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3 群以上の平均値の比較（一元配置分散分析）

前回のｔ検定は 2 群の平均値の比較であった。では、比較対象のデータが 3 群以上の時はどうすればよいだろうか。
例えば 3 群の中から 2 群を選びその 2 群で検定を行い、また別の 2 群の検定を行うつまり 3C ２通りの組み合わせを
行うという方法を頭に思い浮かべるかもしれないが、これを行ってはいけない。
何故かというと、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くなってしまうからである。（第一種の
過誤

これが規定する 5％を超えてしまい判断が間違ってしまう可能性が遙かに大きくなってしまうということで検

定の多重性の問題として知られている）

一元配置分散分析

one-way analysis of variance ; one-way ANOVA

one-way ANOVA はｔ検定がそうであったようにパラメトリック検定に分類される。つまり、各群のデータ分布
は正規分布に従う必要がある。従って ANOVA を厳密に行おうとするときは正規性分布に各群が従うかを調べ（後述）
正規分布に従えば ANOVA、従わなければノンパラメトリックの多群検定であるクラスカル - ウォリス Kruskal-Wallis
検定を使用しなくてはならない。
検定を行うに当たっての帰無仮説 H0 は「各群間に差はない」、対立仮説 H1 は「各群間に差がある」である。2 群
の検定の時は帰無仮説が棄却されれば、
事実上検定は終わりになったが、3 群以上では仮説をよく読んでほしいのだが、
対立仮説においてどの群が外れているか（多群に対して差があるか）という仮説ではなく、ただ各群間に差があると
なっている点に注目してほしい。多群（3 群以上）の検定においては対立仮説を採用してもどの群が外れているのか
は分からないという事である。この仮説の考え方は ANOVA だけではなくノンパラメトリックの Kruskal-Wallis 検定
においても同様である。そのためどの群に差があるかを確認するには多重比較と呼ばれる方法を ANOVA の後に行う
（後述）
。
ANOVA で は 統 計 量 を 求 め る 際、
「 分 散 分 析 表 」 と い う 表 を 作 り 確 率 を 求 め る
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群間変動とは要因 A による各群毎の変動を指す（級間変動とも呼ばれる）。自由度のｋは群数を表す。
郡内変動は各群それぞれのデータ中での誤差変動を示し、N はデータの総数を示す。
例題を使用して ANOVA を説明したい。
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このデータは鶏に６種類の餌を与え続け 6 週間後にそれぞれの餌の群毎に鶏の体重に差があるのかどうかを知りたい
という物である。この例題では群を分類するのは餌であるから 6 つの群が存在する。Excel の分析ツールには一元配
置分散分析の項目があるので上記のデータを入力し実行させると次の画面のように分散分析表が表示される。

Excel での結果

R では 「anova(lm( 目的変数 ~ グループ変数）
） この例では anova(lm(weight~feed)」で以下の分散分析表が表示さ
れる。

どちらで行っても分散分析表が自動的に作られ分散比の横に P 値が計算されているので」、判断そのものはこの P 値
を見ればよろしい。5.936e-10 と非常に小さな値となっているので帰無仮説「各群に差はない」は棄却して良さそう
である。

なお一元配置分散分析では最初の部分でも触れたが各群が等しい母分散をもつ正規分布に従うことを仮定

しているため、データの分布がひどく歪んでいるときは結果が正しく導かれないことがある。そのため各群の母分散
が等しいかどうかを調べる検定方法としてバートレット（Bartlett）検定がある。帰無仮説が棄却されなければ各群
の母分散は等しく一元配置分散分析を行っても問題はないが。棄却された場合はノンパラメトリックとして KruskalWallis 検定などを使用する。

