
統計学 Statistics
第15回

統計学 まとめ その2
大久保 豪

suguruokubo@gmail.com
株式会社BMS横浜、立命館大学客員協力研究員

1



統計学的推定
母集団と標本集団
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Aという集団の特徴を調べるにはどうするか？

• 東京医科大学医学部看護学科2年生の平均点
• 2年生全員の点から平均点を出す

• 悉皆調査（全数調査）
• 食中毒統計
• 感染症法に基づく1類、2類、3類、4類、5類感染症（全数把握）
• 薬剤や予防接種の副作用
• National Clinical Database 外科手術の全例登録
• 一部のがん登録
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Aという集団の特徴を調べるにはどうするか？

• 東京医科大学医学部看護学科2年生の平均点
• 2年生全員の点から平均点を出す
• わざわざ一部の人を抽出して調べたりはしない

• しかし、全ての事象について悉皆調査をするのは無理。なぜなら…
• 膨大な金銭的、人的、時間的コスト
• 特に無償の調査協力である場合、悉皆調査の意義があるかどうか十分
な吟味が必要

• そもそも悉皆調査が無理な場合もある
• 牛乳の消費期限に関する調査
• スマートフォンの耐久性に関する調査

4



Aという集団の特徴を調べるにはどうするか？

• 悉皆調査（全数調査）
• 標本調査
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母集団 標本集団

標本抽出

推測（推定）

推測（推定）するために標本を抽出する ということがポイント



概念的な母集団と操作的な母集団
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p79.



標本集団の抽出方法
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標本抽出法

• 単純無作為抽出法
• 系統抽出法
• 層別抽出法
• 多段抽出法
• 集落抽出法
• 有意抽出法
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単純無作為抽出 Simple random sampling

• 乱数などを使って、ランダムな順序で対象を選ぶ
• 最も理想的な標本抽出法
• 母集団全員の名簿が必要



系統抽出

• 乱数により最初の1名を決め、その後は名簿順に標本を選ぶ方法

• 名簿の並び順に偏りがある場合にこの方法を採ると、その偏りが反映され
たサンプルになる可能性がある

• 例） 受診した順番を元に患者さんを系統抽出したら、ほとんど午前
中に受診した人ばかりになってしまった。
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層別抽出

• 性別や年齢など何らかの基準によって、予め母集団のカテゴリーを分
け、それぞれのカテゴリーから指定した比率で標本を抽出する

• 例
• 母集団を男性と女性に分け、それぞれのカテゴリーから等しい比率
で標本を抽出する

• 複数の条件を組み合わせることもある

• 母集団に層別化するカテゴリーの情報が
含まれていなければならない



単純無作為抽出法と系統抽出法、層別抽出法

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 … …
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p81-82.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 … …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 … …

乱数の番号順に
抽出

最初の番号からは
一定間隔で抽出

カテゴリの構成比
率を維持して抽出

6 20 27 …

3 13 23 …

3 13 23 …

6 18 9 …

単純無作為抽出

系統抽出

層別抽出



多段抽出法

• 効率よく抽出、調査を行うため、いくつかの段階に分けて抽出する。

• 例 都道府県を選び、次にその中で市町村を選び、その中で・・・
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p83.



集落抽出法

• 多段抽出法において、最後に個人や世帯を無作為抽出するのではなく、地
域全体を対象にする。

• 対象になるのは都道府県、市町村などの行政区であることもあれば、地理
的なまとまりであることもある。

• 代表的な使用例
• 国民生活基礎調査
• 国民健康・栄養調査

• スクリーニングの効果評価など、政策の
評価を行うときにも用いられる。



有意抽出法

• 無作為抽出法ではない抽出法の総称
• 典型法（自分で調査対象として典型的だと思う人に調査する）
• 機縁法（知り合いに頼む）
• 偶然法（通りかかった人、など偶然出会った人に頼む）
• 募集法（協力してくれる人を募集する）
• スノーボール法（調査対象に次の調査対象を紹介してもらう）

• 質的研究の世界では、purposive sampling, purposeful samplingと呼ばれる
ことも（非常に奥深い世界）
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p83.



無作為抽出（random sampling）の意
義と信頼区間（confidence interval）
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ある標本集団の調査結果

• 女性のやせに対する研究を行う場合

• ある会社から無作為抽出した従業員30名のBMIの平均が18.0で標準偏差が
5.0だった

• この結果から「この会社の従業員のBMIの平均値はやせの基準（18.5）を
下回っている」と結論づけてよいか
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標本集団の平均から母集団の平均を推定する

• ある会社から無作為抽出した従業員30名のBMIの平均が18.0で標準偏差が
5.0だった

• 実際にはBMIの平均は20程度なのに、たまたまBMIの低い人ばかりが
対象になったのかもしれない

• 上記が起こることは非常に稀、しかし絶対に起こらないわけではない

• ではこの結果から母集団の平均を推定してみよう

• 母集団の平均の95%信頼区間は 16.1-19.9
• 無作為抽出して調査をすることを繰り返した場合、95%の調査結果か
ら推定される母集団（会社の従業員）のBMIの平均値は16.1から19.9

