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１．はじめに

近年，パソコンの性能がよくなり，統計ソフト

も普及してきたので，歯科データの分析にもかな

り複雑な統計的手法が使える状況にある。しか

し，統計的分析が役立つためには目的に合った適

切なデータを収集することが基本的に重要であ

り，その上で，データを分析するのにどのような

統計的手法を適用すべきかが問題となる。さら

に，得られた結果に対する正しい判断と適切な解

釈がなされる必要がある。

本稿では，筆者がこれまでに学内で統計相談を

受けてきて感じたことをもとに，上記のような観

点からデータ収集と統計的分析に当たって注意す

べきこと，さらに，歯科データに適用して有効と

思われるいくつかの統計的手法について述べてみ

た。

データの収集については，データの尺度

（scale）に注意すべきであることと，特に実験

データの収集に関しての注意を述べることにし

た。動物実験や臨床試験での処理効果の有意差を

検定する問題に関する統計相談が多いが，データ

に偏り（バイアス bias）や系統誤差があったとす

ると，検定での有意差が，処理効果によるものか

どうか疑わしくなる。データをとるに当たって

は，偏りや大きな系統誤差が混入しないように実

験の場を管理し，処理の割り付けにも細心の注意

が必要となる。

統計的検定については，検定に当たっての注意

事項をいくつか述べておいた。なお，多群の処理

効果の検定がしばしば問題となるので，それに関

して多重比較法の中で最も一般的なTukey の方

法を具体例で紹介することにした。歯科の研究報

告を見ると，多重比較法を適用すべきなのに使っ

ていない場合が多いように思われるからである。

次に，統計相談で要因分析に関するものがしば

しば見受けられるので，多数の特性を同時に取り

上げて分析する多変量解析法の中から，特に重回

帰分析と判別分析の適用について述べることにし

た。これらの手法は適用範囲が広く，その分析結

果の判断もしやすく，初心者でも大きな誤りを犯

すことなく使えるので便利である。この他に，主

観的評価の尺度化に関して，Thurstone の一対比

較法を紹介することにし，その使用法を具体的な

例で示しておいた。歯科の分野でもQOLが重要

視されてきているので，人による好き嫌いや良し

悪しの感覚的判定を数量的に尺度化する統計的手

法も必要になると思われるからである。

２．データの収集について

歯科データといっても，研究目的と研究対象に

よって，実験データか観察データか，あるいは対

象集団についての調査データかの違いがある。い

ずれの場合であってもデータを収集するに当たっ

てはそれぞれの予備知識が必要になる。実験デー
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タの収集には，統計学の一分野である実験計画法

の知識が役立つし、調査データの場合には，標本

調査法，アンケイト調査法などの知識を活用すべ

きである。観察データでは，横断的観察（cross sec-

tional）か縦断的観察（longitudenal）かの選択が問

題になる。また，疫学で問題となる原因－結果に

対する関連性を研究する場合には，前向き研究か

後向き研究かでデータの収集の仕方が異なってく

る。これらのことに関しては，多くの書物（例え

ば，奥野ほか５），林ほか２５），辻ほか２１），J. L．フラ

イス２７），宮原ほか２９）など）に説明があるので参照さ

れたい。ここでは，データの尺度（scale）の問題

と，実験誤差の制御に関する注意だけを述べてお

くことにする。

２．１ データの尺度

取り扱う対象によってデータの尺度に制約があ

る。どの尺度を用いれば信頼のおける情報が得ら

れるかを考えるべきである。データの尺度として

は，次のものがある。

� 分類尺度（名義尺度）

� 順序尺度

� 間隔尺度（距離尺度）

� 比例尺度

データのもつ情報の詳しさの水準は，�から�
へと順に高くなる。分類尺度では，カテゴリーに

分類されたデータになるが，もし，カテゴリーに

順序がある場合には順序尺度のデータとなる。

データを質的データと数量データに分類する場合

は，分類尺度と順序尺度は質的データであり，間

隔尺度と比例尺度は数量データに属する。間隔尺

度は数量データで距離をもつが，意味のある原点

０をもたない。例えば，温度の摂氏Cなど。一

方，比例尺度は距離と原点０に意味がある（比に

意味がある）場合で，例えば，長さ，重さ，金額

など。一般に，実験や観測で得られる数量データ

は比例尺度にあり，間隔尺度にとどまるものは少

ない。ただし，人の感覚的な嗜好の程度などを尺

度化したものは間隔尺度になる。データが上記�
～�のいずれであるかによって，適用可能な統計
的分析の手法も異なってくる。一般には，情報の

多い数量データで統計的分析を行うのが望ましい

が，統計的手法には，付帯条件があるのが普通で

あり，もし，その条件を満たさない場合には，尺

度の水準を順序尺度か分類尺度へ下げて，データ

の順序だけを利用するか，または，分類した度数

を用いる統計的手法を適用することになる。

２．２ 実験データの収集に関する注意

信頼のおける良質のデータを収集するために

は，実験に当たって次の２つの点を考慮する必要

がある。

（�）データの情報を増やすための工夫
（�）データの精度を上げるための工夫
この内の（�）については実験計画法の書物（例
えば，奥野ほか５））を見ていただくことにして，

ここでは（�）について述べておく。
実験データの誤差には，系統誤差（systematic

error）と偶然誤差（random error）がある。系統誤

差の発生要因としては，例えば，実験の場におけ

る温度や湿度の変化，実験操作の不慣れ，動物実

験での個体差や生育環境などがある。測定におい

ては，系統誤差が発生すると思われる要因を制御

し，その発生をできるだけ防ぐことが必要であ

る。系統誤差が完全に除去されたとしても，なお

かつ測定値には微小な誤差が残るが，それは人為

的には制御できない偶然的な要因から生じるもの

で偶然誤差とよばれるものである。それは確率的

な変動をするものとして取り扱われる。

実験誤差の制御については，Fisher の３原則

（①反復，②無作為化，③局所管理）がよく知られ

ており，それを考慮して実験計画を立てるのが望

ましい。①の反復測定はデータのバラツキの大き

さ（誤差分散）を評価するのに必要なことである。

実験での処理効果を評価するために統計的推測

（推定や検定）を行うときに，この誤差分散が使わ

れる。②の無作為化とは，処理の割り付けを無作

為化（randomization）することによって系統誤差

を偶然誤差へ転化することを目的としている。例

えば，臨床実験で２つの処理A, B の効果を比較

するとき，被験者を無作為に２群に分け，一方の

群に処理Aを施し，他方の群に処理Bを施して
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その効果を比較することが行われるが，これは無

