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イントロダクション  
XLSTAT は，パワフルで完全でユーザー・フレンドリーなデータ解析や統計ソリューションに
誰もがアクセスできるようにするために，1995年に開始されました．

アクセシビリティ：現在使用されているMicrosoft Excelのすべてのバージョン（Excel 2003 か
ら Excel 2016まで）との互換性，複数の言語（英語，フランス語，ドイツ語，イタリア語，日

本語，ポルトガル語，スペイン語）でのインタフェースが利用可能， XLSTAT のウェブサイト
www.xlstat.com から14日間の完全機能評価版をいつでも利用可能．

パワー： C++ プログラミング言語と使用されているアルゴリズム．アルゴリズムは，世界中の
たくさんの統計学者，数学者，コンピュータ・サイエンティストの多年の研究成果である．
XLSTATの新機能のそれぞれは， ときとして，その手法の主要なスペシャリストとのやりとり
を含む，徹底した研究フェーズを通して開発されている．

完全性： XLSTATは，15年以上に及ぶ継続的な開発とユーザー・コミュニティとの定常的なや
りとりの成果である．ユーザーからの提案は，さまざまな要求に適応してソフトウェアにたく
さんの改良をもたらす助けとなっている．

ユーザビリティ：数分間で習得できるユーザーフレンドリーなインタフェースは，他のソフト
ウェアなら数時間のトレーニングを要するような統計手法の使用を促進する．

ソフトウエア・アーキテクチャは， Microsoft Excel の進展とプラットフォーム間の互換性の問

題を考慮するために，過去5年間で大幅に進展しました．このソフトウェアは，インタフェー
スにはVisual Basic アプリケーションを，数学的・統計学的計算には C++ を使用している．

Addinsoft のチームと XLSTAT のディストリビュータは，ユーザーのどのようなご質問にも回

答し，ソフトウェアのさらなる改良のためにユーザーのご意見を参考とする．
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インストレーション  
ライセンス  
XLSTAT 2018 - SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

ADDINSOFT SARL ("ADDINSOFT") IS WILLING TO LICENSE VERSION 2018 OF ITS
XLSTAT (r) SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING DOCUMENTATION (THE "SOFTWARE")
TO YOU ONLY ON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS IN THIS
AGREEMENT. PLEASE READ THE TERMS CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU
ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND
AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO
THESE TERMS, ADDINSOFT IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU.

1. LICENSE. Addinsoft hereby grants you a nonexclusive license to install and use the Software
in machine-readable form on a single computer for use by a single individual if you are using the
demo version or if you have registered your demo version to use it with no time limits. If you
have ordered a multi- users license, the number of users depends directly on the terms
specified on the invoice sent to your company by Addinsoft or the authorized reseller.

2. RESTRICTIONS. Addinsoft retains all right, title, and interest in and to the Software, and any
rights not granted to you herein are reserved by Addinsoft. You may not reverse engineer,
disassemble, decompile, or translate the Software, or otherwise attempt to derive the source
code of the Software, except to the extent allowed under any applicable law. If applicable law
permits such activities, any information so discovered must be promptly disclosed to Addinsoft
and shall be deemed to be the confidential proprietary information of Addinsoft. Any attempt to
transfer any of the rights, duties or obligations hereunder is void. You may not rent, lease, loan,
or resell for profit the Software, or any part thereof. You may not reproduce or distribute the
Software except as expressly permitted under Section 1, and you may not create derivative
works of the Software unless with the express agreement of Addinsoft.

3. SUPPORT. Registered users of the Software are entitled to Addinsoft standard support
services. Demo version users may contact Addinsoft for support but with no guarantee to
benefit from Addinsoft standard support services.

4. NO WARRANTY. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY. Some
jurisdictions do not allow the disclaimer of implied warranties, so the foregoing disclaimer may
not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal
rights which vary from state to state, or from country to country.
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5. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL ADDINSOFT OR ITS SUPPLIERS BE
LIABLE FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR
SPECIAL DAMAGES (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE) IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THIS AGREEMENT, EVEN IF ADDINSOFT HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. In no event will Addinsoft liability in connection
with the Software, regardless of the form of action, exceed the price paid for acquiring the
Software. Some jurisdictions do not allow the foregoing limitations of liability, so the foregoing
limitations may not apply to you.

6. TERM AND TERMINATION. This Agreement shall continue until terminated. You may
terminate the Agreement at any time by deleting all copies of the Software. This license
terminates automatically if you violate any terms of the Agreement. Upon termination you must
promptly delete all copies of the Software.

7. CONTRACTING PARTIES. If the Software is installed on computers owned by a corporation
or other legal entity, then this Agreement is formed by and between Addinsoft and such entity.
The individual executing this Agreement represents and warrants to Addinsoft that they have
the authority to bind such entity to the terms and conditions of this Agreement.

8. INDEMNITY. You agree to defend and indemnify Addinsoft against all claims, losses,
liabilities, damages, costs and expenses, including attorney's fees, which Addinsoft may incur in
connection with your breach of this Agreement.

9. GENERAL. The Software is a "commercial item." This Agreement is governed and
interpreted in accordance with the laws of the Court of Paris, France, without giving effect to its
conflict of laws provisions. The United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods is expressly disclaimed. Any claim arising out of or related to this Agreement
must be brought exclusively in a court located in PARIS, FRANCE, and you consent to the
jurisdiction of such courts. If any provision of this Agreement shall be invalid, the validity of the
remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement is the entire and
exclusive agreement between Addinsoft and you with respect to the Software and supersedes
all prior agreements (whether written or oral) and other communications between Addinsoft and
you with respect to the Software.

COPYRIGHT (c) 2018 BY Addinsoft SARL, Paris, FRANCE. ALL RIGHTS RESERVED.

XLSTAT(r) IS A REGISTERED TRADEMARK OF Addinsoft SARL.

Paris, FRANCE, March 2018
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システム要件  
XLSTAT は，次のオペレーティング・システムで動作する : Windows Vista, Windows 7,
Windows 8.xおよび 10、Mac OSX 10.6から10.12． 32 ビットおよび 64 ビット・プラットフォ
ームがサポートされている．

XLSTATを実行可能にするには，Microsoft Excel もコンピュータにインストールされているこ
とが必要．XLSTATは，Windows システム上で次の Excel のバージョンと互換である: Excel 97
(8.0), Excel 2000 (9.0), Excel XP (10.0), Excel 2003 (11.0), Excel 2007 (12.0) , Excel 2010
(14.0) ,Excel 2013(15.0)およびExcel 2016(16.0)(32 および 64 ビット)． Mac OSX システムで
は、Excel のバージョン2011 (14.1以降)および2016 (15.27以降と互換である。

Microsoft のウェブサイト上で，Microsoft Office のパッチとアップグレードが無償で利用でき
る．これらのパッチのいくつかはとても重要であるので，ダウンロードしてインストールする
ことを強く推奨する．使用されているExcelのバージョンがアップデートされているかどうかを
確認するために，次のウェブサイトにときどき行くことを推奨する:

Windows: http://office.microsoft.com/officeupdate

Mac: http://www.microsoft.com/mac/downloads.aspx

http://office.microsoft.com/officeupdate
http://www.microsoft.com/mac/downloads.aspx
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インストレーション  
XLSTATをインストールするには，次のことが必要である:

XLSTATの ウェブサイトwww.xlstat.com からダウンロードした，またはCD-Romで提供

されたxlstat.exe (PC) または xlstatMac.zip (Mac )のいずれかをダブルクリックする．

またはディストリビュータから受け取った CD-Rom を挿入して，インストール・プロセ
スが開始するまで待つ．そして，ステップ・バイ・ステップの指示に従う．

コンピュータ上での権限が制限されている場合，マシンのアドミニ権を持つ人にソフトウェア
のインストールを頼む必要がある．インストールが終了すると，アドミニストレータは，ユー
ザーが下記のフォルダに読み込みおよび書き込みのアクセスができるようにしなければならな
い：

XLSTAT のユーザー・ファイルとサブ・フォルダが置かれているフォルダ (通常

C:\Documents and settings\User Name\Application Data\Addinsoft\XLSTAT\).

このフォルダはアドミニストレータによって，XLSTATのオプション・ダイアログ・ボックス
を用いて，変更することができる．
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高度なインストール  
XLSTAT は，複数のユーザー・アカウントを持つサーバーやコンピュータの集合，またはコン
ピュータ上のインストールをアシストするさまざまな機能によって，組織内に簡単に展開する
ことができます．

この節の内容:

InstallShield Scriptによるサイレント・インストレーション (Windowsのみ)

言語選択

ユーザー・フォルダの選択

サーバーインストレーションとインストール・イメージの作成

参考文献

InstallShield scriptによるサイレント・インストレーション
(Windowsのみ)  

XLSTAT はInstallShieldで作成されたインストール・プログラムを使用します．これはインスト
ール・スクリプトのみに基づきます．それは，InstallShieldに基づく他のあらゆるインスレーシ
ョン・パッケージと同様，サイレント・インストレーションを行うことを意味します．

インストール中，XLSTATは，MS Excelがコンピュータにインストールされていることを必要

とします． Excelのメイン・アイコン・バーにXLSTATボタンを追加するために一度 Excelがコ
ールされます．アンインストールのプロセスでは，反対の操作が行われます．

InstallShield scriptの使用:

InstallShieldのヘルプで説明されている以下のオプションで，サイレント・インストレーション
を実行するために，インストレーション・プログラムをコールできます．

/uninst: このオプションは，XLSTATのアンインストールを強制する．

/s: ユーザー・ダイアログを表示せずにインストールが行われる．

/f1 "script file": このパラメータは，絶対パスとファイル名で使用されるべきスクリプト・ファ
イルを示す．

/f2 "log file": このパラメータは，絶対パスとファイル名で使用されるべきログ・ファイルを示

す．

/r: このパラメータは，スクリプト・ファイルを作成するレコード・モードを有効化する．

/L: このパラメータは，インストール中に使用する言語の選択を可能にする．現在のところ，下

記の表に示される10の言語がサポートされている：
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/servername=XLSTATLICENSESERVER: のパラメータは，XLSTAT サーバーがホストされて
いるネットワークの名前を与える．これは，XLSTAT クライアント/サーバー・コンカレント・
ライセンスの場合のみに有益である．その場合，XLSTATLICENSESERVERをXLSTATコンカ
レント・ライセンスがホストされているサーバーの名前に置き換える．

XLSTAT のインストールの後，XLSTAT のインストレーション・フォルダの下のsilentinstallフ
ォルダ にXLSTAT のインストールとアンインストールのための2つのサンプル・スクリプトが
置かれます．スクリプトで作業ができるようにするために，インストレーション・パッケージ
の file setup.exe ファイルも必要です．弊社のウェブサイトでダウンロードできるxlstat.zip を
解凍すると，これらのスクリプトが得られます．

サイレント・インストレーション用のスクリプトで便利な方法で作業をするために，下記の事

例では，スクリプト・ファイルとsetup.exeファイルが同じMYDirフォルダに置かれていて，同

時にそれが現在作業中のフォルダであると仮定します．

XLSTATのサイレント・インストレーション

AXLSTAT をインストールするためのコールは，下記のとおりです:

setup.exe /s /f1"C:\MyDir\setup.iss"

In this case the script file setup.iss contains the following text:

[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-DlgOrder]

Dlg0={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0

Count=9

Dlg1={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0
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Dlg2={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0

Dlg3={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0

Dlg4={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1

Dlg5={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0

Dlg6={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0

Dlg7={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0

Dlg8={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0]

Result=303

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0]

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1]

szDir=C:\My documents\Addinsoft\

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0]

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT

Component-type=string

Component-count=4

Component-0=Program Files

Component-1=Help Files

Component-2=Icons & Menu

Component-3=SingleNode

Result=1
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[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0]

Result=1

[Application]

Name=XLSTAT 2017

Version=19.1.08.2810

Company=Addinsoft

Lang=040c

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0]

Result=1

bOpt1=0

bOpt2=0

この事例ではパス"C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT"をお好きなインストレーション・パス
に置き換えることができます．また，ユーザーのファイルのパス "C:\Program Files\Addinsoft\"
を変更することもできます．

XLSTATのサイレント・案インストール

XLSTAT をアンインストールするためのコールは，下記のとおりです:

setup.exe /uninstall /s /f1"C:\MyDir\setupRemove.iss"

In this case the script file setupRemove.iss contains the following text:

[InstallShield Silent] 

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-DlgOrder]

Dlg0={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0
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Count=2

Dlg1={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0]

Result=6

[Application]

Name=XLSTAT 2017

Version=19.1.0001

Company=Addinsoft

Lang=0009

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0]

Result=1

bOpt1=0

bOpt2=0

Silent install of XLSTAT server when using a network concurrent license

Silent installation of XLSTAT Server.

A call to install XLSTAT can be as follows:

setup.exe /s /f1"C:\MyDir\setup.iss"

In this case the script file setup.iss contains the following text:

[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-DlgOrder]

Dlg0={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0

Count=8
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Dlg1={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0

Dlg2={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0

Dlg3={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0

Dlg4={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1

Dlg5={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0

Dlg6={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0

Dlg7={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0]

Result=303

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0]

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1]

szDir= C:\My documents\Addinsoft\

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0]

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT

Component-type=string

Component-count=5

Component-0=Program Files

Component-1=Help Files

Component-2=Icons & Menu

Component-3=Server setup

Component-4=SingleNode
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Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0]

Result=1

[Application]

Name=XLSTAT 2017

Version=19.1.08.2810

Company=Addinsoft

Lang=040c

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0]

Result=1

bOpt1=0

bOpt2=0

この事例ではパス"C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT"をお好きなインストレーション・パス
に 置 き 換 え る こ と が で き ま す ． ま た ， ユ ー ザ ー の フ ァ イ ル の パ ス  "C:\My
Documents\Addinsoft\" を好みの場所に変更することもできます．

ネットワーク・コンカレント・ライセンスを使用している場合のユーザー・コンピュータへの
XLSTATクライアントのサイレント．インストール

XLSTATをインストールすえうコール，下記のとおりです:

setup.exe /s /f1"C:\MyDir\setup.iss"

In this case the script file setup.iss contains the following text:

[InstallShield Silent]

Version=v7.00

File=Response File

[File Transfer]

OverwrittenReadOnly=NoToAll

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-DlgOrder]

Dlg0={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0



インストレーション  13 高度なインストール  

Count=9

Dlg1={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0

Dlg2={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0

Dlg3={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0

Dlg4={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1

Dlg5={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0

Dlg6={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-AskText-0

Dlg7={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0

Dlg8={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0]

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0]

Result=303

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0]

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1]

szDir= C:\My documents\Addinsoft\

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0]

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT

Component-type=string

Component-count=5

Component-0=Program Files

Component-1=Help Files

Component-2=Icons & Menu
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Component-3=Client setup

Component-4=SingleNode

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-AskText-0]

szText=XLSTATLICENSESERVER

Result=1

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0]

Result=1

[Application]

Name=XLSTAT 2017

Version=19.1.08.2810

Company=Addinsoft

Lang=040c

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0]

Result=1

bOpt1=0

bOpt2=0

この事例では，パス"C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT" を好みのインストレーション・パス
に置き換えることができます．またユーザー・ファイルのパス"C:\My Documents\Addinsoft\"も
好みのパスに変更できます．

"XLSTATLICENSESERVER"のところをXLSTATサーバー・ライセンスがインストールされてい
るサーバーのホスト名に置き換えて，ホスト名を入れなければなりません．

ユーザー定義スクリプト・ファイルの作成

インストレーションへのさらなる変更のために，XLSTATの手動インストレーションを記録し
て，後で使用するためのスクリプト・ファイルを作成することができます． オプション /rを使

用してください．スクリプト作成のための事例コールは，下記のとおりです:

setup.exe /r /f1"C:\MyDir\setup.iss"
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言語選択  

ほとんど場合，サイレント・インストレーションの間には，言語選択は必要ではありません．
XLSTATがコンピュータにすでにインストールされている場合，インストレーション・オプシ
ョン /L による言語選択または，下記で説明されるレジストリ・エントリは効果がありません．
コンピュータの各ユーザーは，以前に行った言語選択を見つけるでしょう． ユーザーは，
XLSTAT のオプション・メニューを用いて，いつでも言語オプションの変更ができます．ユー
ザーがどのように言語を変更できるかのデモは，こちらです:

<https://help.xlstat.com/s/article/言語設定の変更?language=ja

あるユーザーによって，XLSTATが，InstallShieldインタフェースを用いて，はじめてインスト
ールされようとしている場合，インストレーション用に選択された言語が，XLSTATのデフォ
ルト言語として選択されます．

XLSTAT がサイレント・インストレーションを用いて，はじめてインストールされようとして
いる場合，Englishがデフォルト言語として選択されます．XLSTAT を最初に起動する前に，
XLSTAのインタフェース言語を変更する2つの方法があります．

/L: インストレーション用とXLSTAT 用の好みの言語をセットするサイレント・インスト
レーションをコールする場合，このオプションを使用してください．

Register entry: XLSTAT のインストレーションが終了して，XLSTATが最初に起動される
前に， XLSTATの言語設定のための7個の値のうちの１つを選択するために，レジストリ
ー・キーHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLSTAT+\General\Language の値を変

更することができます:

ユーザー・フォルダの選択  

XLSTAT は，将来の使用で再利用できるようにするために，データ選択とダイアログ・ボック
スで行った選択を保存する方法を提供します．この機能をコントロールする方法の詳細は，
XLSTAT のオプション・ダイアログ・ボックスにあります．

XLSTATの標準インストレーション

ユーザー・フォルダの選択は， XLSTATの標準インストレーションの間に，InstallShieldによっ
て，次に設定されます:
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%USERPROFILE%\Application data\ADDINSOFT\XLSTAT

Windows環境変数である%USERPROFILE% は，インストレーション中に現在の値に置き換え
られます．

各ユーザーは，XLSTATダイアログ・ボックスの“高度な設定”タブの対応するオプションを用い
て，このデフォルト値を変更することができます．

さらに，下記のレジストリ・エントリの値を，好みのユーザー・フォルダに直接変更する方法

があります．このレジストリ・エントリは， XLSTAT のオプション・ダイアログ・ボックスで
の選択にプライオリティを持ちます．このレジストリ・エントリは，ユーザーによって異なり
ます．これは次の名前を持ちます:

HKEY_CURRENT_USER\Software\XLSTAT+\DATA\UserPath

このレジストリ・エントリの値は，環境変数を格納できます．

マルチ・ユーザー環境

マルチ・ユーザー環境には，さまざまな種類があります．Windows Terminal Server の場合，

または Citrix Metaframe Serverの場合，1つの例は，サーバー・インストレーションでしょう．
もう1つの種類の環境は，同じインストレーションを持つコンピュータのプールで，何人かの
ユーザーにXLSTATで作業する権限が与えられるプールをすべてのコンピュータに複製するイ
メージを用いてよく作成されます．このような場合，ユーザー・ディレクトリの選択につい
て，以下のアドバイスに注意してください．

その場合，各ユーザーに関しては，ユーザーが読み書きする権利を持つユーザー・フォルダが
個人フォルダに指定されるべきです．

これらの要求に対応するために，基本的に2つの方法があります:

バーチャル・フォルダの使用;

環境変数の使用．

バーチャル・フォルダ

このケースでは，バーチャル・ユーザー・フォルダが，すでに存在していて，使用されていま
す．このフォルダは，すべてのユーザーに対して同じ名前を持ちますが，それは異なるフォル
ダを指します．バーチャル・フォルダは，よくU とか X というユーザー・ディスクに関連づけ
されています．よくログインのときに，このユーザー・ドライブが，スクリプトによって，自

動的にマウントされます．ユーザーは，通常，このフォルダで読み書きの権限を持ちます．
XLSTATについては，アクセス権に関するさらなる動作は必要ありません．

たとえば，バーチャル・ユーザー・フォルダが **U**であるとすると，Microsoft のネーミング
規則に沿って，ユーザーのデータを格納する下記のXLSTAT ユーザー・フォルダを選択できま
す:

U:\Application Data\ADDINSOFT\XLSTAT
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このフォルダは，XLSTATを起動する前に，XLSTAT の各ユーザーについて存在していなけれ
ばなりません．そうでない場合，エラー・メッセージが存在しないユーザー・フォルダについ
て知らせ，他のユーザー・フォルダを選択するように勧めます．

環境変数

この方法によって，各ユーザーに異なるフォルダを選択するために，環境変数の値が使用され
ます．ユーザーは，そのフォルダで読み書きの権限を持たなければなりません．

たとえば，Microsoft のネーミング規則を用いて，下記のフォルダを定義するために，環境変数

%USERPROFILE% が使用できます：

%USERPROFILE%\Application Data\ADDINSOFT\XLSTAT

InstallShield のダイアログ・ボックスでは，環境変数を使用できません．スクリプト・ファイ
ルの中か，レジストリ・エントリで直接，環境変数が使用できます．

