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すごいNN統計ドリルに挑戦！ 

作 木村朗 

習うより慣れる 

お願い 

この教材は将来、本にする計画があ
るので、授業と復習に利用すること
以外に持ち出さないことにして下さ
い。 



• 統計はすべての学問の基礎 

 

 

• 統計はみな自然に行っていることを、言
葉に表したもの 



とんでもない盆踊り大会 たくさんの人がいる 大会は2時間で終わる 
この人たちに一人残さず靴下を配るには？どうしたらいいだろう？ 



統計学でできるようになること 

•データの要約 

 

•データからの推測 
 

 



キャンプのカレー    
味見 



統計学でできるようになること 

•データの要約 

 

•データからの推測 
 

 





とんでもない盆踊り大会 たくさんの人がいる 大会は2時間で終わる 
この人たちに一人残さず靴下を配るには？どうしたらいいだろう？ 



統計学でできるようになること２ 

•データの中身を知る 

 

•データの変化に効く物を知る 







統計学でできるようになること２ 

•データの中身を知る 

 

•データの変化に効く物を知る 



立てないとき、その原因を探る 

いわゆるロコモ度テスト 



コンテンツ 

• １ 代表値 （平均から標準偏差 数と量 2次元データ相関と回帰） 

• ２ 標本-母集団  確率（離散 連続 条件付） 

• ３ 点推定 平均を一点できめること 

• ４ 区間推定 平均の取りうる範囲をきめること 

• ５ 確率変数 

• ６ 二項分布 （からの正規分布のイメージ） t検定 

• ７ カイ二乗分布（からの分散分析のイメージ） 

• ８ 回帰分析（重回帰とロジスティック） オッズ比  

    生存時間分析 

 
練習データに、主に医療実践場面で実際に見られるものを用いる。 



１ 代表値  
 

（平均から標準偏差 数と量  
2次元データ相関と回帰） 

 
 
 



平均 

• データの合計を、データの数で割ったもの 



全ての値の合計を個（体）数で割ったものを平均という 

170 
150 175 175 180 170 



この100年で 各国の男性の身長は伸びている  
平均身長から判断できる 



偏差 

• 個々のデータと平均の差 



平均からの離れ具合（距離）を偏差という 

170 
-20 ＋5 ＋5 ＋10 ＋０ 



平方和 

• 偏差の二乗の合計 



偏差の二乗の合計を平方和という 

170 
-20 ＋5 ＋5 ＋10 ＋０ ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 



分散 

• 平方和の平均 



偏差の二乗の平均を分散という 

170 
-20 ＋5 ＋5 ＋10 ＋０ ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 

5 

100 25 25 
400 0 



標準偏差 

• 分散の平方根 



分散の平方根を標準偏差という 

170 
-20 ＋5 ＋5 ＋10 ＋０ ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 

5 

100 25 25 
400 0 



２ 標本-母集団   

 

確率（離散 連続 条件付） 
 



• 標本のデータのばらつき（分布）の形 

 

 

 

 

• データの母集団のばらつき（分布）の形 

相似の関係と考える 

（標本のことしか分からない場合でも、母集団の形を
推測できると考える）分散だけは、若干大きめに考え
ておくとする（n―1）  

十分にかき混ぜることが前提＝確率が同じで
あることを利用している 



縦（高さ）＝平均＞甘さ 
横（底辺の長さ）＝分散>塩味（辛さ） 

ただし、よくかき混ぜて、サンプルが全体と同じであるという
確率になっていることが前提条件となる。 



縦（高さ）＝平均＞甘さ 
横（底辺の長さ）＝分散>塩味（辛さ） 

ただし、よくかき混ぜて、サンプルが全体と同じであるという
確率になっていることが前提条件となる。不偏分散とは推

測の限界を踏まえた手口である。 

現実の世界では 

少し多めに推測した方が都
合がいい。個数ー１にすると 

一人当たりの分け前が大きく
なる＝分散は大きくなる 



不偏分散 

• 平方和を「データ数―1 」で割ったもの 



偏差の二乗を（n―1）で割ったものを不偏分散という 

170 
-20 ＋5 ＋5 ＋10 ＋０ ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 

5 - 1 

100 25 25 
400 0 



（不偏分散の）標準偏差 

• 不偏分散の平方根 



不偏分散の平方根を（不偏）標準偏差という 

170 
-20 ＋5 ＋5 ＋10 ＋０ ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 ＾2 

100 25 25 
400 0 

5 - 1 



確率 

 