• したがって、この調査からは・・・
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信頼区間 confidence interval, CI の考え方

• 95%や99%など、一定の確率で母集団のパラメータ（平均など）を推定す
るとき、その区間を信頼区間という。

• 95%や99%といった係数のことを信頼係数 confidence coefficient という

• 標本集団の結果を基に、信頼区間の上限と下限を求める。
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参考 石村貞夫, デズモンド・アレン, 劉晨『すぐわかる統計用語の基礎知識』p136.
中村好一（2016）基礎から学ぶ楽しい保健統計. 医学書院, p71.



推定 estimationの大前提

• 標本集団の結果から母集団の状況を推定する大前提は
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標本集団が母集団を代表していること

その大前提は無作為抽出（random sampling）

従って無作為抽出をしていなければ（無作為抽出を仮定できなければ）
標本集団の結果から母集団の状況を（統計学的に）推定することは困難



7-1. 統計学的検定の考え方
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統計学的検定の考え方
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• 同じ広さの二つの農地に肥料Aと肥料Bを散布した

• その結果、肥料Bのほうで収穫量が1.2倍になった

• 肥料Bは肥料Aよりも収穫量を増やす効果が高いといってよい？

• 日射量の違いは？散水頻度の違いは？
• 同じだったとしても（コントロール可能な要因を揃えたとしても）

• 人間にはコントロールできない誤差が残る（測定誤差）



統計学的検定の考え方 農業の場合
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• 同じ広さの二つの農地に肥料Aと肥料Bを散布した

• その結果、肥料Bのほうで収穫量が1.2倍になった

• 二つの極端な考え

偶然そういう結果が出たにすぎない
（結果には測定誤差があるのだから何もわからない）

差が出たのだから差があると考えてしまえばよい
（測定誤差なんて無視してしまえ）

このどちらでもなく、
科学的に考えてみよう
じゃないか
（統計学的検定）



統計学的検定の手順

1) 標本の分布などを仮定する。
2) 「2つの集団に差がない」などの否定したい仮説（帰無仮説）をたてる。
次に「2つの集団には差がある」などの帰無仮説を否定したときになりたつ
仮説（対立仮説）をたてる。

3) 偶然と判断する基準（有意水準）を決める（通常は0.05 すなわち 5%）
4) 帰無仮説のもとで、2つの標本の統計量の差を評価するための検定統計量
（t値）の理論的な分布と有意水準に基づいて棄却域を計算する。
5) 標本から求めた検定統計量（t値など）が棄却域に入っていれば、帰無仮説
を棄却して対立仮説を採択する。帰無仮説が棄却できないときはそれを受容
する。

6) 対立仮説を採択した場合には、具体的に差の内容を確認する。
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p105.



統計学的検定の手順
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p106.



統計学的検定の手順

1) 標本の分布などを仮定する。
2) 「2つの集団に差がない」などの否定したい仮説（帰無仮説）をたてる。
次に「2つの集団には差がある」などの帰無仮説を否定したときになりたつ
仮説（対立仮説）をたてる。

3) 偶然と判断する基準（有意水準）を決める（通常は0.05 すなわち 5%）
4) 帰無仮説のもとで、2つの標本の統計量の差を評価するための検定統計量
（t値）の理論的な分布と有意水準に基づいて棄却域を計算する。
5) 標本から求めた検定統計量（t値など）が棄却域に入っていれば、帰無仮説
を棄却して対立仮説を採択する。帰無仮説が棄却できないときはそれを受容
する。

6) 対立仮説を採択した場合には、具体的に差の内容を確認する。
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p105.

ほぼ決まっている

計算自体はソフト
ウェアが行う



帰無仮説とは何か なぜ帰無仮説を設定するのか

• 帰無仮説：「無に帰すことを前提とした仮説」という意味。
• 検定を行うとき、最終的に調べたいことが「両者は違う（差がある）」ということであ
る場合、いいたいこととは反対の「両者は等しい（差がない）」という仮説をたてる必
要がある。

• なぜ、こんな一見まどろっこしいことを？
• 差があることの証明は難しいため
• 「差がある」ではなく、「『差がない』とはいえない」という形で証明する
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p107.



帰無仮説の例
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

知りたいのは両群の結果に統計学的に有意な差があるかどうか

ならば帰無仮説は「両群の結果に差はない」



検定の種類
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p104.



検定の種類

• 変数の分布によって使用するべき検定方法が異なる

• 2群の分布の違い

• 変数の分布に正規分布を仮定できる場合
• パラメトリック検定の一つであるt検定を使う

• 正規分布を仮定できない場合
• ノンパラメトリック検定の一つであるMann-WhitneyのU検定を使う
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7-2. 統計学的有意水準について
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両側検定と片側検定
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p108.