サーバー・インストレーションおよびイメージ作成  

サーバー・インストレーションおよびイメージ作成は，何の問題もなく可能です． Microsoft
Excel がVBA (Visual Basic for Applications)，Microsoft Forms ，およびグラフィカル・フィル
タのすべてのオプションを含むマシン上でインストールされていなければならないことに注意

してください．Windows Terminal Serverでのサーバー・インストレーションの際は，
Microsoft Excel version 2003 以降が適切です．

XLSTATのインストレーションの際，Excel.exe ファイルが置かれているフォルダの読み書きの
権限が必要です．

サーバー・インストレーションに関する特定のご質問がありましたら，XLSTATのサポートに
ご遠慮なくお問い合わせください．

参考文献  

InstallShield 2008 Help Library. Setup.exe および Update.exe コマンドライン・パラメータ，
http://helpnet.acresso.com/robo/projects/installshield14helplib/IHelpSetup_EXECmdLine.htm
Macrovision.

http://helpnet.acresso.com/robo/projects/installshield14helplib/IHelpSetup_EXECmdLine.htm
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XLSTATの使用  
XLSTATのアプローチ  
XLSTATのインターフェースは，データの入力と結果の表示のために，ほとんどMicrosoft Excel
を用います．しかしながら，計算は 完全にExcel とは独立していて，その部分のプログラム
は， C++ プログラミング言語を用いて開発されている．

正確な結果を保証するために，XLSTATソフトウェアは，目的の統計手法のスペシャリストに
よって，徹底的なテストがなされて実証されている．

Addinsoft は，つねにXLSTAT ソフトウェアを改良することに継続的に取り組んでおりますの
で，どのようなご意見・感想，そして改良のご提案でも受け付けております．Addinsoftにご連

絡頂く場合は，support@xlstat.com.あてにEメールを送信してください．
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データの選択  
XLSTATのすべてのモジュールと同様，データの選択は， Excelシート上で直接行う必要があ
る．一般的な統計プログラムでは，最初に変数のリストを作って，それから，それらのタイプ
を定義して，そして，最後に手法を適用したい目的の変数を選択する．XLSTAT のアプローチ
はまったく違っていて，1つまたは複数のExcel シート上で，直接データを選択するだけでよ
い．

3つの選択モードがある:

範囲による選択: Excel シート上でマウスを使って選択すると，選択されたすべてのセル
が，ダイアログ・ボックスの選択フィールドと一致している．

列による選択: このモードは， Excel シートの最初に行からデータ集合が始まっているこ
とが必要が，より速い方法である．もしこの条件を満足するなら，Excel シート上のデー
タ集合の最初の行の名前(A, B, …) をクリックして，そして，マウス・ボタンを押しなが
ら，選択する列までマウス・カーソルをドラッグして，データを選択できる．

行による選択: このモードは，“列による選択” モデルの裏返しである． Excel シートの最

初の列(A)からデータ集合が始まっていることが必要．もしこの条件を満足するなら，
Excel シート上のデータ集合の最初の行の名前(1, 2, …)をクリックして，そして，マウ
ス・ボタンを押しながら，選択する行までマウス・カーソルをドラッグして，データを
選択できる．

注意:

複合選択を行うことが可能である: 変数が列 B からGまであって，列 E を選択からはずし
たい場合，まずマウスで B からD を選択して，そして，Ctrl キーを押して，Ctrl を押し
たまま列 F から G を選択する．または，列 B からGを選択して,それから， Ctrlを押し
て，列 Eを選択する．

移行オプション（  ボタン）が有効になっていない場合は，行による選択での複合選

択は使用できない．

移行オプション（  ボタン）が有効になっていない場合は，列による選択での複合選

択は使用できない．

変数または変数のグループ（たとえば，量的説明変数）を選択する場合，選択モードを
混合することはできない．ただし，ダイアログ・ボックス内の異なる選択では，異なる
モードを使用することができる．

データ選択内で変数の名前を選択した場合， “列ラベル” または “ラベルを含む” オプショ
ンが有効になっていることを確認する．

データ選択を素早くするためにキーボード・ショートカットを使用できる． Microsoft
Excelの最新パッチがインストールされているときだけ，これが可能なことに注意する．
下記は，最も便利な選択ショートカットの一覧である：

Ctrl A: スプレッドシート全体を選択

Ctrl Space: すでに選択されたセルに対応する列全体を選択
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Shift Space: すでに選択されたセルに対応する行全体を選択

1つまたは複数のセルが選択されている場合：

Shift Down: 現在選択されているセルと，そこから下の行のセルを選択

Shift Up: 現在選択されているセルと，そこから上の行のセルを選択

Shift Left: 現在選択されているセルと，そこから左の列のセルを選択

Shift Right: 現在選択されているセルと，そこから右の列のセルを選択

Ctrl Shift Down: 現在選択されているセルから下の隣り合うすべての非空セルを選択

Ctrl Shift Up: 現在選択されているセルから上の隣り合うすべての非空セルを選択

Ctrl Shift Left: 現在選択されているセルから左の隣り合うすべての非空セルを選択

Ctrl Shift Right: 現在選択されているセルから右の隣り合うすべの非空セルを選択

1つまたは複数の列が選択されている場合：

Shift Left: 現在選択されている列の左側のもう1列を選択

Shift Right: 現在選択されている列の右側のもう1列を選択

Ctrl Shift Left: 現在選択されている列から左のすべての隣り合う非空列を選択

**Ctrl Shift Righ**t: 現在選択されている列から右のすべての隣り合う非空列を選択

1つまたは複数の行が選択されている場合：:

*** Shift Down**: 現在選択されている行から下のもう1行を選択

Shift Up: 現在選択されている行から上のもう1行を選択

Ctrl Shift Down: 現在選択されている行から下のすべての隣り合う非空行を選択

Ctrl Shift Up: 現在選択されている行から上のすべての隣り合う非空行を選択

参照:

https://help.xlstat.com/s/article/selecting-data-in-excel-with-xlstat-japanese?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/selecting-data-in-excel-with-xlstat-japanese?language=ja
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メッセージ  
XLSTATは，ユーザーに情報を提供し，問題をレポートするために革新的なメッセージ・シス
テムを使用している．

下図のダイアログ・ボックスは，選択フィールドが有効化されている（ここではDependent
variable（従属変数））のに，空欄のままになっているときの事例である．ソフトウェアは，問

題を検出して，メッセージ・ボックスに表示する．

赤で表示されている情報（重大さによては青）は，どのオブジェクト/オプション/選択が，そ
のメッセージの原因であるかを示している．OKをクリックすると，有効化された手法のダイア
ログ・ボックスが再び表示され，量的変数に対応するフィールドが有効化される．

このメッセージは，ユーザー自身で問題を解決できるだけ十分に明確なはずである．チュート
リアルが利用できる場合，問題に関係する項目のチュートリアルに，ハイパーリンク
”http://www.xlstat.com” がリンクする．ハイパーリンクの下にEメール・アドレスが表示され
て，ユーザーのEメール・ソフトを使用して，XLSTAT のメッセージの内容を添付して
Addinsoft にEメールを送信できる場合もある．
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一般オプション  
オプション  
XLSTAT は，ユーザーがソフトウェアの使用をカスタマイズして最適化できるさまざまなオプ
ションを提供している．

XLSTATのオプション・ダイログ・ボックスを表示するには，メニューの “オプション” または
XLSTAT ツールバーの  ボタンをクリックする．

（保存）: 変更を保存するには，このボタンをクリックする．

（閉じる）: ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．前も
ってオプションを保存しなかった場合は，行なった変更は保持されない．

（ヘルプ）: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このオプションをクリックする．

一般 タブ:

言語: XLSTATのインタフェースの言語を変更するには，このオプションを使用する．

ダイアログ・ボックスのエントリー:

1セッションを記憶: 1セッション（XLSTATを開いて閉じるまで）のダイアログ・ボック
スのエントリーとオプションを記憶したい場合は，このオプションを有効にする．

データ選択を含む: XLSTATが1セッション中のデータ選択を記録するようにするには，こ
のオプションを有効にする．

1つのセッションを次回まで記憶: 1セッションから次のセッションまで，ボックスのエン
トリーとオプションを記憶したい場合は，このオプションを有効にする．

データ選択を含む: XLSTATが1セッションから次のセッションまで，データ選択を記録す
るようにするには，このオプションを有効にする．このオプションは，常に同じレイア
ウトを持つスプレッドシートで作業する場合に，便利で時間の節約になる．

選択確認を要求: OK ボタンを押すと，XLSTATがデータ選択を確認するプロンプトを表示する
ようにするには，このオプションを有効にする．このオプションを有効にすると，すべてのア
クティブな選択の行と列の数を検証できるようになる．

メニューやツールバーに動作中の機能のみを表示: 登録されたモジュールに対応する機能のみ
をXLSTAT のメニューやツールバーに表示させたい場合は，このオプションを有効にする．
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Excelリボンに 'Start XLSTAT'ボタンを表示 : Excelを起動するとき，Excelリボンに 'Start
XLSTAT'ボタンが表示されるようにするには，このオプションを有効にする．'Start XLSTAT' ボ
タンをクリックすると，XLSTATと完全なXLSTATリボンが読み込まれる．

XLSTATをExcelで起動する: Excelが開始すると，XLSTATが立ち上がるようにするには，この
オプションを有効にする．

XLSTATの起動の際にチュートリアルを表示: XLSTATを起動すると，ステップ・バイ・ステッ
プのチュートリアルが提案されるようにするには，このオプションを有効にする．

もう使用していない非表示シートを削除する: 一部のXLSTAT関数は，チャートを作成するため
に使用するデータを格納する非表示シートを必要とする．XLSTATの結果があるシートを削除

したとき，対応する非表示シートも削除されるようにするには，このオプションを有効にす
る．

データ タブ:

Excelフィルタ: ワークシートに適用されたデータ・フィルタが存在する場合，XLSTATがそれ
らをどのように取り扱うかを設定するには，以下のオプションを使用する．

ユーザーに問う: フィルタが見つかるといつでもXLSTATにプロンプトさせたい場合は，
このオプションを有効にする． フィルタをそのまま使用するか無視するかの選択が与え
られている．

ワークシートにあるとおりにフィルタを適用する: ワークシートに適用されたフィルタを
XLSTATが考慮に入れるようにするには，このオプションを有効にする．

フィルタを無視する: XLSTATがフィルタを無視してすべてのデータセットを使用するよ
うにしたい場合は，このオプションを有効にする．

欠損値

空セルを欠損値とみなす: XLSTATではこれがデフォルト・オプションで変更できない．空のセ
ルは，すべてのツールで欠損値としてみなされる．

以下の値も欠損値とみなす: 対応する選択が数値またはカテゴリカル・データのいずれでも，
セルがリスト内にある値を含む場合，このオプションのもとでは，欠損値としてみなされる．

すべてのテキスト値を欠損値とみなす: このオプションが有効になっていると，数値のみを含

むはずの表に見つかるいかなるテキスト値も，XLSTATによって変換されて，欠損値とみなさ
れる．このオプションは，テキスト値が，間違ってテキストに変換された数値ではないことが
確かなときに有効化されるべきである．

出力 タブ:

新規シートのポジション: XLSTATの機能のダイアログ・ボックス内で“シート” オプションを選

んだ場合，Excel ワークブック中の結果のシートの位置を修正するために，このオプションを
使用する．
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カラータブ: XLSTATが生成するタブを特定の色で強調したい場合は、このオプションを有効に
する。

レポート・ヘッダーを表示:

レポート・ヘッダー内に結果の一覧を表示: XLSTATがレポートヘッダーの下部に結果の
一覧を表示するようにするには，このオプションを有効にする．

レポート・ヘッダー内にプロジェクト名を表示: レポート・ヘッダー内にプロジェクトの
名前を表示させるには，このオプションを有効にする．そして，対応するフィールドに
プロジェクトの名前を入れる．

アクション・ボタンを表示: 分析を再起動できるボタンを表示するには，このオプション
を有効にする．

コメントを表示: 結果を解釈することを助けるコメントが利用可能であれば，それをXLSTATが
表示するようにしたい場合は，このオプションを有効にする．各タイトルの左側に表示される
小さな赤い三角の上にマウス・カーソルを置くと，コメントが表示される．

結果の表の左にセルを結合: 結果の表の左にセルを結合するには，このオプションを有効にす
る．これは，ユーザー独自の解釈を簡単に追加することができる．

アウトラインを表示: 表計算内でアウトラインを作成できるExcel機能を使用するには，このオ
プションを有効にする．アウトラインは，レポートを参照することをより簡単にする．

デフォルトで折りたたむ: レポートが表示されたとき，レポートのアウトラインがすべて
折りたたまれるようにするには，このオプションを有効にする．

Xの係数でレポートのM初の列を大きくする: XLSTATレポートの最初の列の幅を自動で大きく
するのに使用する係数の値を入れる．デフォルト値は1である．係数が 1のとき，幅は変更され
ないままである．

タイトルを太字で表示: XLSTAT に結果の表のタイトルを太字で表示させるには，このオプシ
ョンを有効にする．

タイトル下に空の行: タイトルの下に挿入する空の行の数を選ぶ。表とチャートの下の空の行

数は 、この数 +1である。

表のテーマ: XLSTATが生成する表に適用するテーマを選ぶ． 表のヘッダを太字で表示: 結果の
表のヘッダを太字で表示するには，このオプションを有効にする．

表のヘッダを太字で表示: 結果の表のヘッダを太字で表示するには，このオプションを有効に
する.

有効桁数: 数値の結果に表示する桁数を選ぶ． その後，Excel の書式設定を用いて，いつでも
異なる有効桁数を表示させることができることに注意すること．

M小p値: p値が “< p”（ p は最小p-値）に置き換えられる最小p-値を入力する．

チャート タブ:
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スタイル: ニーズに合わせて出力のスタイルを選ぶ．”クラシック”は、XLSTATが元から使用し
ていたスタイルである．”モダン”は異なる色のパレットを使用する．”サイエンティック”は，
黒，白および灰色を使用している．

別々のシートにチャートを表示: チャートを別々のチャート・シートに表示したい場合は，こ
のオプションを有効にする．チャートが別々のスプレッドシートに表示されても，マウスを右

クリックして，”グラフの移動”を選択し，“新しいシート”を選択して，チャートシートにそれら
を移動できることに注意する．

チャート・サイズ:

自動: 下で定義した幅と高さを開始値として用いて，チャートのサイズをXLSTAT が自動

で決定するようにさせたい場合は，このオプションを選ぶ．

ユーザー定義: 次の値で定義される縦横でチャートを表示させたち場合は，このオプショ
ンを有効にする:

幅: チャートの幅の値をポイントで入力;

高さ: チャートの高さの値をポイントで入力．

正規直交チャートの表示: 垂直と水平の軸のスケールが異なることにより，間違った解釈を導

くかもしれないのを避けるために，距離の歪みがないことを確かにするには，このオプション
を有効にする．

高度な設定 タブ:

乱数:

シードを固定: 乱数に関係する計算がつねに同じ結果をもたらすことを確かにしたい場合は，
このオプションを有効にする．そして，シード値を入力する．

プロセッサのM大数: XLSTATは、計算時間を短縮するために複数のプロセッサで計算できる。
XLSTATが使用できるプロセッサに最大数を選ぶ。

ダイアログ・ボックスに高度な設定ボタンを表示する: ダイアログ・ボックスの設定を保存・
読み込みまたはXLSTATの実行を自動化するVBAを生成することを可能にするボタンを表示し
たい場合は，このオプションを有効にする．

ダイアログ・ボックスにアドバンスド・ボタンを表示する: ダイアログ・ボックスを保存また
は読み込みできたり，XLSTATを自動で実行するためのVBAコードを生成できたりするボタン
を表示したい場合は，このオプションを有効にする．

XLSTATの継続的改良に参加: クラッシュがあった場合に，そのことと使用していた手法の名前

を名前をレポートして，XLSTATの継続的な改善に参加することに同意して頂けるなら，この
オプションを有効にする．データは転送ない．

ユーザー・ファイルのパス: マシンのアドミニ権を持つ場合のみ，このパスは変更できる．[…]
ボタンをクリックすると，適切なフォルダを選択できるボックスが表示されて，ユーザーのフ
ァイルが保存されるフォルダを変更することができる． ユーザーのファイルは，一般的なオプ
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ションとXLSTAT のさまざまな機能のダイアログ・ボックスのオプションや選択を含む．ユー
ザーのファイルが格納されるフォルダは，すべての種類のユーザーに読み書きできなければな
らない．

XLSTAT-R タブ:

XLSTAT-Rを非表示: このオプションをチェックすると，XLSTAT-Rメニューがリボンに表示さ
れなくなる．

RScript.exe: XLSTAT-Rが実行できるように，RScript.exeの場所が，XLSTATによって認識され
る必要がある．XLSTATによって，これが自動で検出されなかった場合は，ファイルが置かれ
ている場所を指定しなければならない．

XML エディタ: XLSTAT-RはRプログラムと情報をやりとりするためにXMLファイルを使用す
る．ユーザーは自身のコネクタを作成できる．ユーザーは，XMLファイルを作成したり編集し
たりするのに使用したいプログラムをこのフィールドで指定できる．

CRAN ミラー: Rパッケージの最新バージョンをダウンロードするのに使用したいCRANミラー
を XLSTAT に 知 ら せ る に は ， こ の オ プ シ ョ ン を 使 用 す る ． デ フ ォ ル ト 値 は
https://cran.revolutionanalytics.com.

グループおよびRパッケージ: XLSTATで使用したいグループとRパッケージをリスト内でチェ
ックする．

通知 タブ:

ライセンスまたはアップグレードへのアクセスが期限切れになる前に知らせる: ライセンスが
期限切れになる前に，XLSTATが警告するようにしたい場合は，このオプションを有効にす
る．

関連情報を表示: XLSTATに通知して欲しい主題を選択する．
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データ準備  
データ・サンプリング  
単変量または多変量データの集合からオブザベーションのサブサンプルを生成するには，この
ツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

参考文献

解説  

サンプリングは，基本的なデータ分析や統計手法の1つである．次のことのために標本が生成

される：

1つの標本で仮説を検定し，そしてもう1つの標本で検定を行う；

元の表の特徴を持つ，とても小さな表を得る．

これらの異なる状況に対応するために，複数の手法が提案されている． XLSTAT は，M 行の表

からN 個のオブザベーションを生成するために，以下の手法を提供する：

M初のN 行: 原表の最初のN 行から標本が採られる．この手法は，分析に偏りを もたらすかも
しれない特定の基準で値が並べ替えされていないことが確かな場合にのみ使用される；

M後のN 行: 原表の最後のN 行から標本が採られる．この手法は，分析に偏りを もたらすかも
しれない特定の基準で値が並べ替えされていないことが確かな場合にのみ使用される；

k番目からs行ごとにN標本: k番目の行から開始してs行ごとにN行の標本を抽出する;

置換なし無作為: オブザベーションが無作為に選ばれ，標本中に1度だけ出現する；

置換あり無作為: オブザベーションが無作為に選ばれ，標本中に複数回出現できる；

無作為開始によるシステマティック: 原表中のj番目のオブザベーションから， k 個のオブザベ
ーションが標本中で使用されるために抽出される． j は，原表のサイズと最終の標本サイズに
よって可能な数から無作為に選ばれる． k は，オブザベーションができるだけ間を空けて抽出

されるように決定される；

中心化システマティック: kの長さのオブザベーションのN個のシーケンスの中心でシステマテ
ィックに選ばれる；
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無作為層化 (1): 同じ長さのオブザベーションN 個のシーケンス内で，行が無作為に選ばれる．
ここでN は，オブザベーションの数を要求された標本サイズで割って決定される；

無作為層化 (2): ユーザー定義によるN 個の層内で，行が無作為に選ばれる．各層では，標本さ
れたオブザベーションの数が，層の相対度数に比例する．

無作為層化 (3): ユーザー定義によるN 個の層内で，行が無作為に選ばれる．各層では，標本さ
れたオブザベーションの数が， ユーザーが与えた相対度数に比例する．

ユーザー定義: ある変数が，出力標本内の各オブザベーションの度数を示す．

トレーニングおよびテスト集合: データは2つの部分に分割される – トレーニング集合およびテ
スト集合．各集合の行は，初期データセットからランダムに引かれる．トレーニング集合のサ
イズは，行数で定義される．

トレーニングおよびテスト集合 (%): データは2つの部分に分割される – トレーニング集合およ
びテスト集合．各集合の行は，初期データセットからランダムに引かれる．トレーニング集合

のサイズは，初期データセットかの行数パーセンテージで定義される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．

サンプリング: サンプリング手法を選ぶ（より詳細は解説 の節を参照する）．

標本サイズ: 生成されるべき標本のサイズを入力する．
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層: このオプションは無作為層化サンプリング (2) および (3) でのみ利用可能である．各オブザ
ベーションが属する層を示す列をフィールド内で選択する．

各層の重み: このオプションは，無作為層化サンプリング(3)でのみ利用可能である．2つの列を
持つ表を選ぶ．最初の列は層IDで，2番目の列は最終標本中の層の重みである．重みの単位

（サイズ，度数，パーセンテージ）が何であろうと，XLSTATは，その合計が要求された標本

サイズに等しくなるように，重みを標準化する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（データとオブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む場

合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションを有効にしていない場合，オブザベー
ション・ラベルがXLSTATによって自動で生成される (Obs1, Obs2 …)．

レポート見出しの表示: 標本された表が（ワークシートまたはワークブックに出力した後の状

況で）Excel ワークシートの最初の行から開始して，レポート見出しの後にならないようにし
たい場合は，このオプションを非有効にする．すると，この表の変数を列で選択できる．

シャッフル: 出力データを無作為に順序変えしたい場合は，このオプションを有効にする．こ
のオプションが有効でない場合は，標本されたデータは，入力データの順序を尊重する．

並べて表示: 生成された標本を並べて表示するには，このオプションを有効にする．

参考文献  

Cochran W.G. (1977). Sampling techniques. Third edition. John Wiley & Sons, New York.