確率 離散値 

すべての場合の数 

ある事象の場合の数 
P＝ 



すべての場合事象モデルの面積 

ある場合事象モデルの面積 

P＝ 

確率 連続値 



条件付き確率 
ベイズ統計学の基礎 
事前情報を用いて、すべての場合の
数をあらかじめ絞る 

当たりの入ったくじを詰めた箱をじっと見ておく 

彼氏（彼女）と別れたとの情報を（しかし、確かな！） 
得て アプローチする 



1変数や2変数の解析が必要な理由 
 



1変数の解析からわかること 
 
 

データの要約 
 

データからの推測 
 
 

平均と分散からサンプルの△を見出し、 
母集団の△の形を知ること 

母平均と母分散（不偏分散）をよく混ぜた汁（確率を一定
にして）から取り出したサンプルから推測すること 



２変数の解析からわかること 
 
 

データ間の関係 
 

データからもうひとつのデータの予測 
 
 

相関や回帰の関係の有無を判断することができる。 



1変数の解析からわかること 
 
 

データの要約 
データからの推測 

 
平均と分散からサンプルの△を見出し、 

母集団の△の形を知ること 

母平均と母分散（不偏分散）をよく混ぜた汁（確率を一
定にして）から取り出したサンプルから推測すること 

ところが、 
母平均はサンプルの偏りによって多少ばらつくだろう 



ところが、 
母平均はサンプルの偏りによって多少ばらつくだろう 

えっ！どういうこと・・・ 



点推定：母平均を1つの値で推定すること。 

 

 

区間推定：母平均のとりうる範囲を推定するこ
と。 

 
すなわち 

母平均はサンプルの偏りによって多少ばらつくので、その
範囲をSDを目安に確率（のばらつきの形）を使ってアウト
プットすること。 



区間推定 

• 母平均が６８％の範囲で取りうる範囲 

  １標準偏差 

 

• 母平均が９６％の範囲で取りうる範囲 

  ２標準偏差 

 

• 母平均が９５％の範囲で取りうる範囲 

  1.96標準偏差 



確率変数を知っておこう 
 



実数 1 2 3 4 5 6 
確率   1/6    1/6    1/6    1/6    1/6    1/6  

確率変数   1/6    1/3    1/2    2/3    5/6  1       

期待値 

？ 

期待値とは 
確率変数の実現値を,  
確率の重みで平均した値 
＝確率変数の合計 

一つの変量の各実現値とそれが
起こる確率との積の総和。連続
量の場合は積分値 

確率変数とは 

試行の結果によって，
その値をとる確率が定
まる変数をという 

どんな数でも入る空き
箱に入る数のこと 



確率分布 

＊分布とはデータのばらつきの形のこと 

 

度数分布  

＞＞＞階級の平均×個数のヒストグラム 

 

確率分布  

＞＞＞期待値（確率変数の平均）×個数のヒストグラム 

        （離散値と連続値の両方） 



• いままで現実の数値で考えてきたこ
とを 

 

• 着ぐるみをきせた、数値でグレード
アップして考える。 

着ぐるみをきせることを 確率変数化と木村は考えている。 



６ 二項分布  
（からの正規分布のイメージ） 



二項分布はコインの表裏の面の
ような離散的な二値のみの確率
の平均（期待値）と分散から決ま
る分布 
      



正規分布は 

確率変数の平均を頂点とする釣り鐘の形をした分布の
こと （連続変数の確率分布） 
そのうち平均を0、分散を1としたものを標準正規分布
という 



t検定 



t検定は、 

「母平均に対する検定」とも呼ばれます。 
平均値を対象とした検定。 
 
平均値に対して 
 
「平均値が0と異なるかどうか」を調べたり 
 
「リンゴAの大きさの平均値とリンゴBの大きさ
の平均値が異なるか」 

といったグループごとの違いを検定したり、と
いった用途に使われます。 



対応のあるt検定 

「対応のある」とは、例えば「同じ
人・物で2回繰り返し計測したとき

の差を見る」といった場合を指しま
す。 

例えば、同じ人を対象として「走る
前と走った後で、体温に違いが出
るか」といったことを検定するなら
「対応のあるt検定」が使われます。 



平均値の差の検定:分散が等しい場合・異なる場合 

平均値の差の検定とは「同じ学年の男性の身長と女性の身
長とで、平均値が異なるか」を調べたり「河口と山の頂で1か

月間の気温の平均値が異なるか」を調べたりするのに使わ
れます。 
t検定の使い道としては、これが最も多いかもしれません。 
なお、2組のデータ（例えば男性の身長と女性の身長など）

の間で「データの分散」が異なっていた場合と同じ場合とで、
計算の方法が少し変わります。 
 
分散が等しい場合であっても「分散が異なることを仮定したt
検定」を行っても問題ありません。 
むしろ最近は、常に「分散が異なることを仮定したt検定」を
行うことのほうが多いようです。 



分散が異なるかどうかの検定 
 

分散が異なるかどうかによって、検定の方法が変わ
るため、あらかじめ「分散が異なるかどうかの検定」
をすることがあります。 
この検定は「母分散の比の検定」あるいは「F検定」
と呼ばれます。 

ここで「分散が異なるかどうか」をあらかじめ調べて
おくことで、最適な手法を選ぶことができます。 

もしも、「分散が異なるかどうか」がわからない場合
は「分散が異なることを仮定したt検定」をそのまま
使うのがセオリーです。 
「分散が異なることを仮定したt検定」はWelchのt検
定とも呼ばれます。 



1群のt検定では、例えば
「このデータの平均値が0

と有意に異なるか」といっ
たことを検定します。 



では、どのような条件を満たせば「このデータの平均値が0と異なるとい
える」のでしょうか。 
そして「意味の有る差」が得られたとみなせるのでしょうか。 
そこで「データの平均値が0と異なるといえる3つの条件」を考えます。 
満たすべき条件は以下の3つです。 
 

データの平均値が0と大きく離れている 

データの平均値が信用できる（分散が小さ
い） 
サンプルサイズが大きい 



t値 

今まで「データの平均値が0と異なるといえ
る3つの条件」を見てきました。 
再掲します。 
 
データの平均値が0と大きく離れている 

データの平均値が信用できる（分散が小さ
い） 
サンプルサイズが大きい 
 
あとはこの3つの条件を数値で表すことが
できれば、ひとまずのゴールです。 
この「3つの条件を数値で表したもの」をt値
と呼びます。 





t値とp値 
t値が大きければ「平均値に有意な差がありそうだ」とみなすことができることがわ
かりました。 
次の問題は「t値がいくらになれば『大きい』と判断できるか」という基準を定めるこ
とです。 
3を超えれば大きいとみなせるのか、4を超えなきゃダメなのか、難しいところです。 
そこで、「統計的仮説検定」という枠組みが使われるわけです。 
t値を計算すると、p値と呼ばれる値に変換できます。 
変換です。 
t値がわかっていれば、p値には（パソコンを使って計算すれば）すぐに変換できま
す。 
t値が大きくなれば、p値は小さくなります。 
そして、p値は基準が定まっています。p値は0.05を下回れば小さいとみなす、と伝
統的に決まっています。 
というわけで、 
t値をp値に変換する 
t値が大きければ、p値は小さくなる 
p値が0.05を下回るくらい小さければ、t値は十分大きいといえる 
上記の3ステップを踏むことで、t値の大小判定ができます。 





７ カイ二乗分布 
（からの分散分析のイメージ） 



χ二乗検定は別名「独立性の検定」とも呼ばれます。 
 

独立とは 
 

「独立→関係がない」 
「独立でない→何か関係性がある」 

 
と解釈する。 



χ二乗検定のステップ 
 
１.データをクロス集計表にまとめる 
2.期待度数（もし関係が無かったら、 
きっとこうなるだろうという回数）を求める 
3.データと期待度数との差を求める 
（この差が大きければ、関係ありとみなせそう） 
4.χ二乗値を求める 
5.χ二乗値をp値に変換する 
6.p値を解釈する 



ボタン押
した 

押さな
かった 

合計 

青いボタ
ン 

70 180 250 

赤いボタ
ン 

30 120 150 

合計 100 300 400 

ナースコールにおける、ボタンの色と押されやすさの関係を調べた元データ 



ボタン
押した 

押さな
かった 

合計 

青いボ
タン 

62.5 187.5 250 

赤いボ
タン 

37.5 112.5 150 

合計 100 300 400 

ナースコールにおける、ボタンの色と押されやすさの関係を調べた 
期待度数のデータ 



元データ（現実値）と期待度数の違いを、
以下の式を使って計算する。 
 

 (元データ – 期待度数)2 / 期待度数 

 