R で bartlett.test(weight~feed,data=chickwts) と打ち込み実行した結果が上記の図である。Bartlett 検定は分散の偏
りと郡内変動からデータに対しての補正係数を求め、分散の偏りを補正係数で割った数値から有意性を判断する。
この場合はｐ値が 0.66 と 0.05 よりかなり大きいので等分散と考えて問題がない。よって今回の例題では ANOVA を
行っても問題はないという事になる。
ANOVA での結果は帰無仮説を棄却でき、6 つの群は全て同じであるとは言い難いという事なのだが。この 6 群の
どれが外れているかと言うことはまだ分からない。次の段階として 6 群の中でどれが外れているのかを明らかにする
必要がある。ちなみに分散分析の役目は帰無仮説を棄却できるという結果が得られた時点でその役目は終えている。
だからどの群が他の群と異なるのかという次段階の検討は必要に応じて行えばいいので誤解の無きよう。

多重比較
3 群以上の標本に対して ANOVA を行い、どの群と、どの群との間で差が生じているかを調べるときの手法が多重
比較と呼ばれる物である。最初に述べたように 2 組の組み合わせを総当たりで行うことはしてはいけない。t 検定の
繰り返しや LSD（最小有意差）法などにおいて検定の多重性の問題は広く認識されているのでこれらの手法で分析し
ても論文は受理されない。
多重比較の方法としてはボンフェローニ（Bonferroni）の方法、シェッフェ（Scheffe) の方法、テューキー（Tukey)
の HSD 等がある（他にもあるが割愛する）それぞれの方法で得手不得手があり検出力も異なる。どの方法を選ぶか
についても諸説あるが、
テューキーの HSD を使用するのが現在では推奨されているようである。テューキーの HSD は、
母集団の分布は正規分布とし、全ての群を通して母分散は等しいと仮定する。（この正規分を仮定する点で、ANOVA
が正規分布集団であることを仮定して行う事と共通点が伺えるため、ANOVA の結果を受けて行う多重比較としては
受け入れやすいと考えられる）テューキーの HSD は簡単に説明すると、全ての群間の比較について誤差分散を使っ
た t0 統計量を計算して、ステューデント化された範囲の分布（ｔ分布ではない）と呼ばれる分布から有意水準を調整
して検定する方法である。
ただ ANOVA を行った後に多重比較を行うことは検定を重ねることになり、検定の多重性の問題が出てくるので行っ
てはいけないという意見もあり、ANOVA で有意差が出たら次は多重比較というステップは必要に応じて検討すると
いう理解をしておいた方が良いかもしれない。
余談であるが ANOVA において有意差が認められたのに、多重比較では有意差が見られないという結果が出ること
がある。これはおかしな事ではなく方法そのものが全く別個の検定方法でありその計算方法も異なるので、ANOVA
において全体の群分け変数では有意差が見られるが、多重比較において個別の群分け変数同士では有意差を見られな
いという結果がでるのは十分あり得る事である。納得しづらいかもしれないが、全体においては差が見られたが、個
別変数同士の比較においては差が見られないという結果を受け入れる事も必要である。

ANOVA・多重比較は、次のような手順で行う。ANOVA での例題を使用して説明する。
1

群分けされたデータから散布図もしくはプロットチャートを作図する（これは多群のデータを扱うときはほぼ

必須と言って良いだろう。この図から群間の差がある程度イメージできるかもしれないからである。）

このチャートを眺めるだけでも、群毎に差がありそうだろうと予想が出来る。
2

分散性の確認（Bartlett 検定）
。( 前ページ参照）
等分散であれば ANOVA へ。
等分散でなければ Kruskal-Wallis 検定（ノンパラメトリック）→後述

3

分散分析表から p 値を調べる
有意水準 (5%) より大きい→群間に差はない（帰無仮説）
有意水準 (5%) より小さい→群間に差がある（帰無仮説は棄却、対立仮説を採択）

帰無仮説は棄却されるので、群間には差があると考えられる。どの群が異なるか多重比較へ。
帰無仮説が採択されたら群間には差がないと判断されるので終了。

4

対立仮説を採択したとき必要に応じて多重比較を行う。多重比較の原理等の説明は割愛させてもらうが ANOVA

で使用した例題において HSD を適用したときの結果を以下に示す。

検討群が 6 つもあるので多重比較の組み合わせも全ての組み合わせの確率が計算される。右側の p

adj

がそれぞ

れの組み合わせで計算された有意確率である。有意水準 0.05 より小さい値の組み合わせが最終的な答えである。ど
の組み合わせで差が出ているか確かめて頂きたい。
以上、検定の考え方から始まりパラメトリック検定を例にとり、2 群の比較、3 群以上の一元配置分散分析（ANOVA）
を説明した。これらはどれも正規分布を仮定し各群の平均値差を検定する物であった。次章ではノンパラメトリック
検定について説明をする。