Hedayat A.S. & Sinha B.K. (1991). Design and inference in finite population sampling. John
Wiley & Sons, New York.
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分布サンプリング  
連続または離散の理論分布または既存の標本からデータ標本を生成するには，このツールを使

用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

理論分布から標本を生成する場合，分布を選んで，その分布に必要なパラメータを選ぶ．

分布

XLSTATは，以下の分布を提供する:

Arcsine : この分布の密度関数（Beta type Iの簡素化バージョン）は，次式により与え
られる:

 および  となる．

Bernoulli : この分布（ベルヌーイ分布）の密度関数は，次式により与えられる:

 および  となる．

スイスの数学者 Jacob Bernoulli (1654-1705)にちなんだBernoulli（ベルヌーイ）は，イベント
がそれぞれ と の確率で生起する場合のみ，2値現象を記述することができる．

Beta : この分布（またはBeta typeという）の密度関数は次式で与えられる:

(a)

f(x) =  (  ) ,  with 0 <
πx

sin(πα)
1 − x

x α−1 α < 1,x ∈ [0, 1]

E(X) = α V (X) = α(1 − α)/2

(p)

P (X = 1) = p,P (X = 0) = 1 − p,  with p ∈ [0, 1]

E(X) = p V (X) = p(1 − p)

p 1 − p

(a, b)

f(x) =  x (1 −
B(α,β)

1 α−1 x)β−1

 with  α,β > 0,x ∈ [0, 1] and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)
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 および  となる．

Beta4 ( ): この分布の密度関数は次式で与えられる:

 およびd  となる．

type I beta分布では， は の範囲の値をとる． beta4分布は， と がどのような値でも取

りうる区間 上にあるような変数変換によって得られる．

Binomial  : この分布（2項分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

は試行の回数で， は成功の確率である．2項分布は，成功の確率が であると仮定した場合

の， 回の試行での成功回数の分布である．

Negative binomial type I : この分布（負の2項分布 type I）の密度関数は次式で与え
られる:

 および  となる，

は成功の回数で， は成功の確率である．負の2項分布type Iは， 回の成功を得る前に必要な
不成功の試行の回数 の分布である．

Negative binomial type II : この分布（負の2項分布 type II）の密度関数は次式で与

えられる:

 および  となる．

負の2項分布type IIは，離散的で高度に非同次の（不均一な）現象を表現するのに用いられる．
k は無限になる傾向があるので，負の2項分布 type II は， を持つポアソン分布に向かう
傾向がある．

E(X) = α/(α + β) V (X) = αβ/[(α + β + 1)(α + β) ]2

α,β, c, d

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [c, d]
B(α,β)

1
(d − c)α+β−1

(x − c) (d − x)α−1 β−1

c, d ∈ R and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) =  (α+β)
c+(c−d)α

V (X) =  (α+β+1)(α+β)2
(c−d) αβ2

X [0, 1] c d

[c, d]

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n
x x p) ,  with n,x ∈n−x N,n > 0,x ∈ [0,n], p ∈ [0, 1]

E(X) = np V (X) = np(1 − p)

n p p

n

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n+x−1
x−1 n p) ,  with n,x ∈x N,n > 0, p ∈ [0, 1]

E(X) = n(1 − p)/p V (X) = n(1 − p)/p2

n p n

x

(k, p)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!Γ(k)(1 + p)k+x

Γ(k + x)px

N , k, p > 0

E(X) = kp V (X) = kp(p + 1)

λ = kp
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: この分布（カイ2乗分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

カイ2乗分布は， 2乗標準正規分布の合計の分布に一致する．これは，仮説の検定によく使わ
れる.

Erlang : この分布（アーラン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

は形状パラメータであり， は率パラメータである．

デンマークの科学者 A. K. アーラン (1878-1929) が電話のトラフィックを研究しているときに
開発したこの分布は，待ち行列問題の研究でより一般的に使用される．

注意: のとき，この分布は指数分布に相当する．2つのパラメータを持つガンマ分布は，
が実数で整数でない場合の アーラン分布の一般化である（ガンマ分布では，尺度パラメータ 

が使用される）．

Exponential : この分布（指数分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

指数分布は，品質管理でのライフタイムを研究するのによく使用される．

Fisher : この分布（F分布）の密度関数は次式で与えられるt:

 if , および   if  とな
る．

生物学者，遺伝学者で統計学者のRonald Aylmer Fisher (1890-1962)の名前から取ったフィッシ
ャーの分布（F分布）は, 2つのカイ2乗分布の比に一致する．これは，仮説の検定によく使用さ
れる．

Khi (df)2

f(x) =  x e ,  with x >
Γ(df/2)
(1/2)df/2

 −12
df −x/2 0, df ∈ N∗

E(X) = df V (X) = 2df

df

(k,λ)

f(x) = λ x  ,  with x ≥k k−1

(k − 1)!
e−λx

0 and k,λ > 0 and k ∈ N

E(X) = k/λ V (X) = k/λ2

k λ

k = 1
k

β = 1/λ

(λ)

f(x) = λ exp(−λx),  with x > 0 and λ > 0

E(X) = 1/λ V (X) = 1/λ2

(df  , df  )1 2

  

f(x) =   1 −  

xB(df  /2, df  /2)1 2

1 (
df  x + df  1 2

df  x1 )
df  /21

(
df  x + df  1 2

df  x1 )
df /22

 with x > 0 and df  , df  ∈ N1 2
∗

E(X) = df  /(df  −2 2 2) df  >2 2 V (X) =  

df  (df  −2) (df  −4)1 2 2 2

2df  (df  +df  −2)2
2

1 2 df  >2 4
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Fisher-Tippett : の分布の密度関数は次式で与えられる:

 および となる．ここで  はEuler-Mascheroni定数であ
る．

Fisher-Tippett 分布は，Log-Weibull （ワイブル）または極値分布とも呼ばれ，極限現象の研究

でよく使用される． Gumbel 分布は， で の場合のFisher-Tippett分布の特殊例であ
る．

Gamma : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメータである．

GEV : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一般化極値（GEV：Generalized Extreme Values）分布は， 洪水のモデリングのために水文学

でとてもよく使用される． は通常，-0.6 から 0.6 の間である．

Gumbel: この分布の密度関数は次式で与えられる:

 お よ び   と な る ． こ こ で   は ， Euler-Mascheroni 定 数

(0.5772156649…)．

Emil Julius Gumbel (1891-1966)にちなんだGumbel分布は， で の場合のFisher-
Tippett分布の特殊例である．これは降水，洪水，地震などの極限現象の研究に用いられる．

Logistic : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

(β,μ)

f(x) =  exp −  − exp −  ,  with β >
β

1 (
β

x − μ (
β

x − μ)) 0

E(X) = μ + βγ V (X) = (πβ) /62 γ

β = 1 μ = 0

(k,β,μ)

f(x) = x − μ  ,  with x >( )k−1

β Γ(k)k

e−(x−μ)/β

μ and k,β > 0

E(X) = μ + kβ V (X) = kβ2

k β

(β, k,μ)

f(x) =  1 + k  exp − 1 + k  ,  with  β >
β

1
(

β

x − μ
)

−1/k−1

( (
β

x − μ
)

−1/k

) 0

E(X) = μ +  Γ(1 +
k
β k) V (X) =  Γ(1 + 2k) − Γ (1 + k)(

k
β)

2
( 2 )

k

f(x) = exp(−x − exp(−x))

E(X) = γ V (X) = π /62 γ

β = 1 μ = 0

(μ, s)

f(x) =  ,  with s >
s(1 + e )−  s

(x−μ)

e−  s

(x−μ)

0

E(X) = μ V (X) = (πs) /32
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Lognormal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal2 : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および 

そして:

 および  となる．

この分布は，Lognormal 分布の再パラメータ化にすぎない．

Normal  : この分布（正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Standard normal: この分布（標準正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，  および の場合の正規分布の特殊例である．

Pareto : この分布（パレート分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

イタリアの経済学者 Vilfredo Pareto (1848-1923)にちなんだパレート分布は， Bradford 分布と
しても知られている．この分布は，最初，社会学において，80%の富が母集団の20%のよって
所有されるというパレートの法則により，富の分布を表現するのに用いられた．

PERT : この分布の密度関数は次式で与えられる:

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

E(X) = exp(μ + σ /2)2 V (X) = exp(σ ) − 1 exp(2μ +( 2 ) σ )2

(m, s)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

μ = ln(m) − ln(1 + s /m )/22 2 σ =2 ln(1 + s /m )2 2

E(X) = m V (X) = s2

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with σ >
σ  2π

1 −  

2σ2
(x−μ)2

0

E(X) = μ V (X) = σ2

f(x) =  e
 2π

1 −  2
x2

E(X) = 0 V (X) = 1

μ = 0 σ = 1

(a, b)

f(x) =  ,  with a, b >
xa+1

aba
0 with x ≥ b

E(X) = ab/(a − 1) V (X) =  (a−1) (a−2)( 2 )
ab2

(a,m, b)
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 および   と
なる．

PERT分布は，beta4 分布の特殊例である．これは，その定義区間 [a, b] と最も確からしい値

（最頻値）によって定義される．PERT は， Program Evaluation and Review Technique の頭

文字語で，プロジェクトの管理と計画の手法である．PERT 手法とPERT 分布は，米海軍とロ
ッキード社によって1956年 から 1960年の間に，潜水艦から打ち上げるポラリス・ミサイルを
開発するプロジェクトの中で開発された． PERT 分布は，チームがプロジェクトを終了させる
のにかかりそうな時間をモデルするのに便利である．単純な三角分布は，区間と最も確からし
い値で定義するところが，PERT 分布に似ている．

Poisson : この分布（ポアソン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

ラプラス，ラグランジェ，ルジャンドルの弟子である数学者で天文学者の  Siméon-Denis
Poisson (1781-1840) が発見したポアソン分布は，待ち行列現象の研究によく使用される．

Student  : この分布（T分布）の密度関数は次式で与えられる:

 if  および  if  となる．

英国の化学者で統計学者のWilliam Sealy Gosset (1876-1937)は，彼の匿名性を保持するため
に，彼の成果を公開するときに Student というニックネームを使用した（ギネス醸造所は，他

の研究者によって機密情報を追跡される公開を従業員に禁じていた）．Studentの分布は， 
変数 ，標準正規変数の平均の分布である． のとき，Studentの分布は，期待値も分散

も持たない特殊性のあるCauchy 分布となる．

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [a, b]
B(α,β)

1
(b − a)α+β−1

(x − a) (b − x)α−1 β−1

a, b ∈ R with B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

α =  

b − a

4m + b − 5a

β =  

b − a

5b − a − 4m

E(X) = (b − a)α/(α + β) V (X) = (b − a) αβ/ α + β + 1 α + β)2 (( ) ( 2))

(λ)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!

exp(−λ)λx

N with λ > 0

E(X) = λ V (X) = λ

(df)

f(x) = (1 +
 Γ(df/2)πdf

Γ((df + 1/2))
x /df) ,  with df >2 −(df+1)/2 0

E(X) = 0 df > 1 V (X) = df/(df − 2) df > 2

df

df = 1
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Trapezoidal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，2つの極値( と )の間の値をとるが，その区間内の2つの値( と )の間の値をとる
ことがより確からしいことがわかっている現象を表現するのに便利である．

Triangular : この分布（三角分布)の密度関数は次式で与えられる:

 および   とな
る．

TriangularQ : この分布の密度関数は，三角分布の再パラメータ化であ
る．最初のステップは，パーセンテージ および が一致する および 分位数から，
三角分布の および  パラメータの推定を必要とする．これを行なったら，三角分布関数

を用いて，分布関数を計算することができる．

Uniform : この分布（一様分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

(a, b, c, d)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a, b](d+c−b−a)(b−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [b, c](d+c−b−a)
2

f(x) =  , x ∈ [c, d](d+c−b−a)(d−c)
2(d−x)

f(x) = 0, x < a, x > d

with a < b < c < d

E(X) =  3(d+c−b−a)
d +c −b −a +cd−ab2 2 2 2

V (X) =  −6(d+c−b−a)
(c+d)(c +d )−(a+b)(a +b )2 2 2 2

E (X)2

a d b c

(a,m, b)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a,m](b−a)(m−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [m, b](b−a)(b−m)
2(b−x)

f(x) = 0, x < a, x < b

with a < m < b

E(X) = (a + m + b)/3 V (X) = (a +2 m +2 b −2 ab − am − bm)/18

(q  ,m, q  , p  , p  )1 2 1 2

p1 p2 q1 q2
a b

(a, b)

f(x) =  ,  with b >
b − a

1
a with x ∈ [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = (b − a) /122
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一様 (0,1) 分布は，シミュレーションでよく用いられる．すべての分布の累積分布関数は，0 と
1の間であるのであるべての分布で，逆の計算をするための無作為標本をとるのに使用される
．

Uniform discrete : この分布（離散一様分布） の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

離散一様分布は，一様分布が整数に制限されている場合に対応する．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

は， Weibull 分布の形状パラメータである．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる.

は，分布の形状パラメータで，  は尺度パラメータである． のとき，Weibull分布は，
パラメータ を持つ指数分布となる．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

スウェーデンの Ernst Hjalmar Waloddi Weibull (1887-1979)にちなんだWeibull分布は，品質管

理と生存時間分析にとてもよく使用される．  は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメ
ータである． で のとき，Weibull 分布は，パラメータ を持つ指数分布とな
る．

ダイアログ・ボックス  

(a, b)

P [X = x] =  ,  with (a, b,x) ∈
b − a + 1

1 N ,x ∈3 [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = [(b − a + 1) −2 1]/12

(β)

f(x) = βx exp(−x ),  with x >β−1 β 0 with β > 0

E(X) = Γ(  +
β
1 1) V (X) = Γ(  +

β
2 1) − Γ (  +2

β
1 1)

β

(β, γ)

f(x) =  (  ) e ,  with x >
γ

β

γ

x β−1 −(  )
γ
x β

0,  with β, γ > 0

E(X) = γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β β = 1
1/γ

(β, γ,μ)

f(x) =   e ,  with x >
γ

β (
γ

x − μ)
β−1

−  ( γ
x−μ )β

μ,  with β, γ > 0

E(X) = μ + γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β γ

β = 1 μ = 0 1/γ
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

理論分布: 理論分布でデータをサンプリングするには，このオプションを有効にする．そし
て，分布を選んで，その分布に必要なパラメータを入力する．

経験分布: 経験分布でデータをサンプリングするには，このオプションを有効にする． そし
て，経験分布を構築するのに必要なデータを選択する．

列ラベル: 選択されたデータ（データ及び重み）の最初の行にラベルが格納されている場合

は，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有向にする． 重みは0
以上でなければならない．列ヘッダが選択された場合， "列ラベル" オプションが有効になって
いることを確認する．

範囲: 既存のワークシート内のあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプショ
ンを有効にする．それから，対応するセルを選択する．

シート: 動作中のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプ
ションを有効にする．

ワークシート: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．

標本の数: 生成させる標本の数を入力する．

標本サイズ: 各標本に生成する値の数を入力する．

レポート見出しの表示: （ワークシートまたはワークブックに出力した状況で，）レポート・
ヘッダの後ではなく，Excelワークシートの最初の行から，標本された値の表を開始させたい場

合は，このオプションを非有効にする．

事例  

無作為正規標本がどのように生成されるかを示す事例が，Addinsoft のウェブサイトにある．

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのShapiro-Wilkおよびその他の正規性検定?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEShapiro-Wilk%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E6%80%A7%E6%A4%9C%E5%AE%9A?language=ja
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変数変換  
変数の集合に簡単な変換を素早く適用するために，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

事例

参考文献

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: Excel ワークシート中のデータを選択する．ヘッダが選択されている場合， "列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

列ラベル: 選択されたデータ（データおよびコーディング表）の最初の行にラベルを格納して
いる場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルを使用したい場合は，このオプション
をチェックする．このオプションをチェックしない場合，ラベルが自動的に作成される
（Obs1, Obs2, etc.）．ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっているこ
とを確認する．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

レポート見出しの表示:（ワークシートまたはワークブックに出力した状況で，）レポート・ヘ
ッダの後ではなく，Excelワークシートの最初の行から，結果の表を開始させたい場合は，この
オプションを非有効にする．

変換:データに適用する変換を選択する．

標準化 (n-1): 非バイアス法標準偏差を用いて変数を標準化するには，このオプションを
選ぶ．

その他: 他の変換を用いるには，このオプションを選ぶ． そして，適用する変換を選ぶた
めに“変換” タブをクリックする．

変換 タブ:

標準化 (n): バイアス法標準偏差を用いて変数を標準化するには，このオプションを選ぶ．

中心化: 変数を中心化するには，このオプションを選ぶ．

/ 標準偏差 (n-1): 変数を非バイアス法標準偏差で割るには，このオプションを選ぶ．

/ 標準偏差 (n): 変数をバイアス法標準偏差で割るには，このオプションを選ぶ．

0 から 1 に尺度変更:データを 0 から1 に再尺度化するには，このオプションを選ぶ．

0 から 100 に尺度変更: データを0 から 100 に再尺度化するには，このオプションを選ぶ．

バイナリ化 (0/1): 0 でないすべての値を1に変換して， 0はそのまま変えないようにするには，
このオプションを選ぶ．

符号化 (-1/0/1): すべての負値を -1 に，すべての正値を 1 に変換して，0はそのまま変えないよ
うにするには，このオプションを有効にする．

逆正弦:データをその arc-sine に変換するには，このオプションを選ぶ．

Box-Cox 変換: 標本の正規性を改善するには，このオプションを有効にする；Box-Cox 変換

は，次式で定義される：

XLSTAT は，1の固定値を受け付けるか，または，変換された標本が正規分布に従うと仮定し
て，標本の尤度を最大化する値を発見できる．

Y  =t   {  ,
λ

X  −1t
λ

ln(X  ),t

(X  > 0,λ  = 0) ou (X  ≥ 0,λ > 0)t  t

X  > 0,λ = 0t
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Winsorize: 2つのパーセンタイルで定義される区間内にないデータを消去するには，この変換

を選ぶ: p1 と p2 を  となるような， 0 と 1の間に含まれる2つの値とする．標本中の
値x がq1より小さい場合，標本から得られた p1に一致する変位値，または q2より大きい場

合，p2に一致する変位値，そして，値は，前者の場合q1に，後者の場合 q2 に変換される．

XLSTAT accepts a fixed value of l, or it can find the value that maximizes the likelihood of the
sample, assuming the transformed sample follows a normal distribution.