有意水準

• ある事象のおこる確率が偶然とは考えにくい（有意である）とする判断基準
• 検定における有意水準とは、「帰無仮説がなりたつ仮定のもとで、これより小さい確率
は偶然とは考えにくい」とする判断基準

• 通常、0.05（5%）と設定する
• 10%にしたり、1%にしたからといって間違い、ではないけれど・・・

• 有意確率が0.05（5%）より大きい場合
• それほど珍しい事象とは考えない

• 有意確率が0.05（5%）より小さい場合
• 珍しい事象を観察したのではなく、そもそも帰無仮説が間違っていた
→ 帰無仮説を棄却し、対立仮説を採用する
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7-3. 統計学的検定における過誤
（error）
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ある治療法の利益・不利益を明らかにするために
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

統計学的検定をおこなったところ、p=.01だった（.05を下回った）

帰無仮説（両群に差はない）を棄却して、対立仮説（両群に差がある）を採用する



ある治療法の利益・不利益を明らかにするために

36

高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

統計学的検定をおこなったところ、p=.10だった（.05を上回った）

帰無仮説（両群に差はない）を採用！ でよい？



母集団の真の姿と検定による判断の関係
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

相関係数 ρ ≠ 0 ○ 第2種の過誤（β）
相関係数 ρ = 0 第1種の過誤（α） ○

相関係数の検定では

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p69.



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

母集団には差がないのに「統計学的有意差あり」という判断を下す
… 第1種の過誤（α）と呼んでいる

母集団には差があるのに「統計学的有意差なし」という判断を下す
… 第2種の過誤（β）と呼んでいる

多くの場合、p値の計算というのはαとβのどちらかを計算していることになります
さて、どちらでしょう？ ここで思い出していただきたいのが、帰無仮説の話



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

母集団には差がないのに「統計学的有意差あり」という判断を下す
… 第1種の過誤（α）と呼んでいる

母集団には差があるのに「統計学的有意差なし」という判断を下す
… 第2種の過誤（β）と呼んでいる

p値で計算しているのはこの確率

ということは・・・統計学的検定では第2種の過誤（β）を考えていない



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

p値が計算しているのは第1種の過誤（α）を犯す確率
第2種の過誤（β）を犯す確率については何もいえない
→ 有意差が観察されなかったからといって、「差がない」とは言えない

では第2種の過誤（β）についてはどうすれば？

標本サイズ sample size から検出力 power を求める
（あるいは、検出力 power を仮定して予め標本サイズ sample sizeを決める



8-1. 独立性の検定（Fisherの直接確率
検定） 例1
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Fisherの直接確率検定
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会合を開くと、昔はあまり見かけなかったけど、最近はいつもいる

でも控えめで目だたない

どんな仕事も嫌がらずにやってくれる



属性による死亡率の比較 2×2にしてみると
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Fei Zhou, et al. (2020) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3 

死亡者で冠状動脈性心疾患の既往歴がある人が多いようにみえる

統計学的有意な差か？

新型コロナウイルス感染症により入院し、死亡した人と生存した人とで
冠状動脈性心疾患の既往の有無に差は無い

COVID-19入院患者の死亡
死亡者（n=54） 生存者（n=137） 計

冠状動脈性心
疾患の既往

あり 13 2 15
なし 41 135 176
計 54 137 191



実際に計算してみると
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Fei Zhou, et al. (2020) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3 

COVID-19入院患者の死亡
死亡者（n=54） 生存者（n=137） 計

冠状動脈性心
疾患の既往

あり 13 2 15
なし 41 135 176
計 54 137 191

Rというソフトウェアを使用

> X <- matrix(c(13,41,2,135),nc=2)
> fisher.test(X, workspace=10000000)

Fisher's Exact Test for Count Data

data:  X
p-value = 1.508e-06

e-06 というのは指数表示
桁がとても大きい場合、とても小さい場合に使用される

1.508e-06というのは1.508×0.000001を意味する
無理やり表現すれば「0.000001508」と非常に小さい



χ2検定（Chi-square test）とは？

• 観察された事象をもとに、χ2値を求め、それが自由度1、p=.05のχ2値より
も大きければ有意水準.05で有意差を認める。

• Fisher’s exact testと結果がよく似るために用いられてきた方法。現在では
こちらを使う意義はないという人もいる。

• 各セルのうち、一つでも非常に小さいセルがある場合に使うのは適切では
ないとされる。大まかな基準として、セルの期待値が5を下回る場合 が
使われる。根拠は不明。

45

参考 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p88-97. 