作為化によって被験者の個体差などから生じる系

統誤差を両群で均一化するためである。なお，無

作為に２群に分けることによって，系統誤差が両

群での測定値に偶然性をもって混入するから偶然

誤差と見做せるというわけである。これは系統誤

差を偶然誤差へ転化したことになる。最後に③の

局所管理とは，系統誤差の除去を目的とするもの

である。上記の臨床試験の場合であれば，各被験

者ごとに処理A, B を施して，その効果を比較す

ることである。これによって系統誤差の大部分を

占める個体差が除去されることになる。ここでの

A, B の組はブロック（block）とよばれるが，これ

は「被験者」をブロック因子として取り上げA,

B の処理をブロック内で局所管理していることに

なる。なお，ブロック内での処理の割り付けは無

作為化する。例えば，実験計画法における乱塊法

（randomized block design）の実験はFisher の３

原則を満たすものになっている。

３．統計的検定について

統計的検定の目的は，標本データから予想され

る結果が標本変動を考慮しても一般的に成り立つ

（母集団で成り立つ）としてよいかどうかを確率的

にチェックすることにある。それには検定統計量

の分布が用いられるのであるが，母集団分布の型

を設定して導いた検定統計量の分布を用いる場合

はパラメトリック検定といい，母集団分布の型に

は無関係に導いた検定統計量の分布を用いる検定

はノンパラメトリック検定とよばれる。一般に，

データの尺度が分類尺度か順序尺度であるとき

は，ノンパラメトリック検定が用いられる。例え

ば，分割表の度数データによる適合度検定（χ２検
定）はノンパラメトリック検定である。検出力の

点では，パラメトリック検定の方が検出力が高い

ので，それを用いる方が望ましいとされる。しか

し，それが使えるためには付帯条件がいろいろあ

り，その条件からのずれを無視して使えば当然検

出力は悪くなる。一方，ノンパラメトリック検定

は付帯条件なしで使えるものが殆どであり，その

検出力もパラメトリック検定と比べてそれほど劣

らないもの（順位を使った検定など）もあるので，

もっと活用すべきであると思われる。ノンパラメ

トリック法についての書物としては，例えば，

Siegel／Castellan１４），E. L. レーマン３３），岩原３）が

例題も多く出ており参考になる。以下に検定に当

たっての注意事項を参考までに述べておく。

３．１ 検定法の選択について

検定すべき内容によって検定法が異なってく

る。検定する内容が分布の中心的位置（平均値や

中央値）なのかバラツキの度合い（散布度：レン

ジ，分散など）なのか，あるいは割合（比率）なの

かによって，用いる検定統計量が異なるからであ

る。

また，データの尺度によって検定法が制限され

る。分類尺度の場合は，度数データを用いた検定

（一般に，χ２検定），順序尺度のときには順位を用
いた検定がノンパラメトリック法として開発され

ている。間隔尺度や比例尺度の場合は数量データ

として，一般のパラメトリック検定法の適用を考

えることになる。しかし，それが使えるための付

帯条件をチェックする必要がある。なお，その条

件が正確には満たされず，多少のずれがあっても

使える（検定の頑健性 robustness）場合が多いこ

とは知っているべきである。しかし，データの分

布が明らかに偏っているときには，正規性を仮定

した検定を使うことには無理がある。その場合

は，データの変換を考えるかノンパラメトリック

検定を使うことになる。

［例］数量データによる２群の平均値の比較

独立な２標本であるか，それとも対応のある２

標本（例えば，２つの処理を同一の被験者に施し

て得られたデータなど）であるかの区別をして検

定する必要がある。

① 対応のある２標本データのとき，対（つい）

になったデータの差が正規分布をすると見て

よければ，１標本での Student の t 検定が使

える。正規分布の仮定に無理があれば，ノン

パラメトリック法の「Wilcoxon の符号付き

順位和検定」を用いることになる。
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② 独立な２標本のとき，それぞれのデータが

正規分布に従うと仮定でき，しかも「等分散

の検定」で有意にならなければ，等分散と見

做して「２標本の Student の t 検定」が使え

る。もし，等分散が仮定できないときは，「２

標本のWelch の検定」を用いることが多

い。正規分布の条件は，検定の頑健性から厳

密に成り立つ必要はないが，データの分布が

かなり偏っていて正規分布の仮定が最初から

無理なときは，ノンパラメトリック法の検定

である「Wilcoxon の順位和検定」（Mann－

Whitney の検定と同じ）を用いることになる。

３．２ 検定と標本の大きさについて

この問題については，検定における２種類の過

誤のことを知っておく必要がある。有意水準 α
で帰無仮説H０を棄却すると判定したときは，「H０

が本当は正しいのに，それを正しくないと判定し

てしまう誤り」を犯す可能性がある。これを検定

における第１種の過誤（α過誤）といい，その誤り
を犯す確率が有意水準 αである。また，帰無仮
説H０を棄却しなかったときには，「H０が本当は正

しくないのに，それを正しいと判定してしまう誤

り」を犯す可能性があり，これを第２種の過誤（β
過誤）という。これを犯す確率 βは対立仮説H１に
依存する。なお，１－βは「H０が正しくないと
き，それを棄却する確率」（有意差を検出する確

率）になり検出力（power）と呼ばれるもので，そ

の値は大きいほど望ましい検定となる。検定とし

ては，２種類の過誤を犯す確率をできるだけ小さ

くなるようにしたいが，両方を同時に小さくする

ことはできないので，普通は α過誤の起こる確
率（有意水準）を一定にしておいて，β過誤の起こ
る確率をなるべく小さくする（検出力１－βを大
きくする）ような検定方式を考えている。なお，