ノンパラメトリック検定（計量値データ）
ノンパラメトリック検定とは、パラメトリック検定が母集団を仮定するのに対して。母集団の仮定を置かないデー
タ型に対して行われる検定を指す。ここでは前章がｔ検定から ANOVA までと計量値データ ( 間隔尺度）を対象にし
た検定法を紹介してきた事をうけて、同じ計量値であるが間隔尺度ではなく順序尺度として検定を行なうノンパラメ
トリック検定を説明する。
2 群の分布の位置の差についての検定
この検定においては母集団を仮定しないのだが、ただ一つそれぞれのデータは連続分布であるという制約を設ける
（そう仮定する）
。これに当てはまる方法には、ウイルコクソンの順位和検定、符号検定などがある。

関連（対応のある）二標本の検定
ウイルコクソン（Wilcoxon）の符号順位和検定
この検定方法はｔ検定を使うような状況、2 標本の分布位置に差がないかどうかを調べるために使われる。差がな
いかを調べるためのデータは間隔尺度ではなく、順序尺度を用いて 2 組のデータは対応のあるデータである。独立し
た二群のデータの場合は Wilcoxon の順位和検定または、マン＝ホイットニー（Mann-Whitney) の U 検定を使用する。
例題を見てもらえばどのような状況でこれらの検定を用いるかが分かりやすいと思うので以下で説明する。

Wilcoxon 符号順位和検定 wilcoxon(matched-pairs) signed-ranks test ; one sample Wilcoxon test ; Wilcoxon test
例題 1

健常人 8 人を 30 分間ジョギングさせ、その前後で血中ホルモン A を測定した。運動によって A は変動する

といってよいか。
1
2
3
4
5
6
7
8
A（運動前） 182
169
173
143
158
156
176
165
A（運動後） 163
142
174
137
151
143
180
162
8 人それぞれの運動前後での A の値であるから、対応のある二標本ということになる。Wilcoxon 符号順位和検定は
それぞれの対ごと、この例題では
① 8 組のデータ対それぞれの差 d を求める。
②符号を無視して、ｄを小さい順に並べる（|d| で並べるということ）
③ d の符号により , その順位を＋と−に分け、少ないほうの符号に属する順位を足し合わせ T とする。
この T（符号順位和）は、二群の差を表す Wilcoxon 統計量を意味し、差が大きいほど小さくなる。
④ T から有意確率を求める。
R で計算すると以下のようになる。wilcox.test(X,Y,paried=T) と入力すれば計算される。X、Y は二群のデータである。

p 値は 0.054 と 0.05 よりも僅かだが大きいため、帰無仮説を棄却できない。この検定では差があるとはいえない（判
定保留）という結果になる。
この例題ではジョギング前後で A は変動するかどうかを聞いていて、変動の方向を聞いてはいないが。変動の方向、
つまり値が上がった、下がった、
（改善された、悪くなった）というように検定を行なうにはどうしたら良いだろうか？
それを次の例題で考えてみたい。
例題 2
以下のデータは、気分障害の患者 9 人についてハミルトンの抑うつ尺度の測定値である。治療前と治療後の値を示
す。治療により抑うつが改善されたといえるか？

治療前
治療後

1
1.83
0.878

2
0.50
0.647

3
1.62
0.598

4
2.48
2.05

5
1.68
1.06

6
1.88
1.29

7
1.55
1.06

8
3.06
3.14

9
1.30
1.29

これも対応のあるデータであるので例題 1 と同じく Wilcoxon 符号順位和検定を行なう。ただ治療前後で値が改善さ
れたかと問われている。
「治療前＞治療後」ということであり対立仮説はただ差があるではなく「治療前が治療後よ
り大きい」という片側検定になる点が注意を要する。
R での入力で wilcox.test(X,Y,paired=T,alt="greater") と打ち込む。「alt="greater"」は対立仮説が大きいと指定するオプ
ションである。

p 値が 0.019 であり帰無仮説を棄却できる。ちなみに対立仮説のオプションを指定せずに検定を行なうと 0.039 と両
側検定を行なった数値が計算される。英語の対立仮説が「0 より大きい」と「0 ではない」となっているが分かるだ
ろうか、この例題の場合オプションを指定するほうが検出力の切れ味が良い事が理解できる。