2×n、n×2のクロス集計表

46

質問項目1
あなたはラグビーをプレーしたことがありまか？
(1) ある (2) ない

質問項目2
あなたはラグビーが好きですか？
(1) 好き (2) どちらでもない (3) 嫌い

ラグビーが

好き どちらでもない 嫌い

ラグビープレー
経験が

ある 30 10 10
ない 10 50 50

Fisherの直接確率検定が行える（χ2検定も）

ただし、仮に帰無仮説（分布に差がない）を棄却できてもどこに差があるか、までは言えない



9-1. Studentのt検定 例1

47



Studentのt検定

48

• 統計学的検定といえばコレ、というほど有名な優等生

• でも、ちょっとまじめすぎて融通がきかない…

ちなみに「Student」は「学生」という意味ではない。
この検定を考えたWilliam Gosset (1876-1937) のペンネーム

参考 Student (1908). The probable error of a mean. Biometrika 6 (1): 1-25



子宮頸がん検診受診の有無と性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度得点

49

子宮頸がん検診を受診した人のほうが、ヘルスリテラシー尺度の得点が高いようにみえる
けれど・・・

偶然そのような結果が出ただけで、実際には差がないのかもしれない → 統計学的検定

子宮頸がん検診受診あり群となし群とで性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度の得点に
差は無い



子宮頸がん検診受診の有無と性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度得点

50

子宮頸がん検診受診あり群となし群とで性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度の得点に
差は無い

この帰無仮説の検定に使われているのがStudentのt検定



Studentのt検定とは？

• 検定統計量がt分布に従う検定のことを、t検定と呼んでいる。

• t分布に従うと何がよいのか
• どのくらいの確率で起こるかがわかる。

• 次の検定はそれぞれt検定になっている。
• 母平均の検定
• 2つの母平均の差の検定
• 対応のある2つの母平均の差の検定
• 無相関の検定

51

下から順に自由度1、2、5、無限大のt分布曲線



Student’s t検定（対応のない群間の平均の比較）とは

• 検定統計量がt分布に従う検定のことを、t検定と呼んでいる。

52

t =
x1－x2

s2 × 1
n1
－

1
n2

この検定統計量とは？
x1 = 群1の平均
x2 = 群2の平均
s2 = 分散の推定値
n1 = 群1の標本数
n2 = 群2の標本数

調査結果からわからないのはs2（分散の推定値）

ではどのように推定するのか
𝑠𝑠2 =

𝑛𝑛1 − 1 × 𝑠𝑠12 + 𝑛𝑛2 − 1 × 𝑠𝑠22

𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 − 2

n1 = 群1の標本数
n2 = 群2の標本数
s1 = 群1の不偏分散
s2 = 群2の不偏分散



Student’s t検定（対応のない群間の平均の比較）とは

• 検定統計量がt分布に従う検定のことを、t検定と呼んでいる。

53

t =
x1－x2

s2 × 1
n1
－

1
n2

この検定統計量とは？

このtは「t分布」（t distribution, Student’s t distribution）と呼ばれる分布になる。

これを「なぜだろう？」と考え出すと、数学的な証明を理解せねばならず、中々大変。

そういうものか・・・と思って進みましょう。

x1 = 群1の平均
x2 = 群2の平均
s2 = 分散の推定値
n1 = 群1の標本数
n2 = 群2の標本数



t値をどう使うか

t分布表をみながら、今回の検定のt値が大きいか小さいかを判断する
ではどの値と比較すれば良いのか ここで出てくるのが自由度と有意水準

54

両側検定

自由度 0.10 0.05 0.01
1 6.3138 12.7062 63.6567
2 2.9200 4.3027 9.9248
3 2.3534 3.1824 5.8409
4 2.1318 2.7764 4.6041
5 2.0150 2.5706 4.0321

10 1.8125 2.2281 3.1693
20 1.7247 2.0860 2.8453

両側検定

自由度 0.10 0.05 0.01
30 1.6973 2.0423 2.7500
50 1.6759 2.0086 2.6778
60 1.6706 2.0003 2.6603

100 1.6602 1.9840 2.6259
120 1.6577 1.9799 2.6174
240 1.6512 1.9699 2.5965

※ 全ての自由度についてt0.05,dfが求められている。



t値をどう使うか

t値を自由度df = n1 + n2 – 2、確率0.05のt値 t0.05,df と比較する

t値がt0.05,dfより大きければ有意水準0.05で両群の平均に有意差があると判定する

55

両側検定

自由度 0.10 0.05 0.01
1 6.3138 12.7062 63.6567
2 2.9200 4.3027 9.9248
3 2.3534 3.1824 5.8409
4 2.1318 2.7764 4.6041
5 2.0150 2.5706 4.0321

10 1.8125 2.2281 3.1693
20 1.7247 2.0860 2.8453

両側検定

自由度 0.10 0.05 0.01
30 1.6973 2.0423 2.7500
50 1.6759 2.0086 2.6778
60 1.6706 2.0003 2.6603

100 1.6602 1.9840 2.6259
120 1.6577 1.9799 2.6174
240 1.6512 1.9699 2.5965

※ 全ての自由度についてt0.05,dfが求められている。



子宮頸がん検診受診の有無と性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度得点

56

子宮頸がん検診受診あり群となし群とで性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度の得点に
差は無い