αを一定にしておけば，標本の大きさ nを大きく
することによって βを小さくする（検出力１－β
を大きくする）ことができる。

以上のことから，検定に必要な標本の大きさ n

を決めるには，実質的に有意な差 dを見積もっ

ておき，有意水準 αを一定にしたとき，この差 d

を検出する検出力１－βをどの程度に設定するか
を考える必要がある。標本の大きさきの決め方に

ついては丹後１８）に詳しく説明が出ているので参照

されたい。

ここでは，１つの例として独立な２標本での平

均値の差の検定における「２標本の student の t

検定」の場合を取り上げてみる。データは２つの

正規母集団N（µ１，σ１２），N（µ２，σ２２）より標本抽
出された，それぞれ大きさ n１と n２の標本である

とする。２標本の student の t 検定では等分散

σ１２＝σ２２＝σ２が仮定されている。いま，両方の
データの大きさが等しく n１＝n２＝nであるとし

て，検出したい有意差 dを次のようにとる。

片側検定のとき，d＝（µ１－µ２）／σ
両側検定のとき，d＝｜µ１－µ２｜／σ
このとき，有意水準 αを一定として，検出力
１－βと有意差 dの値を種々に設定したときの標
本の大きさ nが，Cohen９）によって計算され数表

に示されている。丹後１８）にも引用されて出てい

る。例えば，片側検定で α＝０．０５（両側検定で α
＝０．１０）のとき，種々に設定した dと１－βの値
に対する標本の大きさ nは次のようになる。

これを見ると，有意水準５％の片側検定で差 d

＝１．０を有意差として８０％の確率で検出するため

には，n１＝n２＝n＝１３の標本データが必要にな

る。

３．３ 多数の処理効果の検定

（�）分散分析法による検定
多数の処理効果の有意差を検定するとき，一般

に分散分析法の検定が用いられる。その検定法

は，データがどのような実験配置によって得られ

たものであるかによって異なってくる。分散分析

法による検定は，Fisher によって開発されたも

検出力
１－β ０．５ ０．６

有意差 d
０．７ ０．８ １．０

０．７０ ３８ ２７ ２０ １５ １０

０．８０ ５０ ３５ ２６ ２０ １３

０．９０ ６９ ４８ ３６ ２７ １８
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のであるが，それは問題とする処理の分散と誤差

分散との比を検定統計量として用いるもので，F

分布を使った検定になる。ただし，データについ

て正規性と等分散性を前提としている。なお，分

散分析法による検定は，多数の処理効果（処理因

子の各水準での効果）を一括して有意差を検定す

るものであり，その検定で有意になったときは，

多数の処理の内のいずれかに有意差があることを

示すだけである。「歯科学報」にも分散分析法を

適用した研究報告がときどき見受けられる。例え

ば，吉成ほか３１）は２因子実験の分散分析を適用し

ている。また，武田１６）は乱塊法の分散分析を使っ

た報告をしている。種々の実験配置に対する分散

分析法による検定が実験計画法の書物に出ている

ので参照されたい。

（�）多重比較法による検定
分散分析法による検定で，多数の処理効果を一

括して有意差を検定した結果，処理間に有意差あ

りと判定されたとき，それではどの処理の間に有

意差があるかを調べることが次の問題となる。そ

れを調べるとき多重比較法の検定が用いられる。

その検定の特徴は，各処理の多数の組合せにおけ

る有意差を同一の判定規準で検定できるという便

利さと，多数の同時検定の結果を総合して判断す

るときの有意水準を一定にしてあるので合理性が

あることである。もし，処理の組合せ毎に有意水

準を，例えば５％ずつで，単独の検定として多数

繰り返し，その検定の結果を総合して判断をした

とすれば，全体の有意水準は５％より大きくなっ

てしまい理論的に間違いとなる。

多重比較法の検定では，a個の処理をどのよう

な組合せで比較するかによって検定法が別れる。

代表的なものを上げると次のようになる。

① a個の処理の全ての対（pair）を比較すると

きはTukey の方法

② １つの処理（対照群）と，残りの（a－１）個

の処理（実験群）の各々との対を比較する時は

Dunnett の方法

③ a個の処理の全ての対比（処理の線形結合

で，その係数の和が０）の比較をするときは

Scheff�の方法
なお，Tukey の方法とDunnett の方法では，

各処理でのデータの大きさは等しいと仮定されて

いるが，多少の違いがあっても使って支障はな

い。多重比較法の各手法についての説明と適用例

が出ている書物としては，吉村３２）が大変参考にな

ると思われる。また，丹後１９）には，ノンパラメト

リック検定での多重比較法も出ているので参照さ

れたい。

多重比較法を適用した研究報告を近年の「歯科

学報」で見ると，Tukey の方法を使ったものと

して武田１６）があり，Scheff�の方法を用いたもの
として安東１）がある。

以下に，多重比較法の使い方をTukey の方法

の場合で示しておく。データは上記の武田１６）より

一部借用したものである。

［例］各種食品の咀嚼時間の比較

データは，実験計画法の乱塊法による一因子実

験（処理：食品，ブロック：被験者）によって取ら

れたものである。乱塊法の実験配置では，Fisher

の３原則が全て適用されている。すなわち，被験

者をブロックとすることで個体差の影響を除去し

ており，因子の各水準（各食品）での測定は５名の

被験者で反復されており，さらに，各被験者での

食品の割り付けの順序が無作為化されている。表

３－１に実験でのデータが示されている。被験食

品の大きさは各１cm３であり，データの時間単位

は秒である。

この表３－１のデータに乱塊法の分散分析によ

る検定を適用した結果は表３－２の分散分析表に

示されている。それによると，食品間に有意水準

１％で有意差が認められる。次に，どの食品間に

有意差があるかを８種類の全ての対で比較してみ

る。ここでは，各食品におけるデータの大きさは

全て同じであり，すべての対の比較をするので

Tukey の多重比較法を用いるのが妥当である。

この検定における判定規準は，第�番目と第 k
番目の食品の平均咀嚼時間‾Xi・，‾Xk・の差の絶対値

に関して

｜‾X�・－‾Xk・｜＞ｑα（a, ar－a）�Ve/r
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で与えられる。この例では，処理の数 a＝８，ブ