Johnson 変換: 正規分布に従うようにデータを変換するには，Johnson変換を選ぶ．分布の選

択とパラメータの推定は，Chou et al. (1998)で述べられているアプローチを用いて実行され
る．有意水準つきで最良の変換を同定するために使用される正規性の検定を選択することがで
きる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を含むオブザベーションを消去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

欠損値の推定: 変数の平均を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

事例  

Johnson変換の事例が Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのJohnson変換チュートリアル?language=ja

参考文献  

Chou Y-M, Polansky A. M. and Mason R.L. (1998). Transforming Non-Normal Data to
Normality in Statistical Process Control. Journal of Quality Technology, 30:2, 133-141

Johnson N. L. (1949). Systems of frequency curves generated by methods of translation.
Biometrika, 36, 149-176.

p1 < p2

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEJohnson%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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データの匿名化  
データを匿名化するには，このツールを使用する．3とおりの方法がある: 順次，ランダム．マ
ッピング．3つともすべて，量的変数と質的変数の両方に適用できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

解説  

デリケートな個人データを共有する際は，変換することをお薦めする．XLSTATは3つの方法で
量的および質的データを変換するツールを提供する:

順次

選択されたすべての変数のモダリティがシーケンシャルに選択された1で始まる整数に置き換

えられる．データセット内でモダリティが現れるたびに，そのモダリティに関連する番号が現

れるようになる．したがって，結果のファイルは数値になる．

ランダム

この方法は，変数タイプによって変わる．量的変数では，値がランダムに混合される．したが
って，それらは初期データと同じ尺度のままである．質変数では，モダリティがランダムに選

択された文字の列に置き換えられる．この文字列は，データセットでモダリティが現れるたび
に使用される．

マッピング

ここでは，データがマッピング・テーブルで提供される新しい値に置き換えられる．これは，
置き換えられる変数の元の値を左側の列に，新しい値を右側の列に指定する．

このツールを完成するために，変数ラベルを匿名化するオプションがある．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般: タブ

データ: 変換したいデータを選択する．列ヘッダが選択された場合は，“変数ラベル”オプション
がチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

変数ラベル: 選択されたデータ（データおよびオブザベーション・ラベル）の最初の行がラベ
ルを格納するなら，このオプションを有効にする．

変数ラベルを匿名化: 変数ラベルを匿名化するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーションがある場合，それを結果に表示するには，この
オプションを有効にする．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルは
XLSTATが自動で生成する (Obs1, Obs2 …)．"変数ラベル"オプションが有効であれば， 選択内

にヘッダを含めなければならない．

オプション: タブ

匿名化の方法: データの匿名化の仕方を3つの方法から選ぶ: 順次，ランダム，マッピング・テ
ーブル．

スペース除去: XLSTATが選択された各セル内の値の前（左をチェック）を削除するか，後（右

をチェック）を削除するには，このオプションを選択する．

欠損値: タブ
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欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値の除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを有効にす
る．

出力: タブ

元データ: 選択されたデータの表を表示するには，このオプションを有効にする．

匿名化データ: 匿名化されたデータの表を表示するには，このオプションを有効にする．

マッピング・テーブル: 選択されたデータと匿名化されたデータの間のマッピング・テーブル
を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

元データ: この表は，選択されたデータのすべてをデータシート内に表示されるのと同様にま
とめたものである．

匿名化されたデータ: この表は，匿名化されたデータのすべてをまとめたものである．それら
は，元データと同じ順序で表示される．"変数ラベルを匿名化"オプションが選ばれた場合，変

数ラベルが匿名化された形式で表される．

マッピング・テーブル: この表は，変換された変数のモダリティを一覧する．左の列に初期の
値が一覧され，右の列に新しい値が一覧される．

事例  

XLSTAT のデータ匿名化モジュールによるデータの匿名化に関するチュートリアルがAddinsoft
のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/data-anonymization-tutorial-in-excel?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/data-anonymization-tutorial-in-excel?language=ja
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欠損値  
XLSTATの他の分析でデータを使用する前に欠損値を処理するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATのほとんどの機能は，欠損値を取り扱うオプションを含む．ただし，わずかのアプロ
ーチだけが利用可能である．このツールは，高度な欠損値処理法を用いてデータセットを補完

または洗浄することを可能にする．

3種類の欠損値がある (Allison, 2001): 完全にランダムに欠損するデータ (MCAR)，ランダムに
欠損するデータ(MAR) および，ランダムには欠損しないデータ (NMAR)．

欠損値を引き起こすイベントが，観察可能な変数と観察不可能なパラメータに独立である場

合，データは完全にランダムに欠損 する(MCAR)．それは全体的にランダムに発生するはずで
ある．データが MCARの場合，そのデータで実行される分析は非バイアス(不偏）である．

欠損値を引き起こすイベントが，特定の変数に関係するけれども，欠損値を持つ変数の値には
関係しない場合，データはランダムに欠損する (MAR)．これは，最もよくあるケースである．

特定の原因でデータが欠損する場合，データはランダムには欠損しない (NMAR) ．これの例

は，アンケートでのフィルタされた質問である（質問が一部の回答者のみを意図していて，他

の回答者は回答していない場合）．

このツールで利用可能な手法は，MCAR とMAR のケースである．

ユーザーのニーズとデータに応じて，異なる手法が利用可能である：

量的データに関しては，XLSTATは以下を可能にする：

欠損値を持つオブザベーションを除去．

平均補完法を使用．

最近傍アプローチを使用．

NIPALS アルゴリズムを使用．

MCMC 多重代入法を使用．
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多変量正規分布に従うデータでEM (Expectation Maximization) アルゴリズムを使用．

質的データに関しては，XLSTATは以下を可能にする：

欠損値を持つオブザベーショを除去．

最頻値補完法を使用．

最近傍アプローチを使用．

任意のテキスト値で欠損値を置換．

NIPALS アルゴリズムを使用．

NIPALSアルゴリズム

NIPALS法は， H. Wold (1973) が提案した手法で，欠損値のあるデータで主成分分析を可能に
する．NIPALSアルゴリズムは，データセット上で適用され，得られたPCAモデルが，欠損値

を予測するために使用される．

多重代入法

XLSTAT は，マルコフ連鎖モンテカルロ (MCMC) アプローチに基づく多重代入アルゴリズムを
提案する．これは， fully conditional specification (Van Buulen, 2007)とも言う．

このアルゴリズムは以下のように動作する：

1. 利用可能なデータから得られる平均と標準誤差と等しい平均と標準誤差での正規分布か
ら欠損値の初期値が標本抽出される．

2. 欠損値のあるデータセットの各変数について，サンプリングとOLS回帰に基づく代入法

が適用される．使用するモデルは，調査する変数を従属変数として，他のすべての変数

を独立変数とする回帰モデルである．異なる分布から抽出されたデータを用いた 撹乱も
使用される．このモデルを用いて，新しい代入値が得られる．

これらの2つのステップは，補完の数に達するまで繰り返される．代入された各欠損値の平均

値が取られる．

EM アルゴリズム

XLSTATで使用されるEMアルゴリズムは，**多変量正規分布**に従うデータに適用されなけれ
ばならない．オブザベーション重みは，この手法では考慮に入れられないことに注意．

EM アルゴリズム (Dempster, Laird, & Rubin, 1977) は，不完全データでの最大尤度推定 (MLE:
maximum likelihood estimation)のテクニックである．EMアルゴリズムの応用の詳細な記述につ
いては，Little and Rubin (2002) and Schafer (1997)の書籍を参照のこと．

EMアルゴリズムは，以下のステップを繰り返して，多変量正規分布パラメータのMLEを見つ
ける繰り返し手順である：

1. ステップ E (Expectation): パラメータのセット (多変量正規分布の平均ベクトルと共分散

行列)が与えられ，ステップ E は，観察されたデータろパラメータ推定に基づいて，完全
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データの期待尤度を計算する．

2. ステップ M (Maximization): 完全データの尤度に基づいて，Step M は，ステップ E で得

られた完全データの尤度を最大化するパラメータ推定値を見付ける．

2つのステップが収束するまで繰り返される．

備考

量的変数と質的変数があって，欠損値を推定することを選んだ場合，2つの表は独立で取り扱

われる．一方，欠損値のある行を削除することを選んだ場合，2つの表は融合され，1つの表で
削除された行は，他の表でも削除される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

量的データ: 欠損値を含む量的データの表を選択するには，この表を有効にする．列ヘッダが
選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認する．
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オブザベーションの除去: 欠損値を含む行を除去するには，このオプションを有効にする．

欠損値の推定: 選択した方法で欠損値を補完するには，このオプションを有効にする（利用可

能な方法の詳細については解説を参照）．

値: 同じ値ですべての欠損値を推定するように選んだ場合は，使用する数値を入れる．

補間の数: MCMC法を選択した場合は，実行する補完の数を入れる．

繰り返し: EMアルゴリズムを選択した場合は，実行の繰り返し数を入れる．

収束: EMアルゴリズムを選択した場合は，望ましい収束水準を入れる．

質的データ: 欠損値を含む質的データの表を選択するには，この表を有効にする．列ヘッダが
選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認する．

オブザベーションの除去: 欠損値を含む行を除去するには，このオプションを有効にする．

欠損値の推定: 選択した方法で欠損値を補完するには，このオプションを有効にする（利用可

能な方法の詳細については解説を参照）．

値: 同じ値ですべての欠損値を推定するように選んだ場合は，使用する数値を入れる．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 最初の行（列モード）または最初の列（行モード）に選択されたデータのラベル
を格納している場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションをっ有

効にする．そして，対応するデータを選択する． "変数ラベル" オプションが有効になっている
場合は，選択内にヘッダを含める必要がある．このオプションが有効になっていない場合は，
XLSTATが自動でオブザベーション・ラベル (Obs1, Obs2 …)を生成する．

重み: 重み付き最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にする．このオプショ
ンを有効にしない場合は，重みは 1 とみなされる．重みは0以上でなければならない．列ヘッ
ダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の補完の前と後の記述統計量を表示するには，このオプションを有

効にする．

欠損値チャート: 欠損値チャートを表示するには，このオプションを有効にする．このチャー
トは欠損値のあるデータセットを赤く色づけして表す．変数ラベルは，列ごとの欠損値のパー
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センテージも含む．

MCAの結果 : 欠損値に関する多重コレスポンデンス分析 (MCA) で得られる主座標の表を表示

するには，このオプションを有効にする．各変数について，モダリティ '0' は，存在するデータ
を表し，モダリティ '1' は欠損値を表す．この結果のマップ・チャートは，下に自動で表示され
る．

結果  

提案されるすべての結果にチェックを入れると，データの各タイプ（量的または質的）で，次

の順序で結果が表示される： - 欠損値のチャート， - 処置の前と後に得られる記述統計の表， -
完全なデータの表，入力された値が太字で表示される， - MCAの表および各変数での欠損値の
マップ・グラフ．

事例  

ENIPALS および EM補完法を実行適用する方法を示す事例がこちらにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excel での NIPALS 法を用いた欠 損 値の補 完 ?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのEMアルゴリズムを用いた欠損値の補完?language=ja

参考文献  
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調査標本のレーキング  
補助的な質的変数を用いて，レーキング重みを計算するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

調査の仕事をしている場合，調査標本をレークすることが必要な場合がある．それは，しばし
ばレーキング重みを見つけることを意味する．調査標本は，ときどき母集団での比率と異なる
比率のセグメントをカバーしていることがある． 基本のアイデアは，母集団と同じ比率を調査

標本に与えるように，オブザベーションに適用するべき重みを発見することである．それをす
るために，我々は，調査標本と母集団の両方で測定された補助変数を用いる必要がある．

XLSTATはレーキング比率法(Deming and Stefan, 1940)を含む，調整重みを計算するための4つ
の手法を提供する．

既知のサイズ の母集団からのサイズ の標本を考えよう．全母集団での分布がわかっている
一定数の補助変数を含めたこの標本に対して調査が行われる，調整法は，標本が母集団に "似
る"ように，繰り返しアルゴリズムで適切な重みを発見することを可能にする．

XLSTATでは4つの手法が利用可能である:

レーキング比率法．

ロジット法: これはレーキング比率法に似ているが，重みの上限と下限が使用される．こ
れらの境界はユーザーが指定する．

線形法．

切り捨て線形法: これは最終重みの境界を持つ線形法である．

重みは， Deville, Särndall および Sautory (1993)が開発した generalized raking procedure（一

般化レーキング手順）というアルゴリズムを用いて計算する．手法間の違いは，最適化する関

数である．

レーキング重みの計算

XLSTAT は，レーキング重みを得るために，4つの手法を提供する．伝統的なレーキング比率も
その1つである．

N n
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を  個のオブザベーションと補助変数(auxiliary)という 個の質的変数を持つ標本だとする．
を  番目の変数の 番目のオブザベーションの値とする． を 番目の変数の母集団におけ

る周辺制御度数(Marginal control totals)とする． をレーキング前の初期重み， を最終重み
とする．

我々は，下記の式を満足させながら に近い重み を探す：

我々は による距離関数 を選ぶ．ここで，この関数は，凸関数でありかつ正で
なければなならない．我々はラグランジュ乗数法 で解ける最適化問題を考える．

問題は下記のとおりである：

ただしラグランジアンは次式に等しい:

すなわち:

ただし:

この問題を解くには，ニュートン法のような数値的方法が使用できる．

F()関数は:

- レーキング比率法では:

- ロジット法では（下限 と上限 を用いて）:
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- 線形法では:

- 切り捨て線形法では:

アルゴリズムは，次の基準を用いて，結果の重みが安定するまで出るまで，繰り返し続けられ
る:

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

レーキングに使用するデータ: 補助的質的変数を選択する．ヘッダが選択されている場合は，
"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

周辺制御度数 (Marginal control totals): レークが行われるすべての変数の周辺制御度数

(Marginal control totals)を選択する．それらは，質的変数のモダリティごとに1行の列で表現さ

 

F (u) =  

U−1+(1−L) exp(Au)
L(U−1)+U(1−L) exp(Au)

A =  (1−L)(U−1)
U−L

F (u) = 1 + u

F (u) = 1 + u ∈ [L;U ]

   −   <
k=1

max
n

∣
∣
∣
∣
∣

d  k

w  

k

(i+1)

d  k

w  

k

(i)

∣
∣
∣
∣
∣
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れる．各列の合計は同じになるはずである． 列は，レークされる変数と同じ順番に選択されて
いなければならない．

形式:

評価値: 周辺制御度数(Marginal control totals)が，全体母集団での実際の値を表している
場合は，このオプションを有効にする．

パーセンテージ: 周辺制御度数(Marginal control totals)が，全体母集団のパーセンテージ
を表している場合は，このオプションを有効にする．このオプションが選択された場

合，**母集団サイズ**を示さなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択されたデータ（データ，副標本，重み）の最初の行にラベルを格納している
場合は，このオプションを有効にする．

初期重み: オブザベーションに初期の重みづけがある場合は，このオプションをチェックす
る．このオプションをチェックしない場合，重みは N/n としてみなされる．重みは 0 より大き
くなければならない．列ヘッダが選択された場合， "標本ラベル"オプションが有効になってい
ることを確認する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択にヘッダを含める必要がある． このオプションが有効になっていない場合，XLSTAT
によってオブザベーション・ラベル(Obs1, Obs2 …)が自動的に生成される．

オプション タブ:

推定方法: 使用したい手法を選択する．ロジットと切り捨て線形については，境界 （下限< 1
および上限 > 1）を与えなければならない．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大数を超えると計算

が停止する．デフォルト値： 50.

収束:１つの繰り返しからもう1つの繰り返しの間の収束基準の変遷の最大値を入力する．
それに達したとき，アルゴリズムが収束したとみなされることを意味する．デフォルト
値: 0.00001．
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欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を含むオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 変数の最頻値を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする.

出力 タブ:

記述統計量: レーキングの前と後での標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有

効にする．

出力にデータを表示: 最終の重み表に初期補助変数を表示させるには，このオプションを有効

にする．

重み比: 最終の重み表に各オブザベーションの重み比を表示させるには，このオプションを有

効にする．

組み合わせの一覧: カテゴリのすべての組み合わせの一覧と，それらに関連づけられた度数お
よび重み比を表に表示させるには，このオプションを有効にする．

繰り返しの詳細: アルゴリズムの各繰り返しの詳細（ラグランジュ乗数と停止基準）を表に表

示させるには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計（レーキング前）: この表は，補助変数の各モダリティについて，度数および標本中

のパーセンテージ，周辺制御度数(Marginal control totals)を用いた母集団中のパーセンテージを
表示する．

M終重み: この表は，レークされた最終の重みを表示する．対応するオプションが選択されて
いると，初期のデータと重みも表示される．

要約統計（レーキング後）: この表は，補助変数の各モダリティについて，度数と最終重みを
用いた標本中のパーセンテージと，周辺制御度数(Marginal control totals)を用いた母集団中のパ
ーセンテージを表示する．

組み合わせの一覧: この表は，補助変数のカテゴリのすべての組み合わせを度数と重み比で表

示する．

繰り返しの詳細: この表は，各繰り返しの詳細をラグランジュ乗数と停止基準で表示する．

事例  

標本がどのようにレークされるかを示す事例が， Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの調査データのレーキング-チュートリアル?language=ja

参考文献  

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Deming W.E. and Stephan F.F. ( 1940). On a least squares adjustment of a sampled frequency
table when the expected marginal totals are known. Annals of Mathematicals Statistics, 11, 427-
444.

Deville, J.-C., Särndal, C.-E. and Sautory, O. (199 3). Generalized raking procedures in
survey sampling. Journal of the American Statistical Association, vol. 88, no. 418, 376-382.
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分割表の作成  
2つ以上の質的変数から分割表（クロス表）を作成するには，このツールを使用する．カイ2乗
検定を オプションで実行できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

分割表は，2つのカテゴリカル変数V1 と V2A の間の関係性（または対応）を要約するのに効率

的である．それは下記の構造を持つ．

 \ カテゴリ 1 … カテゴリ … カテゴリ 

カテゴリ 1  …

… … … … … …

カテゴリ … …

… … … … … …

カテゴリ … …

ここで  は，変数 の特徴 と変数 の特徴 の両方を示すオブザベーションの度

数である．

2つの質的変数 と から分割表を作成する最初の変換は，2つの質的変数 と を分離表

と または指示（またはダミー）変数として再コードする．ある変数の各カテゴリについて1
つの列が，それぞれの分離表の中にある．変数 のカテゴリ がオブザベーションiに発生する
たびに， の値が1に設定される（変数 にも同じルールが適用される）． と の
その他の値は0になる．2つの変数の分割表は，表 である（ここで ‘ は行列転置を示

す）．

カイ2乗距離は，2つのカテゴリの間の距離を測るために提案されました．ピアソンのカイ2乗
統計量，カイ2乗距離の合計は，行と列の間の独立を検定するために用いられる． それは漸近

的に 自由度を持つカイ2乗距離を持つ．

V  1 V  2 j m  2

n(1, 1) n(1, j) n(1,m  )2

i n(i, 1) n(i, j) n(i,m  )2

m  1 n(m  , 1)1 n(m  , j)1 n(m  ,m  )1 2

n(i, j) = n  ij V  1 i V  2 j

V  1 V  2 V  1 V  2 Z  1

Z  2

V  1 c

Z  (i, c)1 V  2 Z  1 Z  2

Z  Z  1
′

2

(m  −1 1)(m  −2 1)
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イナーシャは，物理学からヒントを得た測度で，それは分割表を深く分析するために用いる手

法であるコレスポンデンス分析（対応分析）でよく使用される．ポイントの集合のイナーシャ
は， 質量中心への2乗距離の重みつき平均である．分割表の特定のケースでは，ポイントの集

合（1つのポイントが1つのカテゴリに対応）の合計イナーシャを次式で表せます：

ここで は，分割表中の度数の合計である．イナーシャは，分割表で計算されたピアソンのカ
イ2乗統計量に比例することがわかります．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

行変数: 分割表の行を構築するために用いる変数に対応するデータを選択する．

列変数: 分割表の列を構築するために用いる変数に対応するデータを選択する．

グループごと分析: XLSTATが各グループに関する分析を別々に実行するようにしたい場合は，
このオプションを有効にして，各オブザベーションがどのグループに属するかを記述するデー
タを選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ϕ =2
 =

n

χ2

   ,  with n  =
i=1

∑
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∑
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n2
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（行変数と列変数，重み）の最初の行がヘッダを含む場合は，このオ
プションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは 0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

カテゴリをアルファベット順に並べ替える: すべての変数のカテゴリをアルファベット順に並

べ替えるには，このオプションを有効にする．

変数-カテゴリ・ラベル: 変数名とカテゴリの名前の両方を用いて分割表のラベルを作成するに
は，このオプションを有効にする．このオプションが有効になっていな場合，ラベルはカテゴ
リのみに基づいている．

カイ2乗検定: 行と列の間の独立のカイ2乗検定の統計量と解釈を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

欠損値 タブ:

**欠損値を採用しない*::欠損値を検出するとXLSTAT が計算をやめるようにするには，このオ
プションを有効にする．

オブザベーションの除去:

ペアワイズ削除: 計算に関与する変数が欠損値を持つときのみ欠損値を持つオブザベーシ
ョンを除去するには，このオプションを有効にする．

すべてのYで: 欠損値を持つすべてのオブザベーションを除去するには，このオプション
を選ぶ．

欠損値を新しいカテゴリに分類する: 欠損値を対応する変数の新しいカテゴリに分類するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