例えば青いボタンを押した人の数はこうな
っている。 

元データ：70人 

期待度数：62.5人 



ボタン押
した 

押さな
かった 

青いボタ
ン 

0.9 0.3 

赤いボタ
ン 

1.5 0.5 

これをすべて計算したら、以下の表のようになります。 

期待度数との差の表 
 



χ二乗値は、単に、先ほど計
算した表の中身を足し合わせ
るだけで計算できます。 
 

0.9+0.3+1.5+0.5=3.2 
 

 



この値が大きければ大きいほど、期待度数と元データ
が大きく異なっていることになります。 
 

期待度数は「もし関係が無かったら、きっとこうなるだ
ろうという回数」のこと。 
 
なので、χ二乗値が大きければ「ボタンの色と押されや
すさには関係がありそうだ」とみなすことができる。 



χ二乗値をp値に変換する 
 

χ二乗値が大きければ「ボタンの色と押されやすさには関係がありそうだ」とみなすこと
ができることがわかりました。 
 
次の問題は「χ二乗値がいくらになれば『大きい』と判断できるか」という基準を定める
ことです。 
 
3を超えれば大きいとみなせるのか、4を超えなきゃダメなのか、難しいところです。 
そこで、「統計的仮説検定」という枠組みが使われるわけです。 
 
χ二乗値を計算すると、p値と呼ばれる値に変換できます。 
変換です。 
 
χ二乗値がわかっていれば、p値には（パソコンを使って計算すれば）すぐに変換でき
ます。 
 
χ二乗値が大きくなれば、p値は小さくなります。 
 
そして、p値は基準が定まっています。p値は0.05を下回れば小さいとみなす、と伝統
的に決まっています。 



『CHISQ.DIST.RT()』というExcelの関数を使います（Excel2007以
前の場合は『CHIDIST』関数を使います）。 
 
『=CHISQ.DIST.RT(3.2, 1)』とセルに入力すると、0.074という数値
が返ってきます。 
 
p値=0.074であり、0.05を上回ってしまいました。 
 

このときは「ボタンの色と押されやすさには、有意な関係があ
るとは言えない」ということになります。 



帰無仮説・対立仮説 
 

ここからは、統計学の専門用語の解説となります。 

実務に使う際ならば、上述の知識で何とかなりますの
で、難しければ飛ばしてください。 
今回の場合は、以下のようになります。 

帰無仮説：ボタンの色によって、押されやすさは変わら
ない 
対立仮説：ボタンの色によって、押されやすさが変わる 
対立仮説は「私たちが立証したい仮説」のことです。 
帰無仮説はその逆だと思えばわかりよいです。 



なぜ帰無仮説というものをいちいち置くのかというと、その原因が検定の
非対称性にあります。 

 

検定は「帰無仮説が異なっている」ということの立証は
できます。 
p値が0.05以下になれば、帰無仮説が異なっていると
みなすわけです。 

でも「仮説が正しい」と主張することはできません。違う
ことが言えるだけです。 
これを検定の非対称性と呼びます。 
なので、「p値が0.05より大きかったので、帰無仮説が

間違っているといえなかった」からといって「帰無仮説
は正しい」とはならないことに注意してください。 

違っていることの立証はできますが、正しいことの立証
はできません。 
それが統計的仮説検定です。 



χ二乗検定は、実はというと、「近似的に」p値を計算し
ていました。 
 
具体的には「χ二乗値をp値に変換する」というあたりの
計算が怪しいわけです。 
 

そのため、サンプルサイズ（調査したデータの数）が
200を超えていない場合は、なるべく使わない方が良
いといわれています。 
 

そんなときに使うのが、Fisherの正確確率検定です。 
 

これは並び替え（数え上げ）検定の一種です。ノンパラメトリック検
定の一種といってもよいです。 



シンプソンのパラドクス 



最後に、注意してほしい問題としてシンプソンのパラ
ドクスを説明します。 
 

これは「関係がないとわかっているデータを足し合わ
せると、なぜか関係があるように見えてしまう」という
不思議なパラドクスです。 
 

データの集計の仕方がずさんですと起こりうる問題で
すので、ぜひ注意してください。 
 
例えば、「データ１」のようなデータがあったとします。 

これは、ボタンの押されやすさは、色によって、まった
く変わっていませんね。 



ボタン押
した 

押さな
かった 

青いボタ
ン 

10 50 

赤いボタ
ン 

10 50 

ボタン押
した 

押さな
かった 

青いボタ
ン 

10 10 

赤いボタ
ン 

200 200 

 