ロックの数 r＝５であり，いま，有意水準 α＝０．
０５とするとｑ０．０５（８，３２）の値を「student 化した

範囲のパーセント点」の数表から求めればよい。

ただし，数表からはｑ０．０５（８，３０）＝４．６０１４と q０．０５

（８，４０）＝４．５２０５が読み取れるだけなので，ここ

では，近似的にｑ０．０５（８，３２）≒４．６０１４とする。ま

た，Ve の値は乱塊法の分散分析表よりVe＝１．３８

７となる。これらの値を用いて計算すると，判定

規準は次のようになる。

｜‾X�・－‾Xk・｜＞２．４２３５

表３－３には，各食品の平均咀嚼時間の差の絶対

値｜‾X�・－‾Xk・｜を求めた結果が示してある。こ

の表３－３の数値で２．４２３５より大きい値である箇

所は有意差ありと判定される。例えば，表３－３

の第１行はトウフと他の食品との平均咀嚼時間の

差の絶対値であるが，トウフと有意差が認められ

のはカマボコ，ニンジン，サラミ，タクアンであ

ることになる。なお，トウフに対してバナナ，

チーズ，ダイコンの各々は有意差が認められな

い。

さて，以上のTukey の方法で８種類の食品の

すべての対（２８組）を検定したとき，有意差の認め

られたものは１２組あり，表３－３で網掛けをして

示してある箇所である。この２８組全体の同時検定

における有意水準は５％となっている。

４．多変量解析法について

研究対象について，複数個の特性を同時に取り

上げて分析するときの統計的手法として多変量解

析法がある。その手法には，重回帰分析，判別分

析，主成分分析，因子分析，正準相関分析，クラ

スター分析などがある。各手法がどの程度有効か

は専門分野によって異なるし，研究目的にもよる

ので，その有効性は経験的に知るしかない。これ

らの手法を用いて有効な結果を得るためには，機

械的に適用するだけでは駄目で，種々の面から検

討を加えながら試行錯誤を重ねて，実質的に有効

な結果を導きだす手腕が要求される。その意味で

経験を要するわけであるが，具体的な適用例を上

表３－１ 各種食品の咀嚼時間（乱塊法による一因子実験）

被験者№ トウフ バナナ チーズ カマボコ ダイコン ニンジン サラミ タクアン

１ ５．３７ ４．６６ ５．９７ ９．４９ ４．８９ １１．３５ ７．７３ ８．２０

２ ２．６４ ３．８０ ４．７５ ４．１０ ４．６８ ６．６３ ６．８８ ４．９５

３ ２．５０ ３．０８ ４．８９ ７．０８ ８．０１ ７．４８ １０．４５ ７．０４

４ ４．５２ ３．７４ ５．５０ ７．８７ ５．７５ ７．５４ ８．８１ ８．００

５ ４．２８ ３．９６ ５．４１ ４．８０ ４．９１ ７．５５ ７．３３ ５．２１

平均‾Xi・ ３．８６２ ３．８４８ ５．３０４ ６．６６８ ５．６４８ ８．１１０ ８．２４０ ６．６８０

［注］被験食品の大きさは各１cm３，時間単位は秒．（武田１６）１９９６による）

表３－２ 各種食品の咀嚼時間に関する乱塊法の分散分析表
（処理A：食品 ブロックR：被験者）

変動因 平方和 自由度 分散 分散比

処理 A SA＝１００．８６３ fA＝７ VA＝１４．４０９ FA＝１０．３８９＊＊

ブロックR SR＝２８．１５９ fR＝４ VR＝７．０４０ FR＝５．０７６＊＊

誤差 e Se＝３８．８３３ fe＝２８ Ve＝１．３８７

全体 T ST＝１６７．８５５ fT＝３９

＊＊：p＜０．０１

菅野：歯科データの統計的分析について２１０
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げて説明してある書物（例えば，奥野ほか６），７），杉

山１５））を参考にするとよいであろう。多変量解析

法の中で重回帰分析と判別分析は適用範囲が広

く，その結果の判断も容易で特に大きな誤りを犯

すことが少なく比較的使いやすいので，多いに活

用してよい手法といえる。「歯科学報」にも重回

帰分析と判別分析を適用したものが多少みられる

が，まだまだ活用の余地があるように思われる。

ここでは，この２つの手法について未経験な方々

のために，その使用上の注意と適用例を紹介して

おくことにする。

４．１ 重回帰分析について

重回帰分析は，一般に，予測に用いる多変量解

析法として広く知られている。現象の結果特性 y

を目的変数，p個の原因特性 x１，x２，…，xp を説

明変数として，x１，x２，…，xp の値から yの値を

予測する問題に重回帰分析が用いられる。その予

測式が重回帰式と呼ばれるものであるが，一般

に，x１，x２，…，xp の１次式として次のようにお

き，n組のデータ（y�，x１�，x２�，…，xp�），�＝
１，２，…，nに基づいて定数項 b０と係数（偏回

帰係数）b１，b２，…，bp を決定する。

y^＝b０＋b１x１＋b２x２＋……＋bp xp

ここに， y^は yの予測値である。最小２乗法

によれば，データ y�と予測値 y^ �との残差 e�＝y�

－ y^ �の２乗和 Σ（y�－ y^ �）２を最小にするように
b０，b１，…，bp の値を決めることになる。このこ

とは，yと y^との相関を最大にすることと同じに

なる。この yと y^の相関係数は重相関係数Rと

呼ばれるもので，常に，０≦R≦１である。その

２乗であるR２は決定係数（または寄与率）と呼ば

れるもので，p個の説明変数 x１，x２，…，xp で

y の変動の何％まで説明できるかを示すものであ

る。上記のように求めた重回帰式は，決定係数R２

を最大にするように決定したものになっている。

［例］新生児体重の予測

新生児の体重 yを，母親の体重 x１と母親の年

齢 x２および懐妊期間 x３の３つの説明変数を用い

て予測することを重回帰分析で行ってみよう。こ

こでは，佐和１３）に出ている n＝１５名のデータを用

いることにする。なお，佐和１３）では説明変数 x４と

して母親の喫煙習慣の有無（有りならば１，無し

ならば０）を取り上げて，重回帰式を４つの説明

変数から導いている。ここでは，上記の３つの説

明変数から重回帰式を求めてみると，その結果は

表４－１のようになる。それを見ると，決定係数

R２＝０．８４６４であり，この３つの説明変数 x１，x２，

x３から yの変動の８４．６４％まで説明できることが

わかる。なお，表４－１に「自由度調整ずみ決定

係数R＊２」が示してあるが，決定係数R２の値は説

表３－３ 各種食品の平均咀嚼時間の差の絶対値：｜‾X�・－‾Xk・｜の値

トウフ バナナ チーズ カマボコ ダイコン ニンジン サラミ タクアン

トウフ ０．０１４ １．４４２ ２．８０６ １．７８６ ４．２４８ ４．３７８ ２．８１８

バナナ １．４５６ ２．８２０ １．８００ ４．２６２ ４．３９２ ２．８３２

チーズ １．３６４ ０．３５４ ２．８０６ ２．９３６ １．３７６

カマボコ １．０２０ １．４４２ １．５７２ ０．０１２

ダイコン ２．４６２ ２．５９２ １．０３２

ニンジン ０．１３０ １．４３０

サラミ １．５６０

タクアン

［注］多重比較法のTukey の方法における有意性の判定規準は，この例では
｜‾X�・－‾Xk・｜＞２．４２３５

なお，網掛けの箇所は「有意差あり」（２８組の比較全体での有意水準５％）

歯科学報 Vol．１０１，No．２（２００１） ２１１
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明変数の個数 pが大きいほど大きくなるので，