組み合わせの一覧: 分割表を作成するための2つの変数の間の可能なすべての組み合わせと対応

する度数を一覧する表を表示するには，このオプションを有効にする．

分割表: 分割表を表示するには，このオプションを有効にする．
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セルごとのイナーシャ: 分割表の各セルのイナーシャを表示するには，このオプションを有効

にする．

セルごとのカイ2乗: 分割表の各セルのカイ2乗への寄与度を表示するには，このオプションを
有効にする．

セルごとの有意度: 各セルについて，実測値が理論値と等しい(=)か，またはより低い(<)か，よ
り高い(>)か，を示す表を表示し，さらに理論値と有意に異なるかどうかを決定するための検定

（完全な表と同じ合計度数と，目的のセルについて同じ周辺度数を持つ2x2分割表でのFisherの
正確検定）を実行するには，このオプションを有効にする．

観察度数: 観察された度数の表を表示するには，このオプションを有効にする．この表は，総

計も表示されていることを除いては，分割表とほぼ同一である．

理論度数: 分割表の周辺度数を用いて計算された理論的な度数を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 行: 分割表の値を各行の周辺度数で割って計算された比率またはパ
ーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 列: 分割表の値を各列の周辺度数で割って計算された比率またはパ
ーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 総計: 分割表の値を分割表のすべてのセルの合計で割って計算され
た比率またはパーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

全グループ要約: すべての分割表の要約を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

2元分割表の3D表示: 分割表に対応する3D棒グラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

分割表: 分割表チャートを表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 行: 比率またはパーセンテージ / 行 タブに関係すsるチャートを表

示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 列: 比率またはパーセンテージ / 列 タブに関係するチャートを表

示するには，このオプションを有効にする．

全グループ要約: 要約表の各グループに関連づけられたチャートを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

チャート・オプション:

チャート・タイプ

グループ分け: モダリティごとにグループ分けされたバーでグラフを表示するに
は，このオプションを選ぶ．

積み上げバー: 積み上げバーでグラフを表示するには，このオプションを選ぶ．こ
れらのチャートは，副標本の度数を全標本のそれと比較するために用いられる．
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棒グラフ

度数: 各バーに対応する度数を表示するには，このオプションを選ぶ．

パーセンテージ: 各バーに対応する集団の%を表示するには，このオプションを選

ぶ．

事例  

分割表の作成方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのクロス表または分割表の作成?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E8%A1%A8%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%88%86%E5%89%B2%E8%A1%A8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90?language=ja
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完全分離表（ダミー変数）  
1つまたは複数の質的変数から完全分離表（ダミー変数）を作成するには，このツールを使用

する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

解説  

分離表は，n 個のオブザベーションよ q個の質的変数で定義された表を，n 個のオブザベーショ
ンと p 個のインジケータで定義される表へのドリルダウンである．ここで p は，q 個の変数の
カテゴリの数の合計である：各変数 Q(j) が，q(j) 個の列を持つ副表にブレークダウンされる．
ここで列k は，k番目のカテゴリに対応するオブザベーションに対し1を，その他のオブザベー
ションに対して 0 を格納する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: デ

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

**変数ラベル*:: 選択されたデータの最初の行がラベルを含む場合，このオプションをチェック
する．

**オブザベーション・ラベル*:: 利用可能な行ラベルを使用したい場合は，このオプションを有

効にする．このオプションをチェックしない場合，行ラベルが自動的に作成される (Obs1,
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Obs2, ...)．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確

認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

レポート見出しの表示:（ワークシートまたはワークブックに出力した状況で）レポート・ヘッ
ダの後ではなく，Excel ワークシートの最初の行から完全分離表を開始した場合は，このオプ
ションを有効にする．

事例  

入力表:

Q1 Q2

Obs1 A C

Obs2 B D

Obs3 B E

Obs4 A D

完全分離表:

Q1-1 Q1-B Q2-C Q2-D Q2-E

Obs1 1 0 1 0 0

Obs2 0 1 0 1 0

Obs3 0 1 0 0 1

Obs4 1 0 0 1 0
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離散化  
数値変数を離散化するには，このツールを使用する．複数の離散化手法が利用できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

数値変数の離散化は順序変数への変換を意味する．このプロセスは，マーケティングでよく使

用され，しばしばセグメンテーションと呼ばれる．

XLSTAT は，多かれ少なかれ自動的な複数の離散化手法が利用できる．生成するクラス（区

間，またはセグメント）の数は，ユーザーによって（たとえば，等間隔で）か，手法それ自身

（たとえば，2つのクラスが生成される80-20オプション）によって固定される．

Fisherのクラス分類アルゴリズムは，1000件を越えるサイズのデータ集合では，とても遅いか
もしれない．この手法は，アルゴリズムが類似のクラスを自動的に融合することができるの
で，ユーザーが必要とするクラスの数以下のクラスを生成する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/変数 表: P 個のディスクリプタで説明されるN 個のオブジェクトからなる表

を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを
確認する．

手法: 離散化手法を選択する：

一定幅: 同じ範囲幅を持つクラスを作成するには，この手法を選ぶ．そして，範囲の値を
入力する．最初の区間の下限に対応する“最小” をオプションで指定することができる．
この値は，その系列の最小値以下でなければならない．最小が指定されない場合は，系

列の最小値がその下限に設定される．

区間: 同じ範囲幅を持つ任意の区間数を作成するには，この手法を使用する，そして，区

間の数を入力する．区間の範囲は，系列の最大値と最小値の間の距離から決定される．
最初の区間の下限に対応する“最小” をオプションで指定することができる．この値は，
その系列の最小値以下でなければならない．最小が指定されない場合は，系列の最小値

がその下限に設定される．

等頻度: すべてのクラスができるだけ同じ数のオブザベーションになるようにするには，
この手法を選ぶ．そして，生成する区間（またはクラス）の数を入力する．

自動 (Fisher): Fisherのアルゴリズムを用いてクラスを作成するには，この手法を使用す
る．データ集合のサイズが1000を越える場合，計算がとても遅くなる可能性がある．生

成する区間（またはクラス）の数を入力する必要がある．ただし，この手法は，アルゴ
リズムが類似のクラスを自動的に融合できるので，ユーザーが要求するクラス数以下の
数のクラスを生成する．

自動 (k-means): k-means アルゴリズムを用いてクラス（または区間）を作成するには，
この手法を用います．そして，区間（またはクラス）の数を入力する．

区間 (ユーザー定義): 最初の区間の下限とすべての区間の上限を昇順で格納する列を選択

するには，このオプションを選ぶ．

80-20: 最初のクラスが系列の最初の 80% を含み，2番目が残りの20%を含む2つのクラス
を作成するには，この手法を使用する．

20-80: 最初のクラスが系列の最初の 20% を含み，2番目が残りの80%を含む2つのクラス
を作成するには，この手法を使用する．

80-15-5 (ABC): データが昇順に並べられ，最初のクラスが系列の最初の 80% を含み，2
番目が15%を，そして3番目が残りの5%を含む3つのクラスを作成するには，この手法を
使用する．この手法は，しばしば“ABC分類”と呼ばれる．

5-15-80: データが昇順に並べられ，最初のクラスが系列の最初の5% を含み，2番目が
15%を，そして3番目が残りの80%を含む3つのクラスを作成するには，この手法を使用
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する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: 使用可能な行ラベルを使用したい場合は，このオプションをチェ
ックする．このオプションをチェックしない場合，行ラベルは自動的に作成される(Obs1,
Obs2, など)．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを
確認する．

レポート見出しの表示: レポート・ヘッダを表示したくない場合は，このオプションを非有効

にする．

オプション タブ:

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする．このオ
プションをチェックしない場合，重みは1とみなされる．重みは 0以上でなければならない．
列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

重みを標準化: このオプションをチェックすると，重みの合計がオブザベーションの数に
等しくなるように重みを標準化する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を続けないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去:

対応する標本について: 欠損値を持つ変数についてのみ，欠損値を持つオブザベーション
を無視するには，このオプションを有効にする．

すべての標本について: 選択されたすべての変数について，欠損値を持つオブザベーショ
ンを無視するには，このオプションを有効にする．

欠損値の推定: 変数の平均を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．
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セントロイド（重心）: クラスのセントロイドの表を表示するには，このオプションを有効に
する．

中心オブジェクト: 各クラスのセントロイドに最も近いオブジェクトの座標を表示するにはこ
のオブジェクトを有効にする．

クラスごとの結果: クラスのそれぞれについて統計量とオブジェクトを与える表を表示するに
は，このオプションを有効にする．

オブジェクトごとの結果: 各オブジェクトが最初のオブジェクト順にクラスに割り当てられる
表を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

については，密度関数が表示される．

バー: 各区間のバーでヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

連続性: 連続性のヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

累積ヒストグラム: 標本の累積ヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．

ヒストグラムに基づく: ヒストグラムと同じ区間定義で累積ヒストグラムを表示するに
は，このオプションを選ぶ．

観察された（経験的）累積分布: 標本の経験累積分布に実際に対応する累積ヒストグラム
を表示するには，このオプションを有効にする．

ヒストグラムの縦座標: ヒストグラムに使用する量を選ぶ：密度，度数，相対度数．

結果  

要約統計: 選択された変数について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平

均値，および標準偏差を表示するには，このオプションを有効にする．

ヒストグラムと対応する経験的累積分布関数: 対応するオプションが有効な場合，表示され
る．そして，区間の統計量が表示される．

クラス重心: この表は，さまざまな説明のためにクラスのセントロイドを表示する．

クラス重心間の距離: この表は，さまざまな説明のためにクラスのセントロイド間のユークリ
ッド距離を示す．

中心オブジェクト: この表は，各クラスのセントロイドに最も近いオブジェクトの座標を示

す．

中心オブジェクト間の距離: この表は，さまざまな説明のためにクラスの中心オブジェクト間

のユークリッド距離を示す．
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クラスごとの結果: 表の最初の部分にクラスの記述統計量（オブジェクト数，重みの合計，ク
ラス内分散，セントロイドへの最小距離，セントロイドへの最大距離，セントロイドへの平均

距離）を表示する．第2の部分は，オブジェクトを示す．

オブジェクトごとの結果: この表は，各オブジェクトのクラス割り当てを最初のオブジェクト
順で示す．

事例  

データ離散化の方法を示す事例がAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの連続変数の離散化?language=ja

参考文献  

Arabie P., Hubert L.J. and De Soete G. (1996). Clustering and Classification. Wold Scientific,
Singapore.

Everitt B.S., Landau S. and Leese M. (2001). Cluster Analysis (4th edition). Arnold, London.

Fisher W.D. (1958). On grouping for maximum homogeneity. Journal of the American Statistical
Association, 53, 789-798.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%AE%E9%9B%A2%E6%95%A3%E5%8C%96?language=ja
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データ・マネジメント  
データの表を管理するために，このツールを使用する．このツールでは4つの機能が含まれる:
重複削除，グルーピング，結合（内側，外側），フィルタリング（保持，除去），スタッキン
グ（およびアンスタッキング）．これらの機能は，データベースでは普通のものだが，Excelに
は含まれていない．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

解説  

重複削除

表の重複削除がときどき必要になる．異なるソースからデータが集められた場合，あるいは入

力エラーによって，いくつかのオブザベーションが 間違って重複して（または繰り返して）い
るかもしれない．

グルーピング

グルーピングは，データを集計したい場合に便利である．たとえば，すべての販売記録（顧客

idの1列と販売量の1列）を含む表があって，顧客ごとに1レコードになるように変換したいと考

えてください．XLSTATは，データを集計して，要約表を一瞬で得ることを可能にする．合計

は，利用可能な可能性の1つにすぎない．

結合

結合は，データベース管理では一般的なタスクである． これは”キー”という共通の情報を基盤

にして“水平的”に表を融合することができる．たとえば， 150 箇所でくつかの化学的指標を測

定したと考えてみてください．すると，データが収集された場所の地理的情報を追加したいと
思うであろう． 地理的な表は，目的の150箇所を含む1000箇所の情報を格納する．2つの表を
手作業で融合する退屈な作業を避けるために，結合（join）は，収集されたデータと地理的情

報の両方を含む融合された表を一瞬で得ることを可能にする．

2種類の結合を区別する：

内側結合（Inner joins）: 融合された表は，両方の入力表に共通なキーのみを含む．

外側結合（Outer joins）: 融合された表は，1番目の入力表，2番目の入力表，または両方

の入力表で利用可能なすべてのキーを含む．

フィルタリング (保持/除去)

このツールは，任意の表を選択して，任意の列中の値について，ユーザー定義リスト中に含ま
れる値にマッチする行を含めたり（保持）除外したり（除去）する新しい表を作成することが
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できる．

スタック / アンスタック

このツールは，グループごとに1列で構成された表を，2列の表（変数の値で1列と関連づけら
れたグループで1列）に変換できる．逆の操作（アンスタック）も可能である．それは，列で
構成されたデータをANOVAモデルの入力としてよ簡単に使用できるデータセットに変換するの
に便利である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

データ: 選択された手法が “重複削除” または “グループ”の場合，このフィールドが表示され
る．重複削除または集計を行いたい表に対応するデータを選択する．

オブザベーション・ラベル: このフィールドは， “重複削除” 手法に対してのみ表示される．オ
ブザベーション・ラベルが利用可能な列（列モード）または行（行モード）を選択する．この
オプションをチェックしない場合，ラベルは自動的に作成される（Obs1, Obs2, など），列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

表 1: データ・マネジメント手法が “結合”である場合，このフィールドが表示される．結合手順

で使用する1番目の入力データに対応するデータを選択する．
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表 2: データ・マネジメント手法が “結合”である場合，このフィールドが表示される．結合手順

で使用する2番目の入力データに対応するデータを選択する．

タイプの推測: このオプションは，“グループ” 手法に対してのみ表示される．選択された表の
変数のタイプをXLSTATが推測するようにしたい場合は，このオプションを有効にする． この
オプションを非チェックにすると， XLSTAT は，ユーザーが変数のタイプを確認または修正す
るのを待機する．

手法: データ・マネジメント手法を選択する：

重複削除

グループ

結合（内側）

結合（外側）

フィルタ（保持）

フィルタ（除去）

スタック

アンスタック

演算:このオプションは，手法が"グループ"の場合のみ利用可能．データの集計に適用する演算

を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（データとオブザベーション・アベル）の最初の行にラベルが
格納されている場合は，このオプションを選択する．

レポート・ヘッダを表示: レポート・ヘッダを表示したくない場合は，このオプションを無効

にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションが有効なら， 選択内に
ヘッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルが
XLSTATによって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．
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出力 タブ:

選択された手法が“重複削除” または “グループ”の場合のみ，このタブが表示される．

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

選択された手法が “重複削除”の場合のみ，以下のオプションが表示される：

重複削除された表: 重複削除された表を表示するには，このオプションを有効にする．

度数: 重複削除された表の最後の列に，入力データ中の各オブザベーションの度数を表示

するには，このオプションを有効にする（1 は繰り返しのないオブザベーション， 2 以
上の値は重複削除されたオブザベーションに対応する）．

重複: 重複削除された表を得るために元の表から消去された重複を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

欠損値 タブ:

選択された手法 “グループ”の場合のみ，このタブが表示される．

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算を継続しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを消去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．
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テキスト・データのクリーニング  
文字の左側/右側のスペースを除去したり，スペースの繰り返しを修正または文字列を置き換え
るには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

結果

ダイアログ・ボックス  

一般 タブ:

データ: ワークシート上，リスト内またはファイルからデータを選択する．

スペース除去: テキスト・データからスペースを除去するには．このオプションを有効にす
る．

左: 文字列の始めにあるスペースを除去するにはこのオプションを有効にする．

右: 文字列の終りにあるスペースを除去するには，このオプションを有効にする．

\ を含む: インターネットからインポートされたテキストの典型である'\ ' 文字 (ASCII 160)
を除去するには，このオプションを有効にする．

ワード間スペース: 2つのワードの間のスペースの最大数を定義するには，このオプションを有

効にする．

置換: テキストを他のそれに置き換えるには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択されたデータの最初の行がラベルを含むなら，このオプションをチェックす
る．

レポート見出しを表示: レポート見出しを表示したくない場合は，このオプションを無効にす
る．

結果  
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結果が要求された場所に表示される．表は，選ばれた方法によって処理された文字列が格納さ
れる．
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コーディング  
元の値と対応する新しいコードを格納するコーディング表を用いて，表を新しい表にコードま
たは再コードするには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

事例

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

コーディング表: 最初の列に初期の値，2番目の列に値を置き換えるコードを格納する2列の表

を選択する．ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確

認する．

列ラベル: 選択されたデータ（データおよびコーディングの表）の最初の行にラベルが格納さ
れている場合，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

レポート見出しの表示: （ワークシートまたはワークブックに出力した状況で，）レポート・
ヘッダの後ではなく，Excelワークシートの最初の行から，結果の表を開始させたい場合は，こ
のオプションを非有効にする．
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事例  

データを再コード化する方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのデータのコード化および再コード化?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8C%96%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%86%8D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8C%96?language=ja
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有/無のコーディング  
リスト（または属性）の表をリストのそれぞれのさまざまな要素の度数を示す有/無の表に変換

するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

たとえば，オブジェクトのp 個のリストに対応するp 列を含む表を，p 行とq 列からなる表に変

換するために，このツールを使用する．ここで，q は，p 個のリストに含まれるオブジェクト
の種類の数で，表の各セルは，オブジェクトが存在する場合は1，存在しない場合は0になる．

たとえば，エコロジーで，p回の計測が1列のデータになっていて，各計測にはさまざまな種が
入っているような場合，各計測に対して，種のそれぞれの存在または非存在を示す2元分割表

が得られる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．

列ラベル: 選択されたデータの最初の行にラベルを含む場合，このオプションを有効にする．

有無の表記:

行: 各行がリストに対応する場合，このオプションを選ぶ．
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列: 各列がリストに対応する場合，このオプションを選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

レポート見出しの表示: （ワークシートまたはワークブックに出力した状況で，）レポート・
ヘッダの後ではなく，Excelワークシートの最初の行から，結果の表を開始させたい場合は，こ
のオプションを非有効にする．

事例  

入力表:

リスト 1 リスト 2

E1 E1 E2 E1 E3 E3 E1 E4

有/無 表:

E1 E2 E3 E4

List 1 1 1 1 0

List 2 1 0 1 1
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順位によるコーディング  
n 個のオブザベーションとp個の量的変数を持つ表を変数ごとに決定されているランク(順位)を
格納する表に再コードするには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

このツールは， n 個のオブザベーションとp個の変数を持つ表を順位（ランク）を格納する表

に再コードするために使用する．順位は変数ごとに決定されている．順位でのコーディング
は，順序関係のみに意味があり，値そのものには意味がない場合，連続的な量的変数の表を離

散的な変数に変換することを可能にする．

同値を考慮するために2つの戦略がある： 平均順位を割り当てるか，同値の最低順位を割り当

てるか．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．

変数ラベル: 選択されたデータの最初の行がラベルを含む場合，このオプションをチェックす
る．
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オブザベーション・ラベル: 利用可能な行ラベルを使用したい場合，このオプションをチェッ
クする．このオプションをチェックしない場合，行ラベルは自動的に作成される（Obs1,
Obs2, など）．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていること
を確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

同値の取り扱い: 同値の存在を考慮に入れて，結果として同値の順位を適合させるには，この
オプションを有効にする．]

平均順位: 同値の順位を順位の平均に置き換えるには，このオプションを選ぶ．

*** 最小**: 同値の順位をそれらの順位の最低に置き換えるには，このオプションを選ぶ．

レポート見出しの表示:（ワークシートまたはワークブックに出力された状態で）標本された表

をレポート・ヘッダの後ではなく，Excel ワークシートの最初の行から開始したい場合は，こ
のオプションを非有効にする．

事例  

元の表:

V1 V2

Obs1 1.2 12

Obs2 1.6 11

Obs3 1.2 10

Obs4 1.4 10.5

再コード表（同値に平均順位を使用）:

R1 R2

Obs1 1.5 4

Obs2 4 3

Obs3 1.5 1

Obs4 3 2

再コード表（同値に最低順位を使用）:
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R1 R2

Obs1 1 4

Obs2 4 3

Obs3 1 1

Obs4 3 2
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データ・ファイルのインポート  
テキスト・ファイルからコンピュータのメモリにデータをロードするには，このツールを使用

する．この方法は， Excelワークシートの制限を超えるデータを使用するときに大きな利点が
ある．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

解説  

ときどき，テキスト・ファイルにストアされたデータで作業をする必要がある．ボリューム制

限によりExcelにデータをインポートできないことが起こります．この目的を達成するために，
XLSTAT はコンピュータのメモリにデータをロードできる（現在，このツールは1つの機能での
み利用可能である．データ・マネジメント)を参照．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ読み込みからファイル・エンコーディングまでのオプション
を含む2つのタブに分割されている．下記は，ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明