 
  

 

A 

B 



 
ボタン押
した 

押さな
かった 

青いボタ
ン 

20 60 

赤いボタ
ン 

210 250 

A+B 



『p-value = 0.0005554』とあるように、p値が0.05
を下回りました。 
 

帰無仮説は棄却され、有意な関係性があると
みなすべきところです。 

データ１も、データ２も、ともに「色によって、押さ
れやすさはまったく変わらないデータ」でした。 

けれども、このデータを合わせると、なぜか「有
意な関係性」が現れます。 
これをシンプソンのパラドクスと呼びます。 

こんな問題があるので、不用意にデータを集計
しないように気を付けなければなりません。 



分散
分析 





分散分析（ぶんさんぶんせき、英: 
analysis of variance、略称: ANOVA）は、 
 
観測データにおける変動を 

誤差変動と各要因およびそれらの交互
作用による変動に分解する 
 

ことによって、要因および交互作用の
効果を判定する、統計的仮説検定の一
手法である。 



分散分析とは 
 
ある実験をいくつかの条件で行ったとします。 ひとつの条件に対し繰り返し実験を
行ったとき、 同じ条件であっても、そのなかで平均値からのずれが多かれ少なかれ
生じます。 これを実験誤差と呼びます。 

また条件を変えて同様の実験を繰り返し行ったとき、条件の違いから他の条件の場
合の 平均値との差が出た場合、 その差を生み出した要因を 因子と呼びます。 
データのもつばらつきは分散として得られるのですが、 分散の大小は実験誤差と因
子に左右されるといえます。 分散が大きければ散らばりも大きく、 分散が小さけれ
ば散らばりも小さいと解釈できます。 
 

分散分析とは、特性を示すデータの持つばらつきが因子に
よるものよりも実験誤差によるもの のほうが大きいか
を検定し、因子によるばらつきの方が大きければ 母
平均に差がある とする検定です。 

http://www.gen-info.osaka-u.ac.jp/MEPHAS/express/express3.html
http://www.gen-info.osaka-u.ac.jp/MEPHAS/express/express10.html
http://www.gen-info.osaka-u.ac.jp/MEPHAS/express/express10.html


データの 
 
分散成分の平方和を分解し、 
 
誤差による変動から要因効果による変動を分離する。 
 
次に、平方和を自由度で割ることで平均平方を算出する。 
 

そして、要因効果（または、交互作用）によって説明される
平均平方を分子、 
誤差によって説明される平均平方を分母とすること 
でF値を計算する（F検定）。 
 
要因効果の平均平方 / 誤差の平均平方＝F 
 
各効果の有意性については有意水準を設けて判定する。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/F%E6%A4%9C%E5%AE%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/F%E6%A4%9C%E5%AE%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%84%8F


８ 回帰分析 
（重回帰とロジスティック） 

生存時間分析 
 



単回帰分析が、1つの目的変数を1つの説明変数で予測したのに対し 
、重回帰分析は1つの目的変数を複数の説明変数で予測しようというものです。 
多変量解析の目的のところで述べた、身長から体重を予測するのが単回帰分析で、 

身長と腹囲と胸囲から体重を予測するのが 
重回帰分析です。式で表すと以下のようになります。 

   



ここで、Xの前についている定数b1,b2・・・を「偏回帰係数」といいますが、偏

回帰係数は、どの説明変数がどの程度目的変数に影響を与えているかを
直接的には表していません。身長を（cm）で計算した場合と（m）で計算した

場合とでは全く影響度の値が異なってしまうことからも明らかです。各変数
を平均 0，分散 1 に標準化して求めた「標準偏回帰係数」を用いれば、各説

明変数のばらつきの違いによる影響を除去されるので、影響度が算出され
ます。また偏回帰係数に効用値のレンジ（最大値−最小値）を乗じて影響度
とする簡易的方法もありますが、一般に影響度は「t値」を用います。 





多重共線性（マルチコ） 

重回帰分析で最も悩ましいのが、多重共線性
といわれるものです。マルチコともいわれます
が、これはマルチコリニアリティ
（multicollinearity）の略です。 多重共線性とは、

説明変数（ここでは身長と体重と胸囲）の中に、
相関係数が高い組み合わせがあることをいい、
もし腹囲と胸囲の相関係数が極めて高かった
ら、説明変数として両方を使う必要がなく、連
立方程式を解くのに式が足りないというような
事態になってしまうのです。連立方程式は変
数と同じ数だけ独立した式がないと解けない
ということを中学生の時に習ったと思いますが、
同じような現象です。 



マルチコを回避するには変数の2変量解析を

行ない相関係数を確認したり、偏回帰係数の
符号を見たりすることで発見し、相関係数の
高いどちらかの変数を除外して分析するなど
の対策を打ちます。 



すでに確認されている「不健康」のグループと
「健康」のグループそれぞれで、１日の喫煙本
数と1ヵ月間の飲酒日数を調べました。下記に
9人の調査結果を示しました。 

下記データについて不健康有無と調査項目と
の関係を調べ，不健康であるかどうかを判別
するモデル式を作ります。このモデル式を用
い、1日の喫煙本数が25本、１ヵ月間の飲酒
日数が15日であるＷさんの不健康有無を判
別します。 





この問題を解いてくれるのがロジスティック回
帰分析です。 

予測したい変数、この例では不健康有無を目
的変数といいます。 

目的変数に影響を及ぼす変数、この例では喫
煙有無本数と飲酒日数を説明変数といいます。 
 
 

ロジスティック回帰分析で適用できるデータは、
目的変数は2群のカテゴリーデータ、説明変数
は数量データです。 
 
 

ロジスティック回帰は、目的変数と説明変数の
関係を関係式で表します。 
この例題の関係式は、次となります。 
 
 





関係式におけるa1 、a2 を回帰係数、a0 を定数
項といいます。 
e は自然対数の底で、値は2.718 ･･･です 

ロジスティック回帰分析はこの関係式を用い
て、次を明らかにする解析手法です。 
 
 
① 予測値の算出  
② 関係式に用いた説明変数の目的変数に対
する貢献度 



オッズ比 



オッズ比（オッズひ、Odds ratio）は、ある事象
の起こりやすさを2つの群で比較して示す統計
学的な尺度である。 オッズとは、ある事象の
起こる確率をpとして、p/（1−p）の値をいう。 確

率論のほかギャンブルでも盛んに使われてき
た数値である。 オッズ と確率 には以下の関
係式が成り立つ． 



オッズ比の対数をとると確率のロジットの差に
等しい。ロジットはロジスティック関数の逆関
数であって、ロジスティック回帰分析でもオッ
ズ比は重要な意味を持つ。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E9%96%A2%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E9%96%A2%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E9%96%A2%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E5%9B%9E%E5%B8%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90




生存時間分析 
  生存時間分析 (survival analysis) は、イベン
ト (event) が起きるまでの時間とイベントとの

間の関係に焦点を当てる分析方法である。生
存時間分析は、工学分野においては機械シ
ステムや製品の故障などを、医学分野におい
ては疾患の病気の再発や死亡などを対象とし
た研究分野である。このような故障、破壊、倒
産、再発、死亡などのイベントの生起のことを
広義で死亡と呼ぶことにする。 



(2) 打ち切り 
  生存時間に関する試験・観察を行うとき、治

療の中止、もしくは転院、試験・観察の途中で
脱落する場合がある。また研究の終了時点で
は死亡に関するデータが入手できないことが
起り得る。このようなことを打ち切りが生じた 
(censoring) と言う。打ち切りは、左側打ち切り、

右側打ち切りなどに分類する場合があるが、
ここでは研究を終了するまでイベントが観測で
きなかったケースを打ち切りと呼ぶことにする。 
  Rの生存時間分析のパッケージとして最も広
く用いられているのは survival である。パッ
ケージ survival は、Rをインストールする際に
自動的にインストールされる。またパッケージ 
MASS には gehan という生存時間データがあ
る。データ gehan は、白血病患者に対する薬
の効果を調べるために被験者42吊に対して

行った臨床試験データである。被験者は薬の
投与群と対照群(投薬していない群)のペアに

よって構成されている。生存時間データの形
式および打ち切りに関する情報を確認するた
めデータフレーム gehan の構造を次に示す。 

















参考サイトなど 
 
https://logics-of-blue.com/t-test/ 
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E6%95%A3%E
5%88%86%E6%9E%90 
 
https://istat.co.jp/ta_commentary/logistic 
 
http://www.tamagaki.com/math/Statistics502.html 
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