データの大きさ nの割りには pが大きいとき

は，その影響を除去したR＊２を用いるのがよい。

この例では，R＊２＝０．８０４５となって寄与率は多少

低下して約８０％となる。

さて，ここでは，新生児体重 yの予測に重回

帰式を用いたのであるが，重回帰式は要因分析を

目的としても使われる。要因分析の立場からは，

説明変数 x１，x２，x３，の各要因がそれぞれどの程

度目的変数 yに寄与するのかを知りたいであろ

う。それを見るために，表４－１に標準偏回帰係

数 b��と偏相関係数が示されている。それらの絶
対値の大小で各説明変数の yに対する影響力を

見ることができる。ただし，標準偏回帰係数 b��
について注意したいことは，説明変数が互いに無

相関であれば b��は x�と yとの相関係数 r�y に一
致するので，この判断は正しいことになる。しか

し，説明変数間には相関があるのが普通であるか

ら，それは近似的な判断となる。実用的には，説

明変数間の相関係数 r�j の絶対値が０．３以下程度

に小さいなら使ってよい（cf：奥野ほか７））と言わ

れている。上の例では，表４－２のように x１と x２

の相関係数 r１２＝０．３６１４は０．３を少々越えている

が，他は０．３より小さくなっており標準偏回帰係

数で各説明変数の影響力を近似的に評価してよい

であろう。一方において，yに対する x�の影響

力を見るには x�と yの偏相関係数を用いること

が考えられる（cf：駒沢１０））。x�と yの偏相関係数

とは，x�と yの両方から x�以外の説明変数の影

響を除去した上で x�と yの相関の強さをみるも

のである。従って，説明変数間に相関がある場合

でも，yと各説明変数との偏相関係数を求めれ

ば，その絶対値の大きさで目的変数 yへの各説

明変数の影響力を評価できる。この例では，新生

児体重 yに対しては母親の体重 x１の影響がかな

り大きく，次に母親の年齢 x２と懐妊期間 x３が同

程度に影響力をもつが，当然ながらその方向は逆

になることがわかる。

重回帰式の妥当性は決定係数の値の大きさでわ

かるのであるが，その他に，重回帰式による予測

値 y^とデータ yとのずれを示す残差 e=y－ y^を

調べると，その妥当性が直観的に理解しやすくな

る。残差の吟味は，重回帰分析に関する種々の問

題点を検討するのに役立つので重要である。残差

の検討の方法については多くの書物に出ているの

で，それを参照されたい。

次に，重回帰分析を適用するうえでの注意点を

いくつか上げておく。これについては，奥野ほ

か６）の重回帰分析の章，または，適用例を中心に

解説している重回帰分析の書物（例えば，中

村２４），S．チャタジー／B．プライス２０））を参照され

たい。なお，重回帰分析に関する統計的推測（推

表４－１ 新生児の体重の重回帰分析

説明変数 x� 偏回帰係数 b� 標準偏回帰係数 偏相関係数

x１：母親の体重（kg） ５５．９８０７ １．０１０３ ０．９１８７

x２：母親の年齢（歳） －２７．９４６４ －０．３４７１ －０．６３３５

x３：懐妊期間（日） ８．９２１３ ０．３５７４ ０．６６１５

定数 b０ －１６９７．７０ ０

重回帰式： y^＝b０＋b１x１＋b２x２＋b３x３， 重相関係数R＝０．９２０，
決定係数R２＝０．８４６４，自由度調整ずみ決定係数R＊２＝０．８０４５

表４－２ 相関行列

x１ x２ x３ y

x１ １ ０．３６１４ －０．２２０４ ０．８０６１

x２ １ ０．０３９６ ０．０３２２

x３ １ ０．１２１０

y １

菅野：歯科データの統計的分析について２１２
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定と検定）については，奥野ほか６）を見れば十分で

あろう。

� 重回帰分析とデータの大きさについて

重回帰式が決定されるためには，数学的には n

－p－１≧０であればよい。しかし，重回帰式の

係数の安定性と信頼性からは n－p－１≧１０～２０

になる程度にデータの大きさ nをとるのが望ま

しいと言われている。これは重回帰式を決定する

に当たっての自由度が１０～２０は欲しいということ

である。

� 重回帰分析でのデータの尺度について

重回帰分析では，一般に，説明変数 x１，x２，

…，xp と目的変数 yは共に間隔尺度とし扱われ

る。特別な場合として，説明変数の中に分類尺度

（質的データ）の変数が入っているときは，ダミー

変数を用いて重回帰分析が行われる。これについ

ては，例えば，中村２４），S．チャタジー／B．プライ

ス２０）に適用例が出ているので参照されたい。な

お，目的変数は数量データで，説明変数は全て質

的データ（分類尺度）であるときは，数量化理論第

Ⅰ類がこの場合の重回帰分析法になっている

（cf：駒沢１０））。

� 重回帰分析における説明変数の選択

上記の新生児体重の例では，予め指定した３つ

の説明変数から重回帰式を導いた。３つの説明変

数でも自由度調整ずみ決定係数R＊２が約８０％に

なったが，さらに重回帰式の寄与率を上げること

を考えるならば，他の要因を探して説明変数の個

数を増やして重回帰式を作る必要がある。実用上

からは，説明変数の個数 pはできるだけ少なく

して目的変数 yを説明できるのが望ましい。普

通は p＝５または６以内に押さえるのがよいとい

われる。なお，説明変数間の相関が小さく，目的

変数とは相関が高いものを説明変数として選ぶの

が常識である。説明変数間に相関の高いものがあ

ると多重共線性の存在が疑われ，偏回帰係数は

データに対して不安定となり，重回帰式の信頼性

が失われることになる。ところで，重回帰分析の

統計ソフトには変数選択のプログラムが入ってい

るので，目的変数 yと関係のありそうな要因を

多数説明変数の候補にあげて，逐次選定法（step-

wise method）により適切な要因を説明変数とし

て選択することができる。逐次選定法にも種々の

方法があるが，変数増減法がよく用いられるよう

である。それによると，寄与率が有意な増加を示

す範囲で説明変数が選択されて行き，候補に上げ

たものから選んだ最善の最小個数の組合せになっ

ている。しかし，そのまま採用する必要はなく，

専門分野の経験的知識を駆使してよく検討を加

え，実用的見地から最終的な決定を下すべきであ

る。逐次選定法で多数の説明変数の候補を検討し

て重回帰式で要因分析を行った歯科関係の研究報

告を近年の「歯科学報」から探してみると，宮

崎２８）により矯正治療後の咬合の安定性について要

因分析をしたものがあり，変数増減法により変数

選択を行い説明変数の個数は高々５～６個にしぼ

られている。また，土屋２２）は咀嚼能力に影響を及

ぼす要因を形態分析と機能分析の面から調べてお

り，変数増加法で変数選択をした結果，形態分析

では６個，機能分析では２個の説明変数が選ばれ

ている。

４．２ 判別分析について

個体が g個の群のいずれか１つの群に属する

ことはわかっているものとして，個体について得

られた p種類の測定値をもとに，この個体が g

個の群のどれに属するかを判定する方式を示す判

別関数を，各群から得られた g組の p変量デー

タに基づいて作ることが，多変量解析法での判別

分析の問題となる。一般に，g個の群への判別で

は（g－１）個の判別関数が必要になる。

ここでは，２群の判別に限定して述べることに

する。例えば，患者についての p種類の検査結

果をもとに，その患者が２つの病名のいずれであ

るかを診断するような場合である。この問題に対

しての判別関数は次のようにして作られる。２群

G１，G２（２つの病名の患者群）のいずれに属する

かが既に知られている患者を群G１と群 G２のそれ

ぞれから n１人と n２人を標本として抽出し，各人

について求めた p種類の検査値 x１，x２，…，xp

をデータとして，判別関数 z=a０＋a１x１＋…＋apxp
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を作る。その場合，この zに関しては２群G１と

G２が最もよく分離され，zの値の正負で２群G１と

G２のいずれに属するかの判定ができるようにす

る。そのために，「zでは，２群の群内変動に対

する群間変動の比が最大になる」ように判別関数

の係数を定めることが行われる。このようにして

判別関数が得られておれば，G１であるか G２であ

る病名不明の患者が来たとき，その患者の p種

類の検査値を判別関数に代入して求めた判別値 z

が正なら群G１へ，負なら群G２へと判別できるこ

とになる。

次に，判別分析を適用する上での注意点をいく

つか述べておくことにする。

� 判別分析でのデータの尺度について

判別分析での目的変数 yは分類尺度，説明変

数 x１，x２，…，xp は間隔尺度として扱われる。な

お，説明変数が全て分類尺度（質的データ）である

ときは，数量化理論第Ⅱ類がその場合の判別分析

法になっている（cf：駒沢１０））。

� 判別分析とデータの大きさについて

２群の判別分析では，それぞれの群からのデー

タの大きさを n１，n２とし，説明変数の個数を pと

するとき，n１＋n２－p－１≧３０となる程度に n１と

n２の大きさをとる必要があるといわれる。なお，

できるだけ n１＝n２になるように取るのが望まし

い。

� 判別関数の妥当性の検討について

① 判別関数 zは，２群の各分布の分散・共分

散行列は等しいと仮定して導かれている。し

かし，多少異なっていても影響は少ない（頑

健性をもつ）ので，分散で２～３倍くらいの

違いは無視てよいと言われている（cf：奥野

ほか７））。

② 得られた判別関数を用いて，データをG１

と G２の各群へ判別してみて，各群へ正しく

判別されたものの割合（正判別率）を調べてみ

ることである。正判別率がかなり高くないと

判別関数は使えない。

� 判別分析における説明変数の選択について

実際の判別分析では，判別に関係すると予想さ

れる要因を多数説明変数の候補にあげておき，重

回帰分析のときと同様に逐次選定法により変数の

選択を行い，適切なものを最終的に３～５個くら

いに絞るのが望ましい。なお，最終的に選択され

た説明変数については，説明変数間に相関の大き

なものは含まれていないことを確認すること。

� 判別分析における各説明変数の影響力の評価

判別分析を要因分析として利用する場合には，

各説明変数が判別に関する要因としてもつ影響力

を比較したくなる。そのためには，標準化した説

明変数に対する判別関数を作り，その係数（標準

化判別係数）の絶対値の大小で各説明変数の判別

への影響力を比較すればよい。ただし，前の重回

帰分析のところで述べたように，この方法は説明

変数間の相関係数が小さいときに近似的に用いる

ことができる。なお，別の方法として偏相関係数

を用いることもできる（cf：駒沢１０））。

判別分析を適用した歯科関係の研究報告を近年

の「歯科学報」から探してみると，大野４），稲

葉２），栃倉２３），久永２６）などが出ている。ここでは，

久永２６）における判別分析の結果を例として紹介し

ておく。

［例］切歯切端部の透明感に寄与している因子の

特定

透明感の強い歯群をG１，透明感の強くない歯

群をG２とする。歯科医師３名が判定者となり，

上下顎の中切歯と側切歯からなる３３１本の各切歯

の透明感を視覚的に判定した結果，３名が全員一

致でG１か G２に分類できたものだけをデータとし

た。その結果，データの大きさはG１において n１

＝８６，G２では n２＝２２８となった。この被験歯の色

および透明性に関する物理的測定値を説明変数と

して判別関数を作ることを試みた。なお，物理的

測定に当たっては，色を３次元直交座標上の数値

で表すことができるCIE１９７６（L＊ a＊ b＊）色空間

を用いた。この表色系によって明度 L＊値および

色度に関する色相 a＊値と彩度 b＊値がデータとし

て測定される。切歯の切端部のそれらを記号で I

－L＊，I－a＊，I－b＊で示し，また，切歯の中央部

のそれらをM－L＊，M－a＊，M－b＊，で示す。
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さらに，切歯切端部の透明光の明度 L＊値を I－T