である．

: ファイルの最初の10列のプレビューを表示するには，このボタンをクリックす
る．

: ファイルを読み込むのに使用するパラメータを保存するには，このボタンをクリッ
クする．

: パラメータを保存せずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリッ
クする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

ファイル・パス: このフィールドは，データ・ファイルがストアされたパスを定義する．

形式: ファイル・フォーマットを選択する:

CSV ファイル: これは，*.csv 拡張子で書かれたすべてのデータ・ファイルを含む．

テキスト・ファイル: これは， *.txt 拡張子で書かれたすべてのデータ・ファイルを含む．

すべてのファイル: これはすべての拡張子で書かれたすべてのデータ・ファイルを含む．

区切り文字: このフィールドは，ファイル内の各列を区切るのに使用する文字を定義する．
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数値セパレータ: このフィールドは，数値に使用されるセパレータを定義する．

エンコーディング: エンコードのタイプを選ぶ:

UTF-8: このエンコーディングは， 8 ビット・バイトで書かれた文字を示唆する．この機

能は， UTF-8 エンコーディングがBOM (Byte Order Mark) を使用しているかどうかを確

認して，必要ならそれを除去する．

UTF-16: このエンコーディングは，16ビット・バイトで書かれた文字を示唆する．この
機能は，BOM (Byte Order Mark) を読んで，big-endian (BE) または little- endian (LE) 順
序（桁の大きい方からまたは小さい方から格納）であるかを定義する．デフォルトで
は，BOM が存在しないなら，エンコーディングはlittle-endian order (LE)として定義され
ている．

テキスト修飾子: このフィールドは，テキスト修飾子を定義する．データ・ファイルは，スペ
ースで区切られた2語で構成された要素など，複雑な要素を含むことができる．たとえば，区

切り文字として SPACE を選択して，列タイトルが "Word list"．テキスト修飾子 ' " ' が定義さ
れているなら，引用符で囲まれた"Word list" は，単一の要素としてみなされる．

変数ラベル: 選択されたデータ（データとオブザベーション・ラベル）の最初の行がラベルを
含むなら，このオプションをチェックする．

オブザベーション・ラベル: 選択されたデータの最初の列がオブザベーション・ラベルを含む
なら，このオプションをチェックする．

オプション タブ:

インポート開始行: このフィールドは，XLSTATがファイルの読み込みを開始する行を定義す
る．たとえば，データの最初の N 行を含まないように選ぶことができる．

コメント修飾子: このフィールドは、コメントに使用する文字を定義する． この文字の右側の
すべての要素が無視される．したがって，データ・ファイルは，データの読み込みでこれらを
考慮せずに，コメントを含むことができる．たとえば，一部の MAC ユーザーには，作成日，

作成者名などを指定するために，データに' # ' 文字を含むヘッダを追加する習慣がある．

形式を検出: **ファイル・パス**が与えられるたびに，自動でパラメータを記入するには，この
オプションをチェックする．

ボタン プレビュー :

このボタンは，プレビュー・ウィンドウを表示するために使用される．このウィンドウには，
一般タブのすべてのフィールドと，プレビューに表示される行数を定義できる表示する行フィ
ールドがある．プレビュー・パラメータを変更しながら，プレビューをダイナミックにするこ

とが可能である．これらのパラメータを検証するには，  ボタンをクリックする．
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データ記述  
記述統計量と単変量プロット  
量的変数または質的変数の集合について，記述統計量を計算して単変量プロット（箱ひげ図，

散布図など）を表示するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

参考文献

解説  

判別分析や重回帰分析などの高度な分析を使用する前に，まずトレンド（傾向）の識別や異常

（例外）の発見するか，あるいは単にデータ標本の最小，最大，平均などの本質的な情報を得

るためにデータを明らかにしなければならない．

XLSTATは，あなたのデータの有用で意義深いプレビューを与える たくさんの記述統計量やチ
ャートを提供する．

同時に複数の変数（または標本）を選択できるが， XLSTATは，すべての記述統計量を各標本

独立で計算する．

量的データの記述統計量:

それぞれの重みが{ }のN個の量的データ{ }からなる標本を考え
る．

オブザベーションの数: 選択された標本中の値の数 N ．

欠損値の数: 標本中の欠損値の数が分析される．その後の統計的計算で，欠損値として識

別された値は無視される．我々は非欠損値の数として**n**を定義し，それぞれの重みが
**{ }である非欠損値の副標本として{ }** を定義する．

重みの合計 *: 重みの合計 W．すべての重みが1 のとき，または重みが"標準化"されてい
るとき，W=nとなる．

M小: 分析される系列の最小値．

M大: 分析される系列の最大値．

W  ,W  , …W  1 2 N y  , y  , … y  1 2 N

w  ,w  , …w  1 2 n x  ,x  , …x  1 2 n
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M小度数 *: 系列の最小値の度数．

M大度数 *: 系列の最大値の度数．

範囲: 範囲は，系列の最小値と最大値の間の差．

第1・四分位 *: 第1・四分位**Q1**は，値の25% がそれより小さい値として定義される．

中央値 *: 中央値**Q2**は，値の 50% がそれより小さい値．

第3・四分位 *: 第3・四分位**Q3**は，値の75% がそれより小さい値．

合計 *: 値の重みつき合計は，次式で定義される：

平均 *: 標本の平均値は次式で定義される:

分散(n) *: 標本の分散は次式で定義されるy:

注意 1: すべての重みが 1 のとき，分散は平均までの2乗距離の合計を nで割ったものなので，
この名前で呼ばれる．

注意 2: 分散 (n) は，標本が全体母集団の良い代表であると仮定した分散の偏りのある推定量で
ある．一方，分散 (n-1) は，サンプリングに関する近似を考慮に入れて計算されている．

分散(n-1) *: 標本の推定分散は，次式で定義される:

注意 1: すべての重みが 1 のとき，分散は平均までの2乗距離の合計を n-1で割ったものなの
で， この名前で呼ばれる．

注意 2: 分散 (n) は，標本が全体母集団の良い代表であると仮定した分散の偏りのある推定量で
ある．一方，分散 (n-1) は，サンプリングに関する近似を考慮に入れて計算されている．

標準偏差(n) *: 標本の標準偏差は で定義される． T

標準偏差(n-1) *: 標本の標準偏差は で定義される．

変動係数 *: この係数は，標本の平均が非ゼロである場合のみ計算される．これは次式で
定義される:

S =  w  x  

i=1

∑
n

i i

 =μ̂ S/W

s  =n
2

 

W

 w  (x  −  )∑i=1
n

i i μ̂ 2

s  =n−1
2

 

W − W/n
 w  (x  −  )∑

i=1
n

i i μ̂ 2

s  =n  s  n
2

s  =n−1  s  n−1
2
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この係数は，平均と比較した標本のバラツキを測定する．これは，尺度や平均が大きく異なる
標本のバラツキを比較するのに使用される．

歪度 (Pearson) *: ピアソンの歪度は，次式で定義される：

この係数は，標本の分布の形の指示を与える．もしこの値が負（または正）であれば，分布は
平均の左側（または右側）に集中している．

歪度 (Fisher) *: Fisherの歪度は，次式で定義される：

前のものとは異なり，この係数は，データが正規分布しているという仮定に基づいていない．
この係数は，標本の分布の形に指示を与える．値が負（または正）であれば，分布は平均の左

側（または右側）に集中している．

歪度 (Bowley) *: Bowleyの歪度は，次式で定義される：

尖度 (Pearson または過剰): Fisher 尖度係数は次式で定義される:

しばしば excess kurtosis（過剰尖度）と呼ばれるこの係数は，標本の分布の指標を与える．
値が負（または正）の場合，標本の分布のピークが正規分布よりも平たく（または鋭く）な
る．

尖度 (母集団) *: 母集団の不偏尖度係数（unbiased kurtosis coefficient）は次式で定義され
る:

前のものとは異なり，この係数は，データが正規分布しているという仮定に基づいていない．
しばしば excess kurtosis（過剰尖度）と呼ばれるこの係数は，標本の分布の指標を与える．
値が負（または正）の場合，標本の分布のピークが正規分布よりも平たく（または鋭く）な
る．

平均の標準誤差 *: この統計量は次式で定義される：

CV =  

 μ̂

s  n

g  =1  with   =
s  n−1

3

μ  3̂
μ  3̂  

W

 w  (x  −  )∑i=1
n

i i μ̂ 3

G  =1 g   1
W − 2W/n

 W (W − W/n)

A(B) =  

Q  − Q  3 1

Q  − 2Q  + Q  1 2 3

g  =2  −
s  n−1

4
 μ  4̂ 3 with   =μ  4̂  

W

 w  (x  −  )∑
i=1
n

i i μ̂ 4

G  =2  ((W +
(W − 2W/n)(W − 3W/n)

(W − W/n)
W/n)g2 + 6)
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平均の下限 (x% または有意水準 =1-x/100 ) *: の統計量は，平均のx% での信頼区間の
下限に対応する．この統計量は，次式で定義される：

平均の上限n (x% または有意水準 =1-x/100) *: この統計量は，平均のx% での信頼区間

の上限に対応する．この統計量は，次式で定義される：

分散の標準誤差 *: この統計量は次式で定義される:

平均の下限 (x% または有意水準 =1-x/100) *: この統計量は，分散のx% での信頼区間の
下限に対応する．この統計量は，次式で定義される：

平均の上限 (x% または有意水準 =1-x/100) *: この統計量は，分散のx% での信頼区間の
上限に対応する．この統計量は，次式で定義される：

標準誤差 (歪度 (Fisher)) *: フィッシャーの歪度の標準誤差は，次式で定義される：

標準誤差 (尖度 (Fisher)) *: フィッシャ－の尖度の標準誤差は，次式で定義される：

平均絶対偏差 *: この係数は，標準偏差または分散について，標本のバラツキ（または変

動）を測定する．これは次式で定義される:

中央絶対偏差: この統計量は，中央値への絶対偏差の中央値である．

s  =μ  

 n − 1
s  n

α

L  =μ  −μ̂ s  ∣t  ∣μ (a/2)

α

U =μ  +μ̂ s  ∣t  ∣μ (α/2)

s  =s2 s   n−1
2

 

W − 1
2

α

L  =s2 s  /χ  σ (1−α/2)

α

U  =s2 s  /χ  σ (α/2)

se(G  ) =1   

(W − 2)(W + 1)(W + 3)
6W (W − 1)

se(G  ) =2 2se(G1)   

(W − 3)(W + 5)
(W − 1)2

e(μ) =  

W

 w  ∣x  − μ∣∑
i=1
n

i i
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幾何平均: この統計量は，すべての値が厳密に正である場合のみ計算される．これは次式

で定義される：

すべての重みが 1に等しい場合，次式となる：

幾何標準偏差: この統計量は，次式で定義される：

調和平均: この統計量は，次式で定義される：

(*) アスタリスクが付いている統計量は，オブザベーションの重みを考慮に入れる．

質的データの記述統計量:

N 個の質的変数からなる標本については，我々は次の統計量を定義する：

オブザベーションの数: 選択された標本中の値の数 N ．

欠損値の数: 分析された標本中の欠損値の数．欠損値として識別された値は，あとの統計

的計算で無視される．我々は n を非欠損値の数，そして {w1, w2, … wn} を非欠損値に対

する重みの副標本と定義する．

重みの合計*: 重みの合計 Sw．すべての重みが 1 の場合，Sw=n．

M頻値（Mode）*: 分析された標本の最頻値．言い換えると，最も度数の多いカテゴリ．

M頻値度数*:最頻値に対応するカテゴリの度数．

カテゴリ: 標本中に存在するさまざまなカテゴリの名前．

カテゴリごとの度数*: 各カテゴリの度数．

カテゴリごとの相対度数*: 各カテゴリの相対度数．

度数の下限 (x% または有意水準 =1-x/100) *: この統計量は，カテゴリごとの度数のx%
での信頼区間の下限に対応する．

μ  =G exp(   w  ln(x  ))
W

1

i=1

∑
n

i i

μ  =G  

n
 x  

i=1

∏
n

i

σ  =G exp(   w  [ln(x  ) − ln(μ  )] )
W

1

i=1

∑
n

i i G
2

μ  =H  

 ∑
i=1
n

x  i

w  i

W

α
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度数の上限 (x% または有意水準 =1-x/100) *: この統計量は，カテゴリごとの度数のx%
での信頼区間の上限に対応する．

カテゴリごとの比率*: カテゴリのそれぞれの比率．

比率の下限 (x% または有意水準 =1-x/100) *: この統計量は，カテゴリごとの比率のX%
での信頼区間の下限に対応する．

比率の上限 (x% または有意水準 level =1-x/100) *: この統計量は，カテゴリごとの比率

のX%での信頼区間の上限に対応する．

(*) アスタリスクが付いた統計量は，オブザエーションの重みを考慮に入れる．

量的データおよび質的データに対してさまざまな種類のチャートが利用できる：

量的データのチャート:

箱ひげ図: 量的データ標本のこれらの単変量表現は，しばしば"箱ひげ図"と呼ばれる．
XLSTATで提供されるバージョンでは， 最小，第1・四分位，中央値，平均，第3・四分

位が，それを超えると特異とみなされる両方の極限（"ひげ"の終端）とともに表示される
ので，単純かつ完全な表現である．平均は赤い+で表示され，中央値は黒い線に対応す
る．境界は，以下のように計算される：

下限: { } が最小でかつ である
ような ．

上限: { } が最小でかつ である
ような

] [ 区間の外側にある値は，  * 記号で表示され； 
 または 

 区間中にある値は， “o” 記号で表示される．

XLSTATは“ノッチつき” 箱ひげ図を作成できる．ノッチの極限は，中央値の95% 信頼区間を可

視化することができる．極限は，以下のように与えられる：

下限: 

上限: 

これらの式は，中央値が正規分布していて，等しいサイズの標本から得られているという仮定

から導かれて ，McGill ら (1978) で与えられている．標本サイズが本当に似ている場合，ノッ
チつき箱ひげ図はこれらの標本が異なる中央値を持つか否かを示すことができ，ノッチのサイ
ズを用いて，それらの変動を比較できる．

α

α

α

X(i) − [Q1 − 1.5(Q3 − Q1)] X(i) = Q1 − 1.5(Q3 − Q1)
L  =inf X(i)

X(i) − [Q3 + 1.5(Q3 − Q1)] X(i) = Q3 + 1.5(Q3 − Q1)
L  =sup X(i)

Q1 − 3(Q3 − Q1);Q3 + 3(Q3 − Q1)
[Q1 − 3(Q3 − Q1);Q1 − 1.5(Q3 − Q1)] [Q3 + 1.5(Q3 − Q1);Q3 + 3(Q3 −
Q1)]

N  =inf Median − [1.58(Q3 − Q1)]/  n)(

N  =sup Median + [1.58(Q3 − Q1)]/  n)(
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XLSTAT は，標本サイズによって箱ひげ図の幅を変えることができる．この幅は，標本サイズ
の平方根に比例する．

散布図: この単変量表現は，標本中の分布や最頻値の存在の概観を与える．すべてのポイ
ントが，平均値および中央値とともに表現される．

ストリップ・プロット: これらの図は，標本のデータをストリップとして表現する．任意

の区間について，ストリップが太いところ，より密なところは，より多くのデータが存

在することを示す．

幹葉図: これらの単変量表現は，ヒストグラムとは異なり，値の正確な表示を保持しなが
らデータ分布を可視化することを助けます．各データ・ポイントは2つの部分に分かれ
る：ダイアグラムの左側の幹部，およびダイアグラムの右側の葉部．各データ・ポイン
トは，表現の上部に表示されている単位で数字[stem.leaf]を乗じて 再生できる．

P-Pプロット (正規分布): P-P プロット（Probability-Probabilityの略）は，標本の経験分布

関数と，同じ平均と分散の正規変数のそれとを比較するのに用いる．標本が正規分布に
従う場合，データは平面の第1二等分線に沿う．

Q-Qプロット (正規分布): Q-Q プロット（Quantile-Quantileの略）は，標本の分位数と，
同じ平均と分散の正規変数のそれとを比較するのに用いる．標本が正規分布に従う場

合，データは平面の第1二等分線に沿う．

平均チャート: 平均チャートは，棒グラフの形式で，変数のそれぞれの平均を表す．3種
類の形式で**エラーバー**を表示することもできる:

で定義される標準偏差．

で定義される標準誤差．

で定義される信頼区間．

質的データのチャート:

棒グラフ: 質的変数のさまざまなカテゴリの度数または相対度数を棒グラフで表現するに
は，このオプションをチェックする．

円グラフ: 質的変数のさまざまなカテゴリの度数または相対度数を円グラフで表現するに
は，このオプションをチェックする．

二重円グラフ: これらのグラフは，副標本の度数または相対度数と完全な標本のそれとを
比較するのに用います．

ドーナッツ・グラフ: このオプションは，副標本のある列が選択された場合のみチェック
される．これらのグラフは，副標本の度数または相対度数と完全な標本のそれとを比較

するのに用います．

積み重ね棒グラフ: このオプションは，副標本のある列が選択された場合のみチェックさ
れる．これらのグラフは，副標本の度数または相対度数と完全な標本のそれとを比較す
るのに用います．

s  =n  s  n
2

err =  

 n
s  n

L  =μ  ±μ̂ s  ∣t  ∣μ (a/2)
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複数棒グラフ: このオプションは，副標本の列が選択された場合のみチェックされる．こ
れらのチャートは，副標本の度数かたは相対度数を全標本のそれらと比較するために使

用される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

量的データ:.記述統計量を計算したい量的データの標本を選択するには，このオプションをチ
ェックする．

質的データ: 記述統計量を計算したい質的データの標本を選択するには，このオプションをチ
ェックする．

副標本: 各オブザベーションについての副標本の名前またはインデックスを示す列を選択する
には，このオプションをチェックする．

変数-カテゴリ・ラベル: 量的変数の出力を表示するとき変数-カテゴリ・ラベルを使用す
るには，このオプションを有効にする．変数-カテゴリ・ラベルは，変数名を接頭して，
カテゴリ名を接尾として含む．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択(量的データ，質的データ，副標本および重み)の最初の行にラベルを含む場合

は，このオプションをチェックする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションをチェックする．この
オプションをチェックしない場合，重みは 1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列のヘッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

重みを標準化: このオプションをチェックしている場合，重みは，その合計がオブザベー
ションの数に等しくなるように標準化される．

オプション タブ:

記述統計量: 記述統計量を計算し表示するには，このオプションをチェックする．

チャート: グラフを表示するには，このオプションをチェックする．

正規化: 分析を実行する前にデータを標準化するには，このオプションをチェックする．

0 から 100に尺度変更: データを 0 から 100 の尺度で配置するには，このオプションをチェッ
クする．

全標本と比較する: このオプションは，副標本の列が選択されている場合のみチェックされ
る．記述統計量とグラフが全体標本についても表示されるようにするには，このオプションを
チェックする．

信頼区間: 信頼区間のサイズを（%ｓで）入力する．

出力 タブ:

量的データ: 計算したい記述統計量のオプションを有効にする．さまざまな統計量が，解説の
節に説明されている．

すべて: すべてを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてを非選択するには，このボタンをクリックする．

垂直表示: 記述統計量の表を垂直に（記述統計量ごとに1行で）表示するには，このオプ
ションをチェックする．

質的データ: 計算したい記述統計量のオプションを有効にする．さまざまな統計量が，解説の
節に説明されている．

すべて: すべてを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてを非選択するには，このボタンをクリックする．
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垂直表示: 記述統計量の表を垂直に（記述統計量ごとに1行で）表示するには，このオプ
ションをチェックする．

チャート (1) タブ:

このタブは，量的データを扱う．

チャート・タイプ サブタブ:

箱ひげ図: 箱ひげ図を表示するには，このオプションをチェックする． より詳細は，解説の節

を参照する．

散布図: 散布図を表示するには，このオプションをチェックする．平均（赤い +）および中央値

（赤い線）が常に表示される．

ストリップ・プロット: ストリップ・プロットを表示するには，このオプションをチェックす
る．これらのグラフ上であるトリップがオブザベーションに対応する．

幹葉図: 幹葉図を表示するには，このオプションをチェックする．

単位: 10^: データポイントが幹と葉に分割される単位を手動で設定したい場合は，このオ
プションを有効にする．

正規 P-P プロット: P-P プロットを表示するには，このオプションをチェックする．

正規 Q-Q プロット: Q-Q プロットを表示するには，このオプションをチェックする．

平均チャート: 平均チャートを表示するには，このオプションをチェックする．

オプション サブタブ:

これらのオプションは箱ひげ図，散布図，ストリップ・プロットに関係している．

水平: 箱ひげ図，散布図およびストリップ・プロットを水平に表示するには，このオプシ
ョンをチェックする．

垂直: 箱ひげ図，散布図およびストリップ・プロットを垂直に表示するには，このオプシ
ョンをチェックする．

グループ図: 複数の箱ひげ図，散布図，ストリップ・プロットを同じグラフ上で比較する
ためにグループ化するには，このオプションをチェックする．

1つのグループが含む箱ひげ図の最大数を“次元”として指定することができる．デフォルトで
は，この数は変数とカテゴリの数に基づいて**自動**で選ばれる．この数は，Excel 2003以前で
は最大で20，Excel 2007以降では最大で40である．

カテゴリ: すべてのカテゴリを変数ごとにグループ化したい場合は，このオプションをチ
ェックする．このオプションは（一般タブで）副標本が使用されているときに利用可能

である．
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変数: すべての変数をカテゴリごとにグループ化したい場合は，このオプションを有効に
する．，このオプションをチェックする．このオプションは（一般タブで）副標本が使

用されているときに利用可能である．プロット上の灰色の線で変数を分割するには**グレ
イライン**オプションをチェックする．

平均で並べ替え: 降順の平均で変数またはカテゴリを並べ替えるには，このオプションを
チェックする．

ノッチつき: ノッチつき箱ひげ図を表示したい場合は，このオプションをチェックする．

幅を適応: 標本サイズに基づいて箱ひげ図の幅を変えたい場合は，このオプショをチェッ
クする．

M小/M大: 最小および最大に対応するポイントを系統的に表示するには，このオプショ
ンをチェックする（箱ひげ図）．

はずれ値: はずれ値に対応するポイント（箱ひげ図）をくり抜いた円で表示するには，こ
のオプションをチェックする．

ラベルの位置: 箱ひげ図，散布図およびストリップ・プロット上のラベルを置く位置を選

択する．

リジェンド: 箱ひげ図に使用している統計量の凡例説明を表示するには，このオプション
を有効にする．

内側を色づけ: 箱ひげ図の内側を色づけするには，このオプションを有効にする．

グループを色づけ: 副標本が選択されている場合，各副標本ごとに箱ひげ図を色づけするに
は，このオプションを有効にする．

チャート (2) タブ:

このタブは，質的データを扱います．

棒グラフ: 質的変数のさまざまなカテゴリの相対度数を棒グラフで表現するには，このオプシ
ョンをチェックする．

円グラフ: 質的変数のさまざまなカテゴリの相対度数を円グラフで表現するには，このオプシ
ョンをチェックする

二重（ダブル）:このオプションは，副標本の列が選択されたときのみチェックされる．
これらのグラフは，副標本の度数または相対度数を完全な標本のそれと比較するために
使用される．

ドーナッツ: このオプションは，副標本の列が選択されたときのみチェックされる． これらの
グラフは，副標本の度数または相対度数を完全な標本のそれと比較するために使用される．

積み重ね棒グラフ: このオプションは，副標本の列が選択されたときのみチェックされる． こ
れらのグラフは，副標本の度数または相対度数を完全な標本のそれと比較するために使用され
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る．

複数棒グラフ: 副標本が選択された場合のみ，このオプションがチェックされる．これらのチ
ャートは，副標本の異なるグループの度数および相対度数を比較するために使用される．

使用される値: 表示されるべきデータのタイプを選ぶ:

度数: プロットの尺度をカテゴリの度数に一致させるには，このオプション選ぶ．

相対度数: プロットの尺度をカテゴリの相対度数に一致させるには，このオプション選

ぶ．

事例  

箱ひげ図の作成方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの箱ひげ図チュートリアル?language=ja

参考文献  

Filliben J.J. (1975). The Probability Plot Correlation Coefficient Test for Normality.
Technometrics, 17(1), pp 111-117.

Lawrence T. DeCarlo (1997). On the Meaning and Use of Kurtosis. Psychological Methods,
2(3), pp. 292-307.

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research. Third edition. Freeman, New York.

Tomassone R., Dervin C. and Masson J.P. (1993). Biométrie. Modélisation de Phénomènes
Biologiques. Masson, Paris.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%AE%B1%E3%81%B2%E3%81%92%E5%9B%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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変数の評価  
評価変数（量的変数，質的変数，または質的変数のカテゴリ）と共有するリンクを探索して，
要素（量的変数，質的変数，または質的変数のカテゴリ）を評価するために，このツールを使

用する．この目的のため，さまざまな統計的検定（パラメトリックまたはノンパラメトリッ
ク）が使用される．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

さまざまな評価の手順がある:

1. 量的変数の評価:

1-1. 他の量的変数による評価:

量的変数による量的変数の評価は，相関係数を用いて行われる．各量的評価用変数につい，相

関係数が0から有意に異なるかどうかを判断する検定を行う．パラメトリックの場合はピアソ
ンの相関検定が実装されており，ノンパラメトリックの場合はスピアマンの相関検定が望まし
い． 相関係数が0から有意に異なるほど，2つの量的変数の間のリンクがより強い．

1-2. 質的変数による評価:

質的変数による量的変数の評価は，パラメトリックまたはノンパラメトリック検定を用いて実

行される．検定のp値が選択されたしきい値よりも低いなら，2つの変数の間の独立の仮定が棄

却される．パラメトリックの場合， Fisher検定が使用される (ANOVAと同様)．ノンパラメトリ
ックの場合，質的変数が カテゴリを持つなら，Mann-Whitney検定が使用され，質的変数

のカテゴリがが2カテゴリより多ければ，Kruskal-Wallis検定が使用される．

1-3. 質的変数のカテゴリによる評価:

質的変数のカテゴリによる量的変数の評価は，検定値と呼ばれる指標を用いて行われる
(Lebart, 2000)．カテゴリ に関連づけられた量的変数 の検定値  は以下のように定義さ
れる：

k = 2

k X t  (X)k

t  (X) =k  

s  (X)k

 −X  k X
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ただし :

ここで  は，変数 の経験分散．そして，この検定値に関連するp値が計算され，p値が0
に近いほど，カテゴリ での変数 の平均が，全体平均からより異なる．

1. ( カテゴリを持つ)質的変数の評価:

2-1. 量的変数による評価:

量的変数による質的変数の評価は，パラメトリックまたはノンパラメトリック検定を用いて実

行される．検定のp値が選択されたしきい値よりも低いなら，2つの変数の間の独立の仮定は棄

却される．パラメトリックの場合，Fisher検定が使用される（ANOVAと同様）．ノンパラメト
リックの場合，質的変数が カテゴリを持つなら，Mann-Whitney検定が使用され，質的変

数のカテゴリがが2カテゴリより多ければ，Kruskal-Wallis検定が使用される．

2-2. 他の質的変数による評価:

他の質的変数による質的変数の評価は，独立性の検定を用いて行われる．評価している質的変

数ごとに，カイ2乗独立検定（パラメトリック）またはFisherの正確検定を用いて独立性を検定

する．

1. 質的変数のカテゴリの評価:

3-1. 量的変数による評価:

量的変数による質的変数のカテゴリの評価は，1-3で説明されている検定値を用いて行われる．

3-2. 質的変数のカテゴリによる評価:

他のカテゴリによるカテゴリの評価は，質的変数の検定値(Lebart, 2000) および関連するp値を
用いて行われる．あるクラス内のあるカテゴリの存在量が母集団全体で期待されるその存在よ
りも有意に勝るとみなされるなら，そのカテゴリがそのクラスを特徴づけるとみなされる．

をクラス での 個の個体の間でのカテゴリ を持つ個体の数とする． をカテゴリ を持

つ個体の数，そして を個体の合計数とする． カテゴリ の存在量は， 番目でのそのパーセン
テージ  を母集団でのパーセンテージ と比較して定義される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

s  (X) =k
2

  

n − 1
n − n  k

n  k

s (X)2

s (X)2 X

k X

k

k = 2

n  jk k n  k j n  j j

n j k

 

n  k

n  kj
 

n

n  j
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 評価する要素:

量的変数: 1つまたは複数の量的変数を評価したい場合は，このオプションを有効にする．そし
て，評価したい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合， XLSTATは，変数のそれぞ
れで別々に計算を行います．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効にな
っていることを確認する．

質的変数: 1つまたは複数の質的変数を評価したい場合は，このオプションを有効にする．そし
て，評価したい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合， XLSTATは，変数のそれぞ
れで別々に計算を行います．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効にな
っていることを確認する．

カテゴリ: すでに選択されている質的変数のカテゴリを評価したい場合は，このオプションを
有効にする．

X / 評価（特徴）要素:

量的変数: 量的変数で評価したい場合は，このオプションを有効にする．そして， Excelワーク
シートで量的変数を選択する．選択されるデータを数値タイプでなければならない．変数ヘッ
ダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

質的変数: 質的変数で評価したい場合は，このオプションを有効にする．そして， Excelワーク
シートで量的変数を選択する．選択されるデータを数値タイプでなければならない．変数ヘッ
ダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

カテゴリ: すでに評価要素として選択されている質的変数のカテゴリを使用したい場合は，こ
のオプションを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

ラベルを含む: 分割表の行ラベルと列ラベルが選択されている場合は，このオプションを有効

にする．
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変数ラベル: 選択（量的データ，質的データ，および重み）の最初に行にラベルが含まれる場

合は，このオプションをチェックする．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1とみなされる． 重みは0以上で
なければならない．ノンパラメトリック検定の場合，重みは正の整数でなければならない．列

ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

評価（特徴）要素をフィルタ: 表示する評価要素をフィルタしたい場合は，このオプションを
有効にする．選ばれたオプションに応じて，複数のフィルタリング・オプションが利用可能

で，表示するp値（または検定値）のしきい値，または表示する評価要素の数 を選ばなければ
ならない．

評価要素を並べ替え: p値によって評価変数の表示を並べ替えたい場合は，このオプションを有

効にする．

有意水準: 関連するセルに設定したい有意水準を入力する．

パラメトリック検定: パラメトリック検定を実行したい場合は，このオプションを有効にす
る．

ノンパラメトリック検定: ノンパラメトリック検定を実行したい場合は，このオプションを有

効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 標本の平均または最近傍を用いて欠損データを推定するには，このオプション
を有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

p値チャート: p値のグラフを表示したい場合はActivate this option to display the chart of p-
values.

検定値チャート: 検定値のグラフを表示したい場合は，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択されたすべての変数の記述統計を表示する．

p
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結果の表は，評価される要素，および評価（特徴）要素によって異なる．すべての場合で，常

にp値が表示される．

**p値チャート**オプションを選択した場合，p値の棒グラフが各表の下にも表示される．

事例  

変数の評価に関するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの変数評価チュートリアル?language=ja

参考文献  

Lebart L. , Morineau A.and Piron M. (2000) . Statistique Exploratoire Multidimensionnelle.
Dunod, 181-184.

Morineau A. (1984) . Note sur la Caractérisation Statistique d'une Classe et les Valeurs-tests.
Bulletin Technique du Centre de Statistique et d’Informatique Appliquées, 2 , n° 1-2, 20-27.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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分位数の推定  
量的変数の集合の分位数を計算して，単変量プロット（箱ひげ図，散布図など）を表示するに
は，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

分位数（またはパーセンタイル）は，とても便利な統計量である．パーセンタイルとは，0 か
ら100 の尺度に基づく分位数である．

XLSTAT では，分位数を計算する5つの手法がある．さらに，2種類の信頼区間がある．

その上，XLSTATは，同時に複数の標本を選択できて，各標本について独立にすべての記述統

計量を計算する．

分位数の定義

であるとする．変数 のp分位数は，次式で与えられる：

分位数は，はずれ値や非対称な分布にあまり敏感でないので便利である．

分位数計算の方法

XLSTATでは5種類の手法がある． 個の量的データ があって，それぞれの重

みが . Let であるとする． は順序づけられ
たデータであるとする．

はp分位数で， は の整数部， は少数部であるとする．すると， 

そして:

での重みつき平均は:

0 < p < 1 X

P (X ≤ x) ≥ p and P (X ≥ x) ≥ 1 − p

N {x  ,x  , …x  }1 2 N

{w  ,w  , …w  }1 2 N x(1), … ,x(N) x(1), … ,x(N)

y j N × p g g = N × p  −  j

x(N ∗ p)

y = (1 − g)x  +(j) gx  (j+1)
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ここでx(0) は，x(1)に置き換えられる． 

に最も近い番号がつけられたオブザベーションは:

経験分布関数:

での重みつき平均： その場合， .

ここで  は， に置き換えられる．

平均化した経験分布関数:

選択された変数に重みが関連づけられている場合，利用可能な手法は：

ここで  は  に関連づけられた重みで， である．

信頼区間:

分位数に関連づけられた信頼区間を得ることができる．2つの区間がある：

正規分布に基づく信頼区間：

p分位数での 信頼区間は：

この種類の区間は，データが精勤分布で，標本サイズが大きい（>20オブザベーション）場合

に有効である．

x(N ∗ p)

  

y

y

y

y

= x   if g < 1/2(j)

= x   if g = 1/2 and j is even (j)

= x   if g = 1/2 and j is odd (j+1)

= x   if g > 1/2(j+1)

 

y = x   if g = 0(j)

y = x   if g > 0(j+1)

x((N + 1)p) (N + 1)p = j + g

y = (1 − g)x  +(j) gx  (j+1)

x(N + 1) x(N)

 

y =  (x  + x  ) if g = 02
1

(j) (j+1)

y = x   if g > 0(j+1)

y =    

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧ x   if w  > pW(1) (1)

 (x  + x  )  if   w  = pW2
1

(i) (i+1)
j=1
∑
i

(j)

x   if   w  < pW <  w  (i+1)
j=1
∑
i

(j)
j=1
∑
i+1

(j)

w(i) x(i) W =  w  ∑
j=1
N

j

100 ∗ (1 − alpha)%

[Np + Z   +α/2 Np(1 − p) 0.5;  Np + Z   +1−α/2 Np(1 − p) 0.5]
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分布によらない信頼区間：

p分位数の 信頼区間は：

および は， を挟んでほぼ対称．ここで は の整数部で，  と 
x(u) は に最も近く，次式を満足する：

ここで  は，累積2項確率：

重みが選択されている場合，信頼区間は計算できない．

チャート:

累積ヒストグラム: XLSTAT は，経験累積分布を用いて，累積ヒストグラムを作成するこ
とを可能にする．

箱ひげ図: XLSTATで提供されるバージョンでは，第1・四分位，中央値，第3・四分位

が，それを超えると特異とみなされる両方の極限（"ひげ"の終端）とともに表示される単

純な表現である．中央値は黒い線に対応する．極限は，以下のように計算される：

下限: { }が最小で， になるよう
な .

上限: { } が最小で， になるよう
な

] [ 区間の外側にある値が * 記号で表示され； 
 または   ]

区間内にある値が “o” 記号で表される．

散布図: この単変量表現は，標本中の分布や最頻値が存在する可能性の概観を与える．す
べてのポイントが，中央値とともに表現される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

100 ∗ (1 − alpha)%

[x  ;x  ](l) (u)

l u [Np] + 1 [Np] N × p x(l) x(u)
x([N + 1]p)

Q(u − 1,n, p) − Q(l − 1,n, p) ≥ 1 − α

Q(k,n, p)

Q(k,n, p) =   p (1 −
i=1

∑
k

( n

i
) i p)n−i

X(i) − [Q1 − 1.5(Q3 − Q1)] X(i) = Q1 − 1.5(Q3 − Q1)
L  =inf X(i)

X(i) − [Q3 + 1.5(Q3 − Q1)] X(i) = Q3 + 1.5(Q3 − Q1)
L  =sup X(i)

Q1 − 3(Q3 − Q1);Q3 + 3(Q3 − Q1) [Q1 −
3(Q3 − Q1);Q1 − 1.5(Q3 − Q1)] [Q3 + 1.5(Q3 − Q1);Q3 + 3(Q3 − Q1)]
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: 分位数を計算したい標本を選択するには，このオプションをチェックする．

:: 分位数を計算するのに使用したい手法を選ぶ．手法の説明は，このヘルプの解説の節にあ
る．デフォルトの手法は，重みつき平均である．

信頼区間:

正規分布ベース: 正規分布に基づいて信頼区間を表示したい場合は，このオプションをチ
ェックする．より詳細は解説の節を参照ください．

分布によらない: 分布によらない信頼区間を表示したい場合は，このオプションをチェッ
クする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択(量的データ，質的データ，副標本および重み)の最初の行にラベルを含む場合

は，このオプションをチェックする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションをチェックする．この
オプションをチェックしない場合，重みは 1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列のヘッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

副標本: 各オブザベーションの副標本の名前またはインデックスを示す列を選択するには，こ
のオプションをチェックする．
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欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 標本の平均を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 記述等計量を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

経験累積分布: 標本の実際の経験累積分布に対応する累積ヒストグラムを表示するには，この
オプションを有効にする．

グラフに分位点を表示 (%): パーセンタイルの値を計算して，それをグラフ上に表示するには，
このオプションをチェックして，関連づけられた値を入力する．

箱ひげ図: 箱ひげ図を表示するには，このオプションを有効にする．詳細は解説の節を参照す
る．

散布図: 散布図を表示するには，このオプションを有効にする．中央値（赤い線）がつねに表

示される．

結果  

要約統計: この表は，選択された標本について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差を表示する．

分位点の表: この表は，一般的な値（1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 99)のパーセンタイルと，それ
らの関連づけられた信頼区間を表示する．

事例  

パーセンタイルをどのように計算するかを示した事例が， Addinsoft ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの四分位とパーセンタイル-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Evans M., Hastings N. and Peacock B. (2000). Statistical Distribution.  edition, Wiley, New
York.

Hahn J.H. and Meeker W.Q. (1991). Statistical intervals: A guide for Practitioners. Wiley, New
York.

3rd

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%9B%9B%E5%88%86%E4%BD%8D%E3%81%A8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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ヒストグラム  
連続または離散の量的データの標本からヒストグラムを作成するには，このツールを使用す
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ヒストグラムは，連続または離散データの標本の分布の概観をとても素早く与えてくれるの
で，最もよく使われる表示ツールの1つである．

区間定義

ヒストグラム作成での1つの課題は，区間を定義することである．それは，ある決定されたデ
ータ集合について，ヒストグラムの形は，もっぱらクラスの定義に左右されるからである． す
すべてのデータからなるたった1つのクラスの2つの極値とたった1つのバーが与えられるの
と，クラスごとにたった1つの値を持つヒストグラムの間で，データの区分の仕方だけたくさ
んのヒストグラムが可能である．

視覚的かつ実践的に満足できる結果を得るために，クラスの定義は，いくつかの試みを必要と
するであろう．

最も伝統的な方法は，最初の区間の下限が最小値または，最小値よりもわずかに小さい値によ
って定義されて，同じ幅の区間で定義されたクラスの使用を使用する．

ヒストグラムを得ることをより簡単にするために，XLSTATは区間の数とそれらの幅を定義し
て，またはユーザー自身が区間を指定してヒストグラムを作成できるようにする． 区間は，下

限では閉じていて，上限では開いているとみなされる．

累積ヒストグラム

XLSTATは，ヒストグラムの値を累積するか，もしくは経験累積分布を用いて，累積ヒストグ
ラムを作成することを可能にする． 経験累積分布は，理論分布の分布関数と比較するために使

用することを推奨される．
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理論分布との比較

XLSTAT は，パラメータをユーザーが定義した理論分布とヒストグラムを比較することを可能

にする．ただし，標本が任意の分布に従っているかどうかを確認したい場合は，分布のパラメ
ータを推定し，もし必要であれば，仮説が採用されるかを確認するために分布フィッテング・
ツールを使用することができる．

XLSTAT は，以下の分布を提供する：

Arcsine : この分布の密度関数（Beta type Iの簡素化バージョン）は，次式により与え
られる:

 および  となる．

Bernoulli : この分布（ベルヌーイ分布）の密度関数は，次式により与えられる:

 および  となる．

スイスの数学者 Jacob Bernoulli (1654-1705)にちなんだBernoulli（ベルヌーイ）は，イベント
がそれぞれ と の確率で生起する場合のみ，2値現象を記述することができる．

Beta : この分布（またはBeta typeという）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Beta4 ( ): この分布の密度関数は次式で与えられる:

 およびd  となる．

type I beta分布では， は の範囲の値をとる． beta4分布は， と がどのような値でも取

りうる区間 上にあるような変数変換によって得られる．

(a)

f(x) =  (  ) ,  with 0 <
πx

sin(πα)
1 − x

x α−1 α < 1,x ∈ [0, 1]

E(X) = α V (X) = α(1 − α)/2

(p)

P (X = 1) = p,P (X = 0) = 1 − p,  with p ∈ [0, 1]

E(X) = p V (X) = p(1 − p)

p 1 − p

(a, b)

f(x) =  x (1 −
B(α,β)

1 α−1 x)β−1

 with  α,β > 0,x ∈ [0, 1] and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) = α/(α + β) V (X) = αβ/[(α + β + 1)(α + β) ]2

α,β, c, d

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [c, d]
B(α,β)

1
(d − c)α+β−1

(x − c) (d − x)α−1 β−1

c, d ∈ R and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) =  (α+β)
c+(c−d)α V (X) =  (α+β+1)(α+β)2

(c−d) αβ
2

X [0, 1] c d

[c, d]
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Binomial  : この分布（2項分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

は試行の回数で， は成功の確率である．2項分布は，成功の確率が であると仮定した場合

の， 回の試行での成功回数の分布である．

Negative binomial type I : この分布（負の2項分布 type I）の密度関数は次式で与え
られる:

 および  となる，

は成功の回数で， は成功の確率である．負の2項分布type Iは， 回の成功を得る前に必要な
不成功の試行の回数 の分布である．

Negative binomial type II : この分布（負の2項分布 type II）の密度関数は次式で与

えられる:

 および  となる．

負の2項分布type IIは，離散的で高度に非同次の（不均一な）現象を表現するのに用いられる．
k は無限になる傾向があるので，負の2項分布 type II は， を持つポアソン分布に向かう
傾向がある．

: この分布（カイ2乗分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

カイ2乗分布は， 2乗標準正規分布の合計の分布に一致する．これは，仮説の検定によく使わ
れる.

Erlang : この分布（アーラン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n
x x p) ,  with n,x ∈n−x N,n > 0,x ∈ [0,n], p ∈ [0, 1]

E(X) = np V (X) = np(1 − p)

n p p

n

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n+x−1
x−1 n p) ,  with n,x ∈x N,n > 0, p ∈ [0, 1]

E(X) = n(1 − p)/p V (X) = n(1 − p)/p2

n p n

x

(k, p)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!Γ(k)(1 + p)k+x

Γ(k + x)px

N , k, p > 0

E(X) = kp V (X) = kp(p + 1)

λ = kp

Khi (df)2

f(x) =  x e ,  with x >
Γ(df/2)
(1/2)df/2

 −12
df −x/2 0, df ∈ N∗

E(X) = df V (X) = 2df

df

(k,λ)

f(x) = λ x  ,  with x ≥k k−1

(k − 1)!
e−λx

0 and k,λ > 0 and k ∈ N

E(X) = k/λ V (X) = k/λ2
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は形状パラメータであり， は率パラメータである．

デンマークの科学者 A. K. アーラン (1878-1929) が電話のトラフィックを研究しているときに
開発したこの分布は，待ち行列問題の研究でより一般的に使用される．

注意: のとき，この分布は指数分布に相当する．2つのパラメータを持つガンマ分布は，
が実数で整数でない場合の アーラン分布の一般化である（ガンマ分布では，尺度パラメータ 

が使用される）．

Exponential : この分布（指数分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

指数分布は，品質管理でのライフタイムを研究するのによく使用される．

Fisher : この分布（F分布）の密度関数は次式で与えられるt:

 if , および   if  とな
る．

生物学者，遺伝学者で統計学者のRonald Aylmer Fisher (1890-1962)の名前から取ったフィッシ
ャーの分布（F分布）は, 2つのカイ2乗分布の比に一致する．これは，仮説の検定によく使用さ
れる．

Fisher-Tippett : の分布の密度関数は次式で与えられる:

 および となる．ここで  はEuler-Mascheroni定数であ
る．

Fisher-Tippett 分布は，Log-Weibull （ワイブル）または極値分布とも呼ばれ，極限現象の研究

でよく使用される． Gumbel 分布は， で の場合のFisher-Tippett分布の特殊例であ
る．

Gamma : この分布の密度関数は次式で与えられる:

k λ

k = 1
k

β = 1/λ

(λ)

f(x) = λ exp(−λx),  with x > 0 and λ > 0

E(X) = 1/λ V (X) = 1/λ2

(df  , df  )1 2

  

f(x) =   1 −  

xB(df  /2, df  /2)1 2

1 (
df  x + df  1 2

df  x1 )
df  /21

(
df  x + df  1 2

df  x1 )
df /22

 with x > 0 and df  , df  ∈ N1 2
∗

E(X) = df  /(df  −2 2 2) df  >2 2 V (X) =  

df  (df  −2) (df  −4)1 2 2 2

2df  (df  +df  −2)2
2

1 2 df  >2 4

(β,μ)

f(x) =  exp −  − exp −  ,  with β >
β

1
(

β

x − μ
(

β

x − μ
)) 0

E(X) = μ + βγ V (X) = (πβ) /62 γ

β = 1 μ = 0

(k,β,μ)

f(x) = x − μ  ,  with x >( )k−1

β Γ(k)k

e−(x−μ)/β

μ and k,β > 0
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 and  となる．

は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメータである．

GEV : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一般化極値（GEV：Generalized Extreme Values）分布は， 洪水のモデリングのために水文学

でとてもよく使用される． は通常，-0.6 から 0.6 の間である．

Gumbel: この分布の密度関数は次式で与えられる:

 お よ び   と な る ． こ こ で   は ， Euler-Mascheroni 定 数

(0.5772156649…)．

Emil Julius Gumbel (1891-1966)にちなんだGumbel分布は， で の場合のFisher-
Tippett分布の特殊例である．これは降水，洪水，地震などの極限現象の研究に用いられる．

Logistic : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal2 : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および 

そして:

 および  となる．

E(X) = μ + kβ V (X) = kβ2

k β

(β, k,μ)

f(x) =  1 + k  exp − 1 + k  ,  with  β >
β

1 (
β

x − μ)
−1/k−1

( (
β

x − μ)
−1/k

) 0

E(X) = μ +  Γ(1 +
k
β k) V (X) =  Γ(1 + 2k) − Γ (1 + k)(

k
β)

2
( 2 )

k

f(x) = exp(−x − exp(−x))

E(X) = γ V (X) = π /62 γ

β = 1 μ = 0

(μ, s)

f(x) =  ,  with s >
s(1 + e )−  

s

(x−μ)

e−  s
(x−μ)

0

E(X) = μ V (X) = (πs) /32

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

E(X) = exp(μ + σ /2)2 V (X) = exp(σ ) − 1 exp(2μ +( 2 ) σ )2

(m, s)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

μ = ln(m) − ln(1 + s /m )/22 2 σ =2 ln(1 + s /m )2 2

E(X) = m V (X) = s2
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この分布は，Lognormal 分布の再パラメータ化にすぎない．

Normal  : この分布（正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Standard normal: この分布（標準正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，  および の場合の正規分布の特殊例である．

Pareto : この分布（パレート分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

イタリアの経済学者 Vilfredo Pareto (1848-1923)にちなんだパレート分布は， Bradford 分布と
しても知られている．この分布は，最初，社会学において，80%の富が母集団の20%のよって
所有されるというパレートの法則により，富の分布を表現するのに用いられた．

PERT : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および   と
なる．

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with σ >
σ  2π

1 −  

2σ2
(x−μ)2

0

E(X) = μ V (X) = σ2

f(x) =  e
 2π

1 −  2
x2

E(X) = 0 V (X) = 1

μ = 0 σ = 1

(a, b)

f(x) =  ,  with a, b >
xa+1

aba
0 with x ≥ b

E(X) = ab/(a − 1) V (X) =  (a−1) (a−2)( 2 )
ab2

(a,m, b)

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [a, b]
B(α,β)

1
(b − a)α+β−1

(x − a) (b − x)α−1 β−1

a, b ∈ R with B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

α =  

b − a

4m + b − 5a

β =  

b − a

5b − a − 4m

E(X) = (b − a)α/(α + β) V (X) = (b − a) αβ/ α + β + 1 α + β)2 (( ) ( 2))
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PERT分布は，beta4 分布の特殊例である．これは，その定義区間 [a, b] と最も確からしい値

（最頻値）によって定義される．PERT は， Program Evaluation and Review Technique の頭

文字語で，プロジェクトの管理と計画の手法である．PERT 手法とPERT 分布は，米海軍とロ
ッキード社によって1956年 から 1960年の間に，潜水艦から打ち上げるポラリス・ミサイルを
開発するプロジェクトの中で開発された． PERT 分布は，チームがプロジェクトを終了させる
のにかかりそうな時間をモデルするのに便利である．単純な三角分布は，区間と最も確からし
い値で定義するところが，PERT 分布に似ている．

Poisson : この分布（ポアソン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

ラプラス，ラグランジェ，ルジャンドルの弟子である数学者で天文学者の  Siméon-Denis
Poisson (1781-1840) が発見したポアソン分布は，待ち行列現象の研究によく使用される．

Student  : この分布（T分布）の密度関数は次式で与えられる:

 if  および  if  となる．

英国の化学者で統計学者のWilliam Sealy Gosset (1876-1937)は，彼の匿名性を保持するため
に，彼の成果を公開するときに Student というニックネームを使用した（ギネス醸造所は，他

の研究者によって機密情報を追跡される公開を従業員に禁じていた）．Studentの分布は， 
変数 ，標準正規変数の平均の分布である． のとき，Studentの分布は，期待値も分散

も持たない特殊性のあるCauchy 分布となる．

Trapezoidal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

(λ)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!

exp(−λ)λx

N with λ > 0

E(X) = λ V (X) = λ

(df)

f(x) = (1 +
 Γ(df/2)πdf

Γ((df + 1/2))
x /df) ,  with df >2 −(df+1)/2 0

E(X) = 0 df > 1 V (X) = df/(df − 2) df > 2

df

df = 1

(a, b, c, d)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a, b](d+c−b−a)(b−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [b, c](d+c−b−a)
2

f(x) =  , x ∈ [c, d](d+c−b−a)(d−c)
2(d−x)

f(x) = 0, x < a, x > d

with a < b < c < d

E(X) =  3(d+c−b−a)
d +c −b −a +cd−ab

2 2 2 2
V (X) =  −6(d+c−b−a)

(c+d)(c +d )−(a+b)(a +b )2 2 2 2

E (X)2



データ記述  113 ヒストグラム  

この分布は，2つの極値( と )の間の値をとるが，その区間内の2つの値( と )の間の値をとる
ことがより確からしいことがわかっている現象を表現するのに便利である．

Triangular : この分布（三角分布)の密度関数は次式で与えられる:

 および   とな
る．

TriangularQ : この分布の密度関数は，三角分布の再パラメータ化であ
る．最初のステップは，パーセンテージ および が一致する および 分位数から，
三角分布の および  パラメータの推定を必要とする．これを行なったら，三角分布関数

を用いて，分布関数を計算することができる．

Uniform : この分布（一様分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一様 (0,1) 分布は，シミュレーションでよく用いられる．すべての分布の累積分布関数は，0 と
1の間であるのであるべての分布で，逆の計算をするための無作為標本をとるのに使用される
．

Uniform discrete : この分布（離散一様分布） の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

離散一様分布は，一様分布が整数に制限されている場合に対応する．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

a d b c

(a,m, b)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a,m](b−a)(m−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [m, b](b−a)(b−m)
2(b−x)

f(x) = 0, x < a, x < b

with a < m < b

E(X) = (a + m + b)/3 V (X) = (a +2 m +2 b −2 ab − am − bm)/18

(q  ,m, q  , p  , p  )1 2 1 2

p1 p2 q1 q2
a b

(a, b)

f(x) =  ,  with b >
b − a

1
a with x ∈ [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = (b − a) /122

(a, b)

P [X = x] =  ,  with (a, b,x) ∈
b − a + 1

1 N ,x ∈3 [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = [(b − a + 1) −2 1]/12

(β)

f(x) = βx exp(−x ),  with x >β−1 β 0 with β > 0

E(X) = Γ(  +
β
1 1) V (X) = Γ(  +

β
2 1) − Γ (  +2

β
1 1)
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は， Weibull 分布の形状パラメータである．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる.

は，分布の形状パラメータで，  は尺度パラメータである． のとき，Weibull分布は，
パラメータ を持つ指数分布となる．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

スウェーデンの Ernst Hjalmar Waloddi Weibull (1887-1979)にちなんだWeibull分布は，品質管

理と生存時間分析にとてもよく使用される．  は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメ
ータである． で のとき，Weibull 分布は，パラメータ を持つ指数分布とな
る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

β

(β, γ)

f(x) =  (  ) e ,  with x >
γ

β

γ

x β−1 −(  )γ
x β

0,  with β, γ > 0

E(X) = γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β β = 1
1/γ

(β, γ,μ)

f(x) =   e ,  with x >
γ

β (
γ

x − μ)
β−1

−  ( γ

x−μ )β

μ,  with β, γ > 0

E(X) = μ + γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β γ

β = 1 μ = 0 1/γ
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一般 タブ:

**データ*:: 量的データを選択する．複数の標本が選択された場合，XLSTAT は，各標本の計算

を独立に実行して，もしユーザーが望めばヒストグラムを重ね合わせることを可能にする（チ
ャート・タブを参照）．ヘッダーを選択した場合，"標本ラベル" オプションが有効になってい
ることを確認する．

データ・タイプ:

連続: XLSTAT がデータを連続値とみなすようにするには，このオプションを選ぶ．

離散: XLSTAT が，データを離散値とみなすとうにするには，このオプションを選ぶ．

副標本: 標本識別子を含む列（列モード）または行（行モード）を選択するには，このオプシ
ョンを有効にする．このオプションを使用すると，副標本ごとに1つのヒストグラムができ，
したがって，副標本の間でデータの分布を比較することが可能になる．ヘッダが選択された場

合，"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

変数-カテゴリ・ラベル****: 出力を表示するのに変数-カテゴリ・ラベルを使用するには，
このオプションを有効にする．変数-カテゴリ・ラベルは，変数名を接頭，カテゴリ名を
接尾に含む．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択されたデータ（データ，副標本，重み）の最初の行がラベルを含む場合，こ
のオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする． このオ
プションをチェックしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

区間: ヒストグラムの区間を定義するために，以下のオプションの1つを選ぶ：

数: 作成する区間の数を入力するには，このオプションを選ぶ．

幅: 区間に固定幅を定義するには，このオプションを選ぶ．

ユーザー定義: 最初の区間の下限とすべての区間の上限を昇順で含む列を選択する．
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M小: 最初の区間の下限の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，
系列の最小値以下でなければならない．

副標本の比較: このオプションは副標本が選択されたときのみチェックされる．単一のヒスト
グラムに複数の標本を表示するには，このオプションをチェックする．

全標本と比較する: 記述統計とチャートも全標本について表示されるようにするには，こ
のオプションをチェックする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去:

対応する標本について: 欠損値を持つ標本についてのみ，欠損値を持つオブザベーション
を無視するには，このオプションを有効にする．

すべての標本について: 選択されたすべての標本について，欠損値を持つオブザベーショ
ンを無視するには，このオプションを有効にする．

欠損値の推定: 標本の平均を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

については，密度関数が表示される．

バー: 各区間についてのバーでヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

連続線: 連続線でヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

累積ヒストグラム: 標本の累積ヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．

ヒストグラムに基づく: ヒストグラムと同じ区間定義に基づいて累積ヒストグラムを表示

するには，このオプションを選ぶ．

経験累積分布: 標本の実際の経験累積分布に対応する累積ヒストグラムを表示するには，
このオプションを選ぶ．

ヒストグラムの縦座標: ヒストグラムに使用する量を選ぶ：密度，度数または相対度数．
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分布の表示: 選択された標本のヒストグラムと密度関数と比較したり，選択された標本のヒス
トグラムを分布関数と比較したりするには，このオプションを有効にする．そして，使用する
分布と，もし必要であれば，パラメータの値を入力する．  **自動 **オプションは，
(Kolmogorov-Smirnov 検定を用いて決定される)最適合分布をXLSTATが識別できる.

結果  

**要約統計*:: この表は，選択された標本について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠

損値の数，平均および標準偏差を示す．

**ヒストグラム*:: ヒストグラムが表示されている．もし，必要であれば，線の色やタイトルを
Excelのグラフと同様に変更できる．

区間の記述統計: この表は，各区間について，下限，上限，度数（区間内の標本の値の数），

相対度数（標本中の値の合計数で割った値の数）および密度（区間のサイズに対する度数の
比）を示す．

事例  

ヒストグラムの作成方法についての事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/histograms-and-distribution-fitting-tutorial-in-excel?language=ja

参考文献  

Chambers J.M., Cleveland W.S., Kleiner B. and Tukey P.A. (1983). Graphical Methods for
Data Analysis. Duxbury, Boston.

Jacoby W. G. (1997). Statistical Graphics for Univariate and Bivariate Data. Sage Publications,
London.

Wilkinson L. (1999). The Grammar of Graphics, Springer Verlag, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/histograms-and-distribution-fitting-tutorial-in-excel?language=ja
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正規性の検定  
標本が正規分布に従っているとみなすことができるかを確認するには，このツールを使用す
る．分布の適合 ツールでも，正規分布のパラメータの推定を可能にするが，そこで提供される
検定は，ここで行うものほど適切ではない．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

標本が正規分布するという仮定は，統計学ではよくあることである．しかし，それが実際に本

当であるかを確認することは，しばしばなおざりにされている．たとえば，線形回帰で得られ
る残差の正規性はめったに検定されていない．それが，パラメータと予測値のまわりお信頼区

間の品質を左右するにもかかわらずである．

XLSTAT は，標本正規性の検定のために4つの検定を提供する：

Shapiro-Wilk 検定．これは5000 オブザベーションより小さな標本に最も適している；

Stephens (1974)が提案したAnderson-Darling 検定は，Kolmogorov-Smirnov 検定の改良版で，
分布のパラメータが未知で，推定しなければならない場合の正規分布を含む複数の分布に適し
ている；

Lilliefors 検定は， Kolmogorov-Smirnov 検定の改良版で，分布のパラメータ，平均および分散

が未知で，推定しなければならない正規分布の場合に適している；

Jarque-Bera 検定．これは値の数が多い場合により強力である．

標本が正規分布の従っているかをビジュアルに確認するために，P-P プロットと Q-Q プロット
を使用することができる：

P-P Pプロット（正規分布）： P-P プロット（Probability-Probabilityの略）は，標本の経験分布

関数と，同じ平均と分散で分布した正規分布の標本のそれとを比較するのに使用する．標本が
正規分布に従う場合，ポイントが平面の第1二等分線上に並ぶ．

Q-Q プロット（正規分布）：Q-Q プロット（Quantile-Quantileの略）は，標本の分位数と，同

じ平均と分散で分布した正規分布の標本のそれとを比較するのに使用する．標本が正規分布に
従う場合，ポイントが平面の第1二等分線上に並ぶ．
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

データ: 量的データを選択する．複数の標本が選択された場合，XLSTAT は，各標本の正規性検

定を独立に実行する．ヘッダーを選択した場合，"標本ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

重み: オブザベーションが重み付けされている場合，このオプションを有効にする．このオプ
ションが有効でない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効であることを確認する．

Shapiro-Wilk 検定: Shapiro-Wilk 検定を実行するには，このオプションを有効にする．

Anderson-Darling 検定: Anderson-Darling検定を実行するには，このオプションを有効にす
る．

Lilliefors 検定: Lilliefors検定を実行するには，このオプションを有効にする．

Jarque-Bera 検定: Jarque-Bera検定を実行するには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択されたデータ（データ，副標本，重み）の最初の行がラベルを含む場合，こ
のオプションを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

副標本: 標本識別子を含む列（列モード）または行（行モード）を選択するには，このオプシ
ョンを有効にする．このオプションを使用すると，副標本ごとに1つの検定が行われる．ヘッ
ダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去:

対応する標本について: 欠損値を持つ標本についてのみ，欠損値を持つオブザベーション
を無視するには，このオプションを有効にする．

すべての標本について: 選択されたすべての標本について，欠損値を持つオブザベーショ
ンを無視するには，このオプションを有効にする．

欠損値の推定: 標本の平均を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

P-P プロット: 分布正規に基づく Probability-Probability プロットを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

Q-Q プロット: 分布正規に基づく Quantile-Quantile プロットを表示するには，このオプション
を有効にする．

結果  

要求された各検定について，検定に関係する統計量が表示される．とくに，選んだ有意しきい
値で比較して検定の解釈にあとで使用するp-値が含まれる．

要求された場合，P-P および Q-Q プロットが表示される．

事例  
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標本の正規性の検定の方法についての事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのShapiro-Wilkおよびその他の正規性検定?language=ja
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Anderson T.W. and Darling D.A. (1952). Asymptotic theory of certain "Goodness of Fit" criