査に対する慣れや練習効果なども問題になる.また双
方共に,結果を解釈する際にはコーホートの要因を無視することができない.コーホ
ートとは,ある共通の特性をもつ集団を意味する.横断研究では年齢の違いに加えコ
ーホートの違いが結果に関与するため解釈が難しくなり,縦断研究の場合は特定コー
ホートのみを追跡しているためどの程度結果を一般化できるかが問題になる。͒ 

一般的に,相対的に負担の少ない横断研究が用いられることが多いが,縦断研究には
個人差を検討できる利点があり,データの年齢が近接している場合には追跡が容易で
あると共に一貫性や変化が具体的で,因果的説明が取りやすい.一方,同年齢の子供
間に高い類似性・共通性が期待できる場合には横断研究が適用しやすい.これら二つ
の欠点を除くため,横断的に取った標本のいくつかを追跡する方法などが考えられて
いるが,どちらにしろ双方の長所と留意点を踏まえておかなければ,妥当性の少ない
研究になる心配がある.

  3) コーホート ( cohort)
   コーホートとは,ある共通の特性をもつ集団を意味し,一般的には出生コーホ
  ートを示す.このコーホート集団を追跡研究する方法をコーホート研究と呼ぶ.
       ある継続的な調査を実施する場合,データには年齢効果と年代効果の他にコー
ホート効果が含まれ,それらの効果を区別しなければならない.年齢効果は,加
齢や老化によって共通に生起する影響要因で,年代効果は自然環境や社会環境に
よって社会全体に及ぶ影響要因である.
     コーホート効果は,それぞれのコーホートに属する人々に共通に見られる影響要
因で,具体的には戦争経験や受験戦争など,コーホート特有の性質による影響要
因となる.
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 ͒   コーホート研究には,現時点での集団の状況を調査して将来的に追跡調査する
前向きコーホート研究と,過去の情報記録を調査して現在までの情報を分析
る後向きコーホート研究がある.


63. オ ッ ズ 比 （ Odds Ratio / OR ） 
  オッズ比（Odds Ratio）とは,ある事象の起きる確率（P）と起きない確率（1‐P）の比
 のことである.
  確率は0％〜100％ ,つまり,0〜1の範囲をとるので,起きる確率をPとすると,起きない確
 率は1‐Pになる.このときの,P /（1‐P） がオッズである.
  例えば,ある事象が起きる確率が50％（0.5） だったとすると,起きない確率は50％（1

‐0.5） になる.従って,事象の起きるオッズは,0.5 /（1‐0.5）= 1となる.オッズが
1 になるということは,事象の起きる確率と起きない確率が同じであることを意味する.
また,ある事象の起きる確率が80％（0.8） だったとすると,事象の起きない確率は20％

（1‐0.8） なので,オッズは,0.8 /（1‐0.8）= 0.8 / 0.2 = 4 となる.すなわち,オッズ
が4になり,これは起きる確率が起きない確率の4倍であることを意味する.
 オッズ比は,ある条件におけるオッズと別の条件におけるオッズの比のことである.
  例えば,被験者群において,事象（逆上がりができる）の起きる確率が75％（0.75） だと
すると,起きない確率（逆上がりができない）は25％（1‐0.75）となるので,オッズは,
0.75/(1 – 0.75) = 0.75/0.25 = 3である.
  コントロール群（対照群）において,事象（逆上がりができる）の起きる確率が25％（0.25）



だとすると,起きない確率（逆上がりができない）は75％（1‐0.25）となり,オッズは,

 0.25/(1 – 0.25)= 0.25/0.75 = 0.33である.
  事象（逆上がりができる）が起きる確率について,被験者群のオッズが3,コントロール群
（対照群）のオッズが0.33である.このときの比がオッズ比になる.つまり,コントロール
群（対照群）に対して被験者群のオッズは9.1倍になるということで,被験者群の方がコン
トロール群に対して約9倍,事象（逆上がりができる）が起きやすいと云える.


64.


  論文とは,研究の記録を公表する科学的な文書のことである.
  論文の目的は,現在知られている知識に新しい事実を加えることであり,科学の進
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  歩に貢献することである.
  従って,小さくても新しい発見か新しい知見を含むものでなければ,発表する価値
  はない.
  論文を書くことは,何か新しい研究成果を得た者の義務でもある.
  書かれた論文は永久に残る.従って,偽りの記述,誤った解釈,軽率な結論は恥さ
 らしである.
  悪い文章,下手な図,誤字誤植などは著者の無能怠慢の何ものでもない.
“ Rushing into print”ゆっくり考えるのは構わない.考えるより速く印刷に出すのが問
題である.


65.
 Originality:原著論文では新しい知見が絶対必要な条件である.
 Accuracy:正確な記述は当然のことで,数字一つ間違っても致命傷である.
 Objectivity:研究結果の記述は,純粋に客観的でなけれならない.
 Verifiability:他人が追試できるように,特に,方法など明確懇切に説明すべきである.
 Readability:意味不明な文章は他人に理解してもらえないので,平易に読める必要が
       ある.


Impartiality:公平無私であること.謙虚に真理の発見を目指すのが科学者の態度である
 

66.

1)
  可能性：どんなにすばらしいテーマでも,力量の及ばないもの,実験施設・人手・
経費などから実行不可能ならあきらめるべき.
  発展性：小さなテーマでも先へ進展するようなテーマを選ぶべき.
  新鮮味：先人が研究し尽くしたものは着手する価値がない.
  応用性：社会的実用性だけでなく,学問上応用価値の高いものが良い.
  興味性：全く興味のないテーマは着手すべきでない.最初は興味薄でも次第に興味
が出てくることもありうる.
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 2)



  題名：内容を示す；簡潔であること（についてやに関する研究などは無意味）；
読者の注意を引くこと.
  著者名：共著者は,論文に対して責任を持ちうる者.
  抄録：全部を短くまとめたもので,重点的・協調的に要約すること.
  緒言：問題の性質,範囲,研究意義,動機を述べ,他人の業績を簡単に紹介する.
  方法：何時誰が同じことをやっても同じ結果が得られるように,用いた材料や方法
を正確に記述する.
  結果：枝葉の結果は捨て,結果は事実に正直な記述でなければならない.結果の記
述に主観的判断を入れてはいけない.
  考察：結果を他人の業績と比較しながら種々の角度から検討し,自分の考えを提唱
したり,意義を説明する.
  結論：結論は,考察の結果得られた一つの最終的な考えで,結果の不偏化である.
短い方が良い.
  謝辞：文献の前に置く.小活字で世話になった人々に謝辞を述べる.
  文献：数字の誤記,人名のつづりの誤り,雑誌名略記の不統一など許されない.
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