*** ということは、この両群のデータから得られたt値は有意水準0.001のt値を上回った、
ということ

帰無仮説を棄却し、対立仮説（両群に差がある）を採用する



Studentのt検定を行う条件

1. 対象のデータが正規分布すると仮定できる

2. 二群の分散が等しい

57



正規分布 normal distribution の数学的な説明

58

Rで描いた平均50、標準偏差10の正規分布

この範囲に全体の
68.3%が含まれる

この範囲に全体の
95.4%が含まれる

平均を中心として左右対称に分布する

平均 mean＝中央値 median ＝最頻値 mode

平均±1.96×標準偏差 の範囲内に全ての値
の95%が入る



Studentのt検定を行う条件 1. 分布の仮定

59

1. 対象のデータが正規分布すると仮定できる

Studentのt検定は正規分布に基づくと仮定して作られている検定方法

出典 河田志帆ら（2014）性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度の開発：女性労働者を対象とした信頼性・妥当性の検討. 日
本公衆衛生雑誌 61(4): 186-196.

そこで例1の論文では、尺度の合計得点が図示されており、

おおよそ正規分布に近い分布をしていることが
確認できる



Studentのt検定を行う条件 1. 分布の仮定

60

1. 対象のデータが正規分布すると仮定できる

Studentのt検定は正規分布に基づくと仮定して作られている検定方法

このように分布を仮定する（パラメーターを仮定する）検定方法を以下のように呼ぶ

パラメトリック検定

では、正規分布が仮定できないようなデータの検定をする場合は？

次回のお話（ノンパラメトリック検定）



Studentのt検定 2. 等分散の仮定

61

2. 二群の分散が等しい

上記の仮定をもとに検定方法が作られている

ではどのように等分散かどうかを確かめるのか

これにも検定方法がある

Leveneの検定
・帰無仮説は「各グループにおけるデータのばらつきは互いに等しい」
・したがって、帰無仮説が棄却される（p値が5%を下回る）と、「各グループにおけ
るデータのばらつきは等しくない」となり、Studentのt検定ではなくWelchの検定など
を行うことになる
・帰無仮説が棄却されなければ、Studentのt検定を用いて差し支えない

平均50 標準偏差10 平均50 標準偏差40

ただし、これを厳密に適用すべきか・・・



Studentのt検定 2. 等分散の仮定

62

2. 二群の分散が等しい

上記の仮定をもとに検定方法が作られている

ではどのように等分散かどうかを確かめるのか

これにも検定方法がある

Leveneの検定
・帰無仮説は「各グループにおけるデータのばらつきは互いに等しい」
・したがって、帰無仮説が棄却される（p値が5%を下回る）と、「各グループにおけ
るデータのばらつきは等しくない」となり、Studentのt検定ではなくWelchの検定など
を行うことになる
・帰無仮説が棄却されなければ、Studentのt検定を用いて差し支えない

平均50 標準偏差10 平均50 標準偏差40

ただし、これを厳密に適用すべきか・・・



対応のあるt検定

• データに対応がある場合に用いるt検定

対応のあるt検定が用いられる例
• ヘルスリテラシーに関する講義を受ける前のヘルスリテラシー尺度得
点と、受けた後の尺度得点を比較する（前後比較）

• ある大学の看護学生に、65歳未満のヘルスリテラシー尺度得点と65歳
以上のヘルスリテラシー尺度得点を予想してもらい、二つの平均得点
を比較する（同一人物による複数の評価）

• ペアごとに値の差を取り、それを使った検定を行う

63



3群以上の比較

64

出典 光武誠吾ら（2011）eHealth Literacy Scale (eHEALS) 日本語版の開発. 日本公衆衛生雑誌 58(5): 361-371.

たとえば、年代による差をみたい場合、4群あるので、Studentのt検定は使えない

ここで用いられるのが一元配置分散分析（Analysis of Variance; ANOVA）

帰無仮説は「全ての群で平均に差は無い」

ここではp値が5%水準を下回っているので、帰無仮説を棄却し、対立仮説（差はある）を採用する

ただし、ここで分かるのは「どこかに差がある」ということだけ



多重比較

65

• グループ間の差の検定の一種
• 一元配置分散分析（ANOVA）の結果、帰無仮説「グループ間に差は無い」が棄却された
後に行う手法

出典 光武誠吾ら（2011）eHealth Literacy Scale (eHEALS) 日本語版の開発. 日本公衆衛生雑誌 58(5): 361-371.

