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E1：統計 

 

この項目では、多くの人が苦手とする統計についてみていきます。 

どうも見るだけで嫌になる人が多いようですが、出題数が多いように見えて、実際は、全部併せても 7%程度に過ぎま

せん。しかも、何度も繰り返し出題される基礎的な内容が多いので、そういう部分をきちんと押さえれば、何も恐れるこ

とはありません。 

ただし、蛇足で付け加えますが、実際の研究において統計を用いるときには、わかっていると思い過ぎないで、ある

いは、わかっていないことに目を瞑らないで、安易に解析ｿﾌﾄのﾃﾞｰﾀを鵜呑みにしない事が大切です。そういうときに

は、面倒でも、ﾃﾞｰﾀの意味をよく考えましょう。 

E11 では、統計上の基本的な数値の取り扱い方を、数値解析指標としてまとめます。ここでは、いくつかの特定の知

識がしつこいほど繰り返し出題されていますので、それらをまとめと問題から頭に叩き込んでください。 

E12 は信頼性と妥当性です。ここも、限られた知識が、これでもかと繰り返し出題されていますので、問題をきちんと

解いていれば、自然に必要なことはわかってきます。 

E13 は多変量の解析手法です。因子分析は使った事がある人が多いと思いますが、意味はほとんどの人がわかっ

ていないと思います。（わたしも、ほとんどわかっていません。）それ以外の、重回帰分析やｸﾗｽﾀｰ分析、判別分析な

どは、使った人のほうが少ないのではないでしょうか。非常に難しい内容なので、どういうﾃﾞｰﾀと目的に何が使えるか

は最低限覚えておく必要がありますが、詳細はわからなくても仕方が無いぐらいにしておかないと、悩んでしまいます。

もし余力があれば、重回帰分析と因子分析について、Web などでいくつかの説明を読み比べてみてください。 

E14 では、他の項目に入らない問題をいくつか扱いますが、それほど重要な内容はありません。 

 

E11：数値解析指標 

ｽｺｱ 109 年 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 13 14 15 16 

比率 1.09 No 7 10 20 22 12 6 22 14 22 22 14 23 25 22 23 39 

ﾗﾝｸ A 小問 all all all all all all all all all BC all all all all all all 

 17 17 19 20 20 20 21 22         

25 26 9 6 14 21 39 16         

D all all all D all all all         

H23 年度版：ｽｺｱ=大問 5 点、小問 1 点の合計／比率=ｽｺｱ/（試験期間（20 年）*5 点=100）→ﾗﾝｸ：0.8 以上 A,0.3 未満 C 

【参考資料】 

*心理臨床大辞典には十分な知識が書かれていないので、Web の情報を参考にしています。 

2012.5.7 改定 谷口臨床心理研究所分室：http://www.geocities.jp/hideki280918/ 

 

ここでは、主に数値解析に関係する指標として、尺度と代表値、正規分布と標準偏差、相関係数と検定をまとめます。

尺度の基本的な意味と使える代表値の関係、ﾋﾟｱｿﾝの積率相関係数の意味や因果関係との違い、検定における帰

無仮説の考え方、正規分布の±1σに入るﾃﾞｰﾀの比率など、くどいほどよく出る問題が結構あり、それら理解して置け

ば何とかなると思います。ただ、13-25 で分散分析の相当難しい問題が出て以降、難しい問題が混じるようになり、

H19 からは、連続して分散分析、ｔ検定、χ二乗検定の難しい問題が出題されています。 

今は、これらについては知識編で詳しい説明はしていなくて、問題の解釈で、詳しく説明を加えるに留めますが、知

識編で詳しい説明が必要になっていくのかもしれません。 

 

1.尺度と代表値 

尺度 6-22とは、ﾃﾞｰﾀがどのような物指しの上に乗っているかを表わしていて、どのような尺度のﾃﾞｰﾀかによって、数字

の意味が全く異なってきます。 

最も単純なのが、名義尺度 14-22Aであり、ｶﾃｺﾞﾘｰに便宜上の数値を割り付けたもので、数字に本質的な意味はありま

せん。順序尺度 8-6A, 14-22Dでは、ﾃﾞｰﾀを大小の順に並べていますので、数値が測定値間の大小関係のみを表します。

これが間隔尺度 8-6Bとなるには、割り当てられた数値間の間隔が等しいことが必要で、摂氏温度や華氏温度などがこ

http://www.geocities.jp/hideki280918/
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れに当たります。さらに時間や長さ、重さのように絶対的な原点を持って、始めて尺度は比率尺度 14-22B,19-9Dになりま

す。 

尺度には算術平均値（Ｘbar=総和／n）のような代表値がありますが、算術平均値（普通はこれを単に平均値 8-22とい

います）は比率尺度以上 7-12Bでないと使用できません。これは、例えば、３つのｶﾃｺﾞﾘｰに 1､2､3 と順序をつけるのと、

1､10､100 と順序をつけるのでは、平均値が全く違ってしまうので、わかると思います。当たり前のように思いますが、質

問紙ﾃﾞｰﾀの解析などでは、非常によく見られる間違いです。一般的な質問紙のﾃﾞｰﾀは、名義尺度かせいぜい順序

尺度であることが多いのに、勝手に数値を当てはめて平均値で比べたりしています。 

ﾒｼﾞｱﾝ（中央値）8-22, 14-22Cは、全てのｻﾝﾌﾟﾙの真ん中の値を意味し、ﾃﾞｰﾀの順序がはっきりしている順序尺度以上で

使用できます。名義尺度の場合は、ﾓｰﾄﾞ（最頻値 9-14A＝もっともﾃﾞｰﾀの多いｶﾃｺﾞﾘｰを意味する代表値）しか使う事が

できません。 

一方、絶対原点のある比率尺度の場合は、幾何平均値（Ｇｍ=n√全てのﾃﾞｰﾀの積）や調和平均値（Hm=逆数の算術

平均の逆数）が使用できます。これらは、数値が一次関数的な分布をしない場合に用いられます。平均値の間には、

Hm≦Gm≦Xbarの関係があります。 

下表に、尺度と代表値の関係をまとめます。 

 

 ﾓｰﾄﾞ 中央値 算術平均 幾何平均 調和平均 

名義尺度 ○     

順序尺度 ○ ○    

間隔尺度 ○ ○ ○   

比率尺度 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

2.正規分布と標準偏差 

正規分布 16-39とは、ｶﾞｳｽ分布 16-39Dあるいは誤差分布とも呼ばれる、左右対称の山のような形の分布ですが、実は、

次の式で表される非常に難しい分布です。しかし、ﾃｽﾄの成績や身長・体重などの一般的なﾊﾞﾗﾂｷはこの分布に従う

ことが多く、ﾃﾞｰﾀの分布を正規分布であると見なして、ﾃﾞｰﾀを解析することが一般的です。 

f(x)=1／√2πσ・exp｛－（x－μ）2／2σ2｝ 

正規分布の分散 6-20C(=ﾃﾞｰﾀの平均値との差の二乗の平均）の平方根を標準偏差（σ）といいます。 

分散（ｓ２）=(X－Xbar)２  標準偏差（s またはσ）=√ｓ２ 

これは、その分布のﾊﾞﾗﾂｷがどのくらい大きいかを示しています。ﾃﾞｰﾀと平均値の差を二乗してからもう一度平方根

を算出するのは、＋と-の差を同じように扱うためです。 

正規分布では、±１σ～±3σに入るﾃﾞｰﾀの確率は、下表のようになっています。 

 

 ±１σ11-14D,15-23A,16-39B ±2σ ±3σ 

確率(%) 68.3 95.5 99.7 

 

実際の分布が正規分布からずれている場合、左右の対象性の崩れをの歪度 8-22（正規分布は 0）、山の鋭さの違い

を尖度 8-22（正規分布は 3）で表わします。あまりに歪や尖りが正規分布と離れている場合は、ﾃﾞｰﾀを変換して正規分

布に近づける必要があります。例えば、歪んでいる場合は、対数を取ると、正規分布に近づいたりします。 

平均値が 0 でσ=1 の正規分布を標準正規分布 16-39Cと言います。普通の正規分布は平均値は 0 でなく、σも 1 で

はなく、逆に言うと、正規分布は平均値と標準偏差がわかれば形が決まります 16-39A。そして、それを標準正規分布に

変換することを標準化といいます。 

 

3.相関係数 

相関係数とは、2 変数の相関の強さを表す統計量で、一般的にはﾋﾟｱｿﾝの積率相関係数 6-20,7-12C,11-23が用いられま

す。2 つの変数(x､y)で表わされるﾃﾞｰﾀがあった場合、夫々の平均値との差の積（x-xbar）（y-ybar）が、が平均的な値

との隔たりを表わす指標になります。そして、全てのﾃﾞｰﾀに対するその和（下式）を２変数分布の共分散 6-20Aといいま
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す。（式は少し簡単にしてあります） 

共分散（Sxy）=1/n・Σ（x-xbar）（y-ybar） 

ﾋﾟｱｿﾝの積率相関係数とは、この共分散を 2 変数の標準偏差 6-20Bの積で割ったもの（Sxy/σx・σy ）で、簡単に言

えば、ｘｙのﾊﾞﾗﾂｷを x と y 夫々のﾊﾞﾗﾂｷで割ったものです。 

ﾋﾟｱｿﾝの積率相関係数の+/-は正／負の相関を意味します。 

相関係数による２変数の相関の強さは、およそ下表のようであり、絶対値 6-20Dが大きくなるほど（１に近づくほど）相関

が強くなると言えます。  

ただし、相関は両者の間に因果関係があることを意味するものではありません 7-12C,8-6D,9-22e,10-22C,15-23B。 

なお、ﾋﾟｱｿﾝの積率相関係数の二乗を決定係数 9-22ac,11-23BCと呼び、一方の変数の変動（分散）により他方の変数の

変動（分散）を説明できる割合を意味しています。 

 

相関係数 0～±0.2 ±0.2～±0.4 ±0.4～±0.7 ±0.7～±1 

相関の強さ ほとんどなし 弱い相関 中程度 強い相関 

 

4.検定 

統計的な検定 5-10とは、母集団の特性に対する仮説が客観的に妥当であるかどうかを、無作為標本に基づいて証

明することです。実際には、帰無仮説 7-12A,11-14A,15-23C,17-25D,21-39A,22-16a（仮設が成立しないと言う仮説）が成り立つことを

棄却することで、証明しようとする仮説の妥当性を検証します。その意味で、証明しようとする仮説を対立仮説と言いま

す。このようなややこしい方法を取るのは、仮説の妥当性を直接証明する事が非常に難しいからです。帰無仮説が成

り立つのが 0%であることを証明するのも、仮説を直接証明するのと同様に困難であり、普通は帰無仮説を棄却するた

めの判断基準（通常は５％）が用いられ、これを有意水準 7-12E,8-6B,11-14C,11-23D,22-16dと言います。 

証明する内容（対立仮説）がXX>YYやXX<YYのように方向性を持っている場合、帰無仮説はその逆の一方向のみ

で済みます。この場合を片側検定といいます。一方、対立仮説が XX≠YYのような場合、帰無仮説は、ＸＸ>ＹＹとＹＹ

<ＸＸの両方を否定する必要があります。これを両側検定 17-26Dと言います。 

検定では、帰無仮説が正しいのに棄却してしまう誤りや、帰無仮説が誤っているのに棄却しない誤りが一定の確率

で生じます。前者が第1種の過誤 22-16b,20-14Dで、その確率を危険率α22-16eと言い、これが上述の有意水準になります。

後者が第２種の過誤 22-16dで、その確率を危険率βと言います。 

検定には、後述のｔ検定や分散分析（ANOVA)などのように、母集団の正規分布を仮定する検定があり、これをﾊﾟﾗﾒ

ﾄﾘｯｸ検定と言います。  これに対して、母集団の正規分布を仮定しない検定をﾉﾝﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検定と言い、後述するχ

二乗検定などが代表的なものです。 

 

5.その他の統計用語 

以下には、統計に関わるその他の代表的な用語を簡単にまとめます。 

この辺は、わたしも実はよくわかっていなくて、本当に必要になったときに、じっくり考えてみようと思っています。 

 

・分散分析(ANOVA)13-25,20-14D,20-21：母集団が幾つかの群で構成されるとき、母集団の変動（分散の和）は群間変動と

群内変動の和に等しくなります。そこで、群内変動を誤差と見て、群間差を検定する分析法を言い、実験計

画法は、この考え方を利用しています。 

・不偏分散：母集団の分散の推定値で、正規分布の場合は（分散／n-1）で表わされます。 

・ｔ分布：平均μ、標準偏差σの正規分布する母集団から大きさｎの標本を得た場合の、標本の標準偏差を u とする

と、標本の標準偏差の推定値は u／√ｎで表され、標準化された統計量（Xbar－μ）／（u／√ｎ）は自由度

n-1 のｔ分布に従うというものです。この分布は、正規分布と類似したやや扁平な分布になります。 

・ｔ検定 15-23D,19-9：ｔ分布を利用した検定で、主に２つの標本の母集団の母分散が未知の場合における平均の差の検

定に利用される検定方法を指して用いられます。方法は複雑すぎるので、省略しますが、この場合、平均値

の差の検定の前に等分散仮説の検定が必要です。 

・χ二乗分布：正規分布する母集団から取った標本 Xｎを標準化し、その二乗和を作ると、その値は自由度ｋのχ二
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乗分布に従い、平均がｋ、分散が 2k となるというものです。 

・χ二乗検定 20-6A：χ二乗分布を利用し、標本分散と仮説から得られる母分散が一致するかどうか、もっと平たく言

えば、調査した結果の分布が理論的あるいは経験的にわかっている母集団の分布と一致すると見なせるか

どうかを検定する方法です。 

・F分布：確率変数Y1,Y2が独立で、それぞれ自由度ν1、ν2のχ二乗分布に従うとき、X＝（Y1／ν1）／（Y2／ν

2）で定義される確率変数は、自由度ν1、ν2 の F 分布＝F（ν1、ν2）に従うというものです。 

・F 検定 19-9A：F 分布を用いる検定の総称で、分散分析で多群の平均値の差の検定や分散の比の検定に利用され

ますが、内容は非常に難しいものです。 

 

 