独立二標本のノンパラメトリック検定
ここまでは対応のある標本であったが、独立した標本（対応のない）ではどうだろうか。この場合 Wilcoxon 順
位和検定やマン＝ホイットニー（Mann-Whitney) の U 検定を使用するが、この二つは数学的には等価であるので
Wilcoxon 順位和検定で話を続ける。
計算の考え方としては符合順位和検定と大きく変わらない。wilcox.test(X,Y,exact=F)

と入力することで独立標本

の場合の検定を行なう。ただ差を取って計算するため差が 0 つまり同順位の組み合わせが多数あると正確な p 値が計
算できないため「exact=F」のオプションをつけることで回避している。
Wilcoxon 順位和検定
例題 3
20 人の患者を 10 人ずつ二群に分け、
それぞれ異なる催眠剤を与えた時に睡眠時間が何時間長くなったかというデー
タを得た。下図の変数 extra が睡眠時間の増加分であり、group が催眠剤の異なる二群を示す（１と２）。この二群間
で睡眠時間の増加量に差があるか？またデータから作図したボックスチャートも示す。

R には wilcox.test(extra~group,exact=F) と打ち込むと以下のように計算される。

p 値が 0.069 であるので帰無仮説は棄却できないので、睡眠時間に差があるとはいえない。
補足

同順位のデータが多いと何故良くないのかであるが、Wilcoxon の原法では、差が 0 のデータは除外して考え

ることになっているためで、0 が極端に多いと順位をつけるべきデータ対が少なくなり妥当性に疑問が出てくる。こ
の扱いにはそれぞれ意見があり、そのような状況下での補正を考慮したやり方も提示されている。R では前述のオプ
ションを付加しないと補正を行なわず正しいｐ値が計算されない設計になっている。他の統計ソフトにおいてどのよ
うに処理を行なうかは確認していただきたい。

多群間での分布の位置の差の検定
分散分析（ANOVA）が多群のパラメトリック検定であったように、多群間を扱うノンパラメトリック検定がクラ
スカル = ウォリス（Krusukal-Wallis）検定が代表的である。考え方としては一元配置分散分析と同様で、群分け変数
が量的な変数に与える効果を見るものである。
一元配置分散分析がバートレット検定により分散の同等性を検定する必要があったのと同様に、このクラスカル =
ウォリス検定においても厳密にはフリグナー = キリーン（Fligner-Killeen）の検定によりばらつきの同等性を検定し
ておく必要がある。
例題 4
健常成人 32 名について血中ホルモン A を測定し、その年齢別分布をみた、A の値には年齢差があるかどうか？
年齢
20 歳代（A)
21.0 14.5 12.2 9.0
7.2 6.8 6.7 5.9 5.5 4.7
30 歳代（B)
10.5 7.0
6.5
5.8
4.8
40 歳代（C)
11.4 8.9
8.0
6.6
6.4 5.7 5.4
50 歳代（D)
8.2
6.9
5.3
5.2
4.6 4.4
60 以上（E)
8.7
8.5
7.7
6.3
右の散布図を眺めると、分布の幅は各群で差が
ありそうだが、果たしてどうであろうか？
また、各水準毎のデータ数が同じではないが、
これはあまり気にしなくても良い。
年齢区分を変数 Rage、血中ホルモン値を SH と
いう変数としてソフトに入力した。