「Studentのt検定を繰り返せばいいじゃん！」はダメ



10-1. Mann-WhitneyのU検定 例1

66



Mann-WhitneyのU検定（Wilcoxonの順位和検定）

67

• 困ったときにお願いすれば助けてくれる、頼りになる体育会系。

• 何より大事なのは順位！

• でもちょっとアワテモノ・・・



Mann-WhitneyのU検定の基本的な考え方

68

1) はじめに2群を一緒にして、値の小さい順に順位をつける

2) それぞれの群で順位和を計算し、データ数で除して平均順位和を求める

3) 帰無仮説のもとで最終的な平均順位和が標本の値以上になる場合の確率を
順列・組み合わせから計算し、合計したものを有意確率とする

4) 有意確率とあらかじめ設定しておいた有意水準（通常は両側5%）とを比較
して有意差の有無を判断する

両群の平均順位和に差は無い
（2群に意味のある差がなければ平均順位和も等しくなるはず）



Mann-WhitneyのU検定でみると

69

例 クラスA（50人）、クラスB（50人）で卒業して20年後の平均収入を比較する

クラスA

50人全員が年収400万円

クラスB

49人が年収200万円 1人が年収5000万円

平均 400万円 平均 296万円

これをMann-WhitneyのU検定でみてみると・・・

p値は0.00・・・
帰無仮説（両群に差は無い）は棄却される



ちょっとあ（α）わてものなU検定

• （一定の条件下で）第一種の過誤を犯す確率が高くなる

• ただし、検出力は高く、第二種の過誤を犯す確率は低い

70



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）

71

母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

母集団には差がないのに「統計学的有意差あり」という判断を下す
… 第1種の過誤（α）と呼んでいる

母集団には差があるのに「統計学的有意差なし」という判断を下す
… 第2種の過誤（β）と呼んでいる

p値で計算しているのはこの確率



ちょっとあ（α）わてものなU検定

• （一定の条件下で）第一種の過誤を犯す確率が高くなる

• ただし、検出力は高く、第二種の過誤を犯す確率は低い

72

第一種の過誤：本当は差がないのに統計学的有意差ありと判定してしまう

第二種の過誤：本当は差があるのに統計学的有
意差なしと判定してしまう



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）

73

母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

故・大橋靖雄先生の講義より
有名な喩えのようです

（α）アワテモノの
エラー

（β）ボンヤリモノの
エラー



2群に対応のある場合

74

パラメトリック検定 ノンパラメトリック検定

対応なし

対応あり

Studentのt検定 Mann-WhitneyのU検定

Wilcoxonの符号付き順位和検定対応のあるt検定



3群以上ある場合

75

パラメトリック検定 ノンパラメトリック検定

2群

3群以上

Studentのt検定

一元配置分散分析
ANOVA

Mann-WhitneyのU検定

Kruskal-Wallisの検定



相関係数を用いた統計学的検定

76

• よくクラスの誰かと誰かの噂話をしている世話好き

• この人が「あの人とあの人は付き合っている！」といっても、
話をよくきく必要がある そんな関係ではないかも・・・



実際に身長と体重をみてみましょう

77
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横浜FCの選手の身長（x）と体重（y） キヤノンイーグルスの選手の身長（x）と体重（y）

どちらのチームも身長と体重が相関しているようにはみえるけれど・・・



相関係数とは

78

2つの数量データの間に直線的な関係があるかどうかを数量的に示したもの

標本集団の相関係数 r
※ 母集団を想定する場合、母集団の相関係数は ρ（ロー）

2つの数量データの間にどの程度の相関関係があるのかを定量化したい

そこで使われるのが・・・ 相関係数 correlation coefficient



相関係数 r 
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Pearsonの積率相関係数の計算

80

ｒ = （xとyの共分散）÷（xの標準偏差 × yの標準偏差） r = sxy
sxsy

共分散とは・・・xとyの組み合わせはn個ある場合に・・・

No. x y
1 x1 y1

2 x2 y2

： ： ：

N xN yN

sxy = x1−�x 𝑦𝑦1− �𝑦𝑦 +⋯+ xN−�x 𝑦𝑦N− �𝑦𝑦
N−1

分子をxとyの「積和 cross product」という

「積和」は二つのベクトルの「内積 inner product」

「内積」は二つのベクトルの広がり具合を測る量

xとyの共分散はxとyの関係の強さを測る統計量



実際に身長と体重をみてみましょう
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横浜FCの選手の身長（x）と体重（y）

横浜FCの選手の身長（x）と体重（y）に関して
Pearsonの積率相関係数を算出すると

r横浜FC = 0.90
（有効数字2桁）



実際に身長と体重をみてみましょう
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キヤノンイーグルスの選手の身長（x）と体重（y）

キヤノンイーグルスの選手の身長（x）と体重（y）
に関してPearsonの積率相関係数を算出すると

rキヤノン = 0.64
（有効数字2桁）



実際に身長と体重をみてみましょう
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横浜FCの選手の身長（x）と体重（y） キヤノンイーグルスの選手の身長（x）と体重（y）

r横浜FC = 0.90 rキヤノン = 0.64

横浜FC（サッカーチーム）のほうがキヤノンイーグルス（ラグビーチーム）よりも
身長と体重の相関が強いことがわかる



相関係数にもパラメトリック/ノンパラメトリックの区別がある

84

パラメトリック検定 ノンパラメトリック検定

対応のない
2群の平均
の比較

2つの連続
変量の相関

Studentのt検定 Mann-WhitneyのU検定

Spearmanの順位相関係数
Kendallの順位相関係数Pearsonの積率相関係数



解釈上の注意点

1. 有意確率（p値）

2. 相関係数の解釈（特に値が小さめの場合）

3. 外れ値の影響

4. 見かけ上の相関

5. 相関関係と因果関係

85



相関係数とp値

86

相関係数でもp値が計算される

ここでの帰無仮説は「相関係数が0（無相関）である」

では、帰無仮説が棄却された場合に言えることは？

相関係数が0ではない

相関が強いかどうかまではわからない



相関係数の評価

87

相関係数 r 決定係数 r2 関係の強さの表現

|ｒ| ＜ 0.2 r2 ＜ 0.04 ほとんど関係がない

0.2 ≦ |r| ＜ 0.4 0.04 ≦ r2＜ 0.16 やや相関がある

0.4 ≦ |r| ＜ 0.7 0.16 ≦ r2＜ 0.49 かなり相関がある

0.7 ≦ |r| 0.49 ≦ r2 かなり強い相関がある

相関係数や決定係数と関係の強さの表現

参考 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p152-153.

そこでよく使われるのが以下の基準



相関係数の解釈には注意（特にある程度低い場合）

88

相関係数が提示する2変数間の関係の強さと、相関係数の推定や検定の結果が
（印象として）一致しない

そこで覚えておきたいのが

相関係数と決定係数



相関係数 correlation coefficient と決定係数 coefficient of determination

89

決定係数（r2）＝相関係数（r）の2乗

決定係数は「x軸の変数の変化が、y軸の変数の変化を説明する割合」

相関係数 r 決定係数 r2 関係の強さの表現

|ｒ| ＜ 0.2 r2 ＜ 0.04 ほとんど関係がない

0.2 ≦ |r| ＜ 0.4 0.04 ≦ r2＜ 0.16 やや相関がある

0.4 ≦ |r| ＜ 0.7 0.16 ≦ r2＜ 0.49 かなり相関がある

0.7 ≦ |r| 0.49 ≦ r2 かなり強い相関がある

相関係数や決定係数と関係の強さの表現

参考 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p152-153.



相関係数と決定係数 たとえば・・・

90

参考 2019年国民生活基礎調査

三世代同居世帯割合
（三世代世帯数÷全世帯数）

有訴者割合
（何らかの症状がある者÷6歳以上の世帯員数）と

47都道府県別のデータでPearsonの積率相関係数を出すと -0.27

ここから決定係数を求めると -0.27×-0.27=0.07

一方はもう一方の変化の7%程度しか説明できていない

三世代同居は健康に良い！といってよいか。
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30%

35%

40%
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散布図をみてみないと…

91

相関係数は2つの変数の直線的な関係のみを観察している

次のような場合が考えられる

・外れ値 outlier があるために相関係数が高くなる（低くなる）

25%

27%

29%

31%

33%

35%

0% 5% 10% 15% 三世代
同居割合

有訴者率

関東甲信越の三世代同居割合と有訴者率

25%

27%

29%

31%

33%

35%

0% 5% 10% 15% 三世代
同居割合

有訴者率

関東甲信越の三世代同居割合と有訴者率

r=-0.72 r=-0.61



散布図をみてみないと…

92

相関係数は2つの変数の直線的な関係のみを観察している

次のような場合が考えられる

・外れ値 outlier があるために相関係数が高くなる（低くなる）

・2つの変数間に直線的ではない関係がある

例 Body Mass Indexと死亡率

出典 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ. 肥満指数（BMI）と死亡リスク. 2021年7月1日時点



見かけ上の相関である可能性

• 血糖値が高い人は収入が高い
• ○○を持っている人は収入が高い
• △△をしている人は成績が良い

etc

93

→ （対策）偏相関係数を求める



因果関係と相関関係

94

原因 結果

要因A 現象B

原因があったから、結果が起きた

因果関係

相関関係

要因Aがあると現象Bが起こっているようにみえるが、
原因と結果の関係にはない



因果関係と
相関関係の
見分け方

1. 「まったくの偶然」ではないか？

2. 「第3の変数」は存在していないか？

3. 「逆の因果関係」は存在していないか？

95

2つの変数の関係が因果関係なのか、相関関係なのかを確認するためのポイント
（中室牧子, 津川友介. 『原因と結果の経済学』2017. ダイヤモンド社）



重回帰分析

96

• いろんな現象をこれがこうなって、あれがああなって、
と説明してくれる、頭の良さそうな人

• でもちょっと話しが「重め」、、、なぜそういう説明
になったのかを他人が理解するのは難しい

• 特になぜその理由で説明することになったのか、とい
う話しになると、、、



単回帰分析
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y = 0.0002x - 187.92
R² = 0.797

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5000000 10000000 15000000
人口（2015年国勢調査）

COVID-19による
死亡者数

（2021年6月30日時点）

都道府県別人口（2015年国勢調査）と新型コロナウイルス感染症による死亡者数（NHK、2021年6月30日時点）



なぜデータがばらつくのか？

• そもそも観察結果って一致しないよね・・・

• 本当に正確に答えてくれているのかな・・・

• だいぶ偏った人達ばかり集まっちゃったな・・・

• もし調べていない曝露が影響していたらどうしよう・・・

偶然誤差

情報バイアス

選択バイアス

未知の交絡



誤差の分類

誤差

偶然誤差

系統誤差

広義の偏り

狭義の偏り

選択の偏り

selection bias

情報の偏り

information bias

交絡

confounding

出典 中村好一（2013）「第5章 偏りと交絡」『楽しい疫学』p83-96.



疾病の発生や死亡

曝露A

曝露B

曝露C 曝露D

曝露E

曝露F

交絡とは

通常はさまざまな曝露が
疾病発生に関わっている



Covid-19の死亡

高齢者

高血圧

高血糖（耐糖能異常）

Covid-19の悪化に関しては、様々な曝露因子が明
らかになっている （このほかにもある）

曝露 疾病発生



（解析の段階で）交絡因子を調整するには

出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p148. 

「解析の段階で」と敢えて書いているのは、それ以外の段階でも交絡因子の
調整は可能だから。
たとえば、無作為化比較試験における無作為割り付け（random allocation）
やケースコントロール研究におけるmatchingなど。

1. 層化（stratification）

2. 数学的モデリング（mathematical modeling）

これが多変量解析のこと



妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

DVD視聴前後の知識スコアの差はどのような人で大きいのか（小さいのか）

問題は知識スコアの向上に関わる要因が複数だろうと考えられること
（単回帰分析は使えない）

そこで使用されるのが重回帰分析



重回帰分析の模式図

104

従属変数

独立変数A

独立変数B

独立変数C

重回帰式 y=a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + … + anxn + b



妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

出典 三瓶舞紀子ら (2021)妊娠期における乳幼児揺さぶられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証. 
日本公衆衛生雑誌 68(6): 393-404.

泣きと揺さぶりの知識スコアの変化量それぞれを目的変数に、層別
化分析に用いた属性を独立変数として、泣きや揺さぶりの知識増加
に影響する属性があるかを重回帰分析で検討した。

独立変数
親の年齢
婚姻状況
学歴
妊娠届出週数
妊娠時の気持ち
うつ
今回妊娠の子の出生順位
年間世帯収入

目的変数
・DVD視聴前後の知識スコア
の差（「泣き」）
・DVD視聴前後の知識スコア
の差（「揺さぶり」）



妊娠期における乳幼児揺さぶれられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証

出典三瓶舞紀子ら (2021) 妊娠期における乳幼児揺さぶられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証. 日
本公衆衛生雑誌 68(6): 393-404.



どのように変数を選ぶか（変数選択法）
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• すべての独立変数を利用して分析する

強制投入法

• 影響の大きい独立変数から順番に選択していく

変数増加法

• 全ての独立変数を入れて、影響の小さい独立変数から順番に除去していく

変数減少法

• 変数を増加した後、影響が小さい変数が発生した場合にその変数を除去する

ステップワイズ法



独立変数同士の相関が強いと結果が歪む 多重共線性（multi co-linearity）

独立変数と従属変数間で直線的な関係しか想定していない

例）不安症状得点（y）が、ソーシャルサポートの大きさ（x）の2乗と関連するといった場
合もある。

例）独立変数に「年齢」と「学年」を両方入れる、というようなことは避けたほうがよい。

出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p154-155. 

重回帰分析の注意点（主なもの）



1. 従属変数が2値データ（0-1データ）の場合に行う多変量解析

2. 2値データ（生存/死亡、重症/軽症など）の発生確率 θをロジット変換したもの ln{θ/(1-
θ)} を従属変数として用いる。

3. 独立変数の回帰係数 βiに意味はない。しかし、それを指数変換したもの eβiは、従属変
数0に対する1の発生について、独立変数が1上昇するごとに、 eβi倍上昇することを意味す
る。

出典 中村好一. 基礎から学ぶ 楽しい保健統計. 東京; 医学書院, 2016; p158-159. 

症例対照研究では、これがオッズ比となる

ロジスティック回帰分析（多変量ロジスティック回帰分析）



重回帰分析、多重ロジスティック回帰分析の活用

1. リスクファクターの同定

2. リスクモデルの作成
• 予測アウトカムに基づく情報提供
• 予測アウトカムと実際のアウトカムの比較

110

出典 一般社団法人National Clinical Database. データの活用について. http://www.ncd.or.jp/about/feedback.html
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