－L＊で示すことにする。これら７つの測定項目

を説明変数の候補して変数増減法で判別関数の変

数選択を行った結果，表４－３に示されている４

つ変数が選ばれた。判別関数 z=a０＋a１x１＋…＋a４

x４の係数は表４－３の第２列目に示されている値

になる。データ（x１，x２，x３，x４）を判別関数に代

入して計算した判別値が z＞０であれば群G１へ，

z＜０であれば群G２へ判別される。正判別率をみ

るために，もとのデータをこの判別関数で判別し

てみた結果，正しく判別されたものの割合は群G１

で８７．２％，群G２では８１．１％であった。次に，各

説明変数が判別に寄与している度合いを知るため

に，標準化判別係数を求めると表４－３の第３列

目のようになる。なお，説明変数間の相関係数は

表４－４が示すように，x１と x４，および，x２と x４

の相関係数が０．３を多少越えているが全体的に説

明変数間の相関は低いので，各説明変数の寄与す

る程度は近似的に標準化判別係数の絶対値の大小

で評価してよいであろう。その臨床的な解釈は，

久永２６）の論文を参照されたい。

５．主観的評価の尺度化について

人による感覚的な判定を尺度化する問題は，官

能検査の分野でいろいろ研究されており種々の方

法が知られている。ここでは，その中から

Turstone１１），１２）の一対比較法による尺度化の方法を

紹介しておく。これは比較的簡単に使えて，その

尺度値の妥当性を調べる検定もMosteller３０）に

よって開発されている。

５．１ 一対比較実験

いま，t個の試料T１，T２，…，Tt が あると

き，２つずつの対（Ti，Tj），（�＝１，２，…，
t；�＜j）をつくり，各対ごとにTi，Tj のいずれ
が好ましいか（または優劣）を n人の判定者に尋

ねる。その判定結果よりT�の方がTj より好まし

いと判定した人数（度数）f�j の表を作製し，それ

をデータとしてT１，T２，…，Tt，間の差を相対

的な評点（間隔尺度）で格付けすることを考える。

多数のものを同時に判定する場合に比べて，一対

比較ではその判定の信頼性が高くデータの質がよ

くなる利点がある。なお，判定で「どちらとも言

えない」という回答も許してよい。例として，本

学口腔外科第二講座内山健志教授による一対比較

実験の一部を取り上げることにする。

［例］未手術口唇裂児の顔面模型についての審美

度の一対比較実験

５個の顔面模型の全ての対（１０組）を２０名の判定

者に順に示し，各対でいずれが審美度の上で醜い

かを判定してもらった結果が表５－１である。T�

よりTj の方が醜いと判定した人数が f�j（ｉ<ｊ）

であり，fj�＝n－f�j の関係がある。また，判定で

「どちらとも言えない」と回答することも許し，

その場合は度数を０．５としてある。表５－２は表

５－１の結果を比率 p�j で表したものである。

５．２ Thurstone の一対比較法による尺度化

一対比較法によるThurstone１１），１２）の尺度化で

は，試料T�が人に与える心理的影響の強さX�

は人によって異なるが，人間集団として見れば正

規分布に従うと仮定して尺度化を行うものであ

る。試料T�とTj を比較したときの心理的影響の

差X�－Xj の分布も正規分布になることを利用し

表４－３ 切歯切端部の透明感に関する判別分析

説明変数 x� 判別係数 a� 標準化判別係数

x１：I－T－L＊値 ０．３３２９ ０．９０２８

x２：I－b＊値 －０．２３４７ －０．５６１５

x３：I－L＊値 －０．０９５９ －０．２３８６

x４：I－a＊値 ０．５４３１ ０．２３３３

定数 a０ －８．０５ ０

判別関数 z=a０＋a１x１＋…＋a４x４
正判別率 群G１：８７．２％，群G２：８１．１％

（久永２６）１９９７による）

表４－４ 相関行列

x１ x２ x３ x４

x１ １ ０．００ －０．１３ －０．３５

x２ １ －０．２３ ０．３９

x３ １ －０．１０

x４ １
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て，表５－２の比率 p�j を正規尺度化（Z変換）す

る。ここでは，p�j は T�よりTj の方が醜いと判

定した者の比率であり，醜さの度合いを尺度化す

るので，X�－Xj を標準化した Zが標準正規分布

N（０，１）に従うことを用いて，Z<z�j となる確率

が p�j であるような z�j の値，すなわち，P（Z<

z�j）＝p�j である z�j の値（図５－１を参照）を正規

分布に関する数表から求める。その結果は表５－

３に示されている。この表５－３の各列の値を合

計し，試料の個数 tで割って平均値 z－j を求め

る。それが尺度化した値になるが，尺度値は間隔

尺度であり原点０は任意であるから，便宜的に z－j

の最小値を０になるように直したものを尺度値と

する。その結果は，表５－３の最後の行に示して

あるように，T１＝０，T２＝０．４０５，T３＝０．４６６，T４

＝１．３０３，T５＝０．６２１となり，それはT１を規準と

してT２，T３，T４，T５，の各模型の醜さの尺度値

を示したものになる。その尺度値を数直線上にプ

ロットしたものが図５－２である。

Thurstone の一対比較法による尺度化の方法で

問題になるのは，観測比率 p�j が０または１にな

ることが起こった場合である。この場合には，Z

変換したものは－∞と＋∞とになり，これらを Z

変換の表５－３に入れたのでは尺度値を算出する

ことは不可能になる。このようなことが起こった

ときの尺度値の求め方については，田中１７）に説明

が出ているので参照されたい。

表５－１ 一対比較実験による度数データ fi j

T１ T２ T３ T４ T５

T１ ― １４ １４．５ １７．５ １４

T２ ６ ― ９ １７ １３

T３ ５．５ １１ ― １６．５ １０

T４ ２．５ ３ ３．５ ― ５．５

T５ ６ ７ １０ １４．５ ―

［注］データは口腔外科第二講座内山健志教授によ
る。判定者人数は n＝２０である。
対角線の上方の数値は，Ti より Tj（i<j）の方が

醜いと判定した者の人数 f i j を示す。ただし，「ど
ちらとも言えない」と回答した者は度数０．５として
ある。対角線の下方の数値は f j i =n－f i j（Ti より
Tj の方が醜くない）を示す。