Kuruskal-Wallis 検定で解いてみる。
帰無仮説は、各群間の分布に差がない。
対立仮説は

各群間の分布には差がある。

この帰無・対立仮説の部分については問題ないであろう。結果は次のようになる

ｐ値が 0.2316 と 0.05 より大きいので帰無仮説は棄却されない。よって血中ホルモンの分布には年齢によって差が
あるとはいえない（判定保留）という結果になる。
もう一つ、データに対してどのような検定法を適応するかを決めるに当たっての一例を示す。
例題５
次のデータは死亡年齢と 40 歳代における肥満度の関係を調べた物である、両者間に有意な関係性があるかどうか？
という問題である。
与えられたデータは以下の通りで、これを散布図にしてみると下右図のようになる。この散布図からは直線性が無く
適当な回帰直線を引くのも難しそうで、回帰や相関から何かを言うのは困難である。
そこで、肥満度を 4 つの水準に群分けし、それに対応する死亡年齢の表を新たに作成し水準毎のプロットを作成し
てみた（次ページ）

肥満度で群分けしたプロットを見ると各群毎の分布の差を検定すれば、関係性が言えそうな事がつかめてくる。
そこで、この場合は一元配置分散分析もしくは Kruskal-Wallis 検定を使用する事が出来る。（実際の検定は省略）
この例題では変数が二つしかないが、このままでは最初の散布図の様にどう手を付けて良いのか迷うが、肥満度を 4
つのランクでグループ分けを行い、それに対応する死亡年齢を並べ替えると次の散布図のように見事に多群の標本
データと見なす事ができる。必要な情報量は何も損なわれてはいない。
このように、どの検定手法を適応して良いか判断しかねるデータにも、変数を適切に水準化（群分け）することで
多群の検定手法を用いることで検定が可能になる。
これで計量値データを用いた検定の説明をひとまず終える。説明が足りない点もあるとは思うが次回はカテゴリー
データ（計数値）を用いた検定方法について説明する。
補足説明
一元配置分散分析の手順で、まず分散の同質性を検定してからでないと分散分析はできないとしたが、筆者が改め
て調べてみたところ分散の検定を行ってから分散分析を行うことは検定の多重性に該当するので、それは行うべきで
はなく。分散分析を行うのであれば、ｔ検定で等分散ではない時 Welch の方法を使用するが、その拡張した方法を
用いるべきだという意見が最近出ているようである。
つまり、分散分析ではどのようなデータであっても Bartlett 検定による分散の同質性を検討することはせず、最初
から Welch の拡張した分散分析を行うべきであるという物である。（あらゆる条件下で等分散を仮定しない状態での
一元配置分散分析においても第一種の過誤は 0.05 に抑えられているという報告がある。これがコンセンサスを得れ
ば確かに ANOVA の前の予備検定（等分散）は必要が無くなる。）
ただ、この点が触れられている書籍はまだ少ないようで、将来的には分散分析はこのような方向に進むとも考えら
れるが、現時点において。分散分析では分散の同質性検定を必要とすると覚えておいた方がいいと考える。
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まとめ
一元配置分散分析（oneway-ANOVA）
多群（3 群以上）の間隔尺度データに対して行なうパラメトリック検定。
各群の標本分散が等分散であることを前提とする→ Bartlett 検定による確認
分散分析の結果群間の分布（平均値）が等しくなければ多重比較を行なう（必要であれば）
多重比較には現在テューキーの HSD が推奨されている。
ノンパラメトリック検定
間隔尺度でもパラメトリックの要件を満たさない標本、その他のデータ形式に用いられる検定方法の総称。
与えられたデータが血糖値のような間隔尺度であっても、その分布に偏りがある（正規分布を仮定できな
い）など、ｔ検定を適応したくとも適切でない場合には平均値差ではなくデータ対の差やデータの並び方
（順序）によって検定を行なう。間隔尺度であれば下位のデータ形式の情報は含まれているので問題はない。
その考え方で計量値（間隔尺度）に対して使われるのがｳｲﾙｺｸｿﾝ検定 Wilcoxon やﾏﾝ = ﾎｲｯﾄﾆｰ検定 MannWhitney である。
多群（3 群以上）の標本におけるノンパラメトリック検定がｸﾗｽｶﾙ = ｳｫﾘｽ Kruskal-Wallis 検定である。