表５－２ 一対比較実験：判定者比率 pｉｊ

T１ T２ T３ T４ T５

T１ ― ０．７ ０．７２５ ０．８７５ ０．７

T２ ０．３ ― ０．４５ ０．８５ ０．６５

T３ ０．２７５ ０．５５ ― ０．８２５ ０．５

T４ ０．１２５ ０．１５ ０．１７５ ― ０．２７５

T５ ０．３ ０．３５ ０．５ ０．７２５ ―

表５－３ 一対比較法：正規尺度化（Z変換）によるz i jの値

T１ T２ T３ T４ T５

T１ ０ ０．５２４ ０．５９８ １．１５０ ０．５２４

T２ －０．５２４ ０ －０．１２６ １．０３６ ０．３８５

T３ －０．５９８ ０．１２６ ０ ０．９３５ ０

T４ －１．１５０ －１．０３６－０．９３５ ０ －０．５９８

T５ －０．５２４ －０．３８５ ０ ０．５９８ ０

計 －２．７９６ －０．７７１－０．４６３ ３．７１９ ０．３１１

平均値 －０．５５９ －０．１５４－０．０９３ ０．７４４ ０．０６２

尺度値 ０ ０．４０５ ０．４６６ １．３０３ ０．６２１

［注］尺度値は間隔尺度であり原点０は任意である
が，ここでは，T１＝０としてある。

図５－１ Ｐ（Z＜z�j）＝p�j

図５－２ 一対比較法による尺度値の図示
（T１＝０とした場合）
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５．３ 判定者相互間の一致性の検定

尺度化が可能となるためには，各判定者の判定

基準に共通性があることを要する。それは判定者

相互間の一致性を検定することでチェックされ

る。また，判定する試料の差異が小さいときには

尺度化が困難となるが，その場合には判定者相互

の一致性は悪くなるであろう。表５－１の度数

データ f�j を用いて，一対比較における判定者間

の判断の一致性を検定する方法が Kendall８）に

よって与えられている。それは，

S=n（n－１）t（t－１）/４＋Σ
i<jｆ

２
�j－ n Σ

i<j f�j
とおくとき，次の検定統計量 χ２を用いて検定

される。

χ２＝
４
n－２

�
� S－

n（n－１）（n－３）t（t－１）
８（n－２）

�
�

この χ２は自由度
ν=n（n－１）t（t－１）/［２（n－２）２］

の χ２分布に従う。表５－１のデータの場合は，S
＝１１３０，χ２＝５１．７２９であり，自由度 ν≒１２の χ２分
布の上側１％点は２６．２２であるから有意水準１％

で判定者相互間に一致性が見られることになる。

５．４ 尺度値の妥当性の検定

一対比較法で得られた表５－２の観測比率 p�j

をもとにThurstone の方法で尺度化を行ったの

であるが，その尺度値が妥当なものであるかどう

かをMosteller３０）の方法で検定することができ

る。それは，Thurstone の方法で得られた尺度値

から逆に期待比率 p��j を算出し，もとの観測比
率 p�j との適合度を検定するものである。具体的

には，観測比率 p�j と期待比率 p��j の各々の平方
根を逆正弦変換したものをそれぞれ θ�j，θ��j と
すると，この θ�j と θ��j はそれぞれ近似的に正規
分布することに着目して検定統計量を導く。

逆正弦変換：θ�j = sin－１ �p�j ，θ��j = sin－１ �p��j
検定統計量：χ２＝Σ

i<j n（θ�j －θ��j ）２／８２１
この検定統計量が自由度 ν＝（t－１）（t－２）/２の
χ２分布に従うことを用いて検定する。
この例では，表５－３に示されている尺度値か

ら算出した期待比率 p��j は表５－４のようにな
る。表５－２と表５－４の比率を逆正弦変換した

θ�j と θ��j を求めて検定統計量を計算すると χ２＝
２．０７６となる。いま，自由度は ν＝６であり，χ２

分布の上側５％点は１２．５９である。従って，この

適合度検定の結果，観測比率 p�j と期待比率 p��j
の適合度は大変よく，尺度値は妥当なものと判定

される。

６．おわりに

歯科データの統計的分析といってもその適用範

囲は広く，本稿ではごく限られた内容について述

べたに過ぎない。統計相談を受けて日頃気になっ

ていたことを中心に述べたので，その大部分は統

計学の常識程度のことばかりかも知れない。ま

た，歯科の研究に役立つと思われる統計的手法に

ついて気のつくままに述べてみたが，何か少しで

も参考になることがあれば幸いである。

最後に統計的方法の有用性に関して一言すれ

ば，統計的分析法がいつも役立つとはかぎらない

し，役立つ程度も取り扱う問題によって異なるの

が普通である。実際のデータ解析に当たっては，

統計的分析をして得られた結果が意味のあるもの

かどうかを専門分野の経験をもとに判断すること

が大事である。統計的分析の結果を機械的に結論

とすることは戒めなければならない。統計的分析

法に過大な期待をもつことは禁物である。それを

使うことによって研究を進める上で何かヒントに

なることが得られたならば，それだけで役に立っ

たと考えるべきではあるまいか。ところで，現実

の問題に直面すると，間違った使い方をしたり経

験不足のために有効な結果が出せない場合が多い

のであるから，一寸使ってみて役に立たなかった

表５－４ 尺度値から求めた期待比率 p�ｉｊ

T１ T２ T３ T４ T５

T１ ― ０．６５９ ０．６８１ ０．９０３ ０．７３２

T２ ０．３４１ ― ０．５２４ ０．８１３ ０．５８３

T３ ０．３１９ ０．４７６ ― ０．７９７ ０．５６０

T４ ０．０９７ ０．１８７ ０．２０３ ― ０．２４８

T５ ０．２６８ ０．４１７ ０．４４０ ０．７５２ ―

歯科学報 Vol．１０１，No．２（２００１） ２１７

― 33 ―



からといって，その有用性を一概に否定すること

は，これまた禁物であろう。パソコン用の統計ソ

フトが普及してきている現在，統計的分析法を上

手に使って歯科の研究に役立てることは１つの方

法として重要であると思われる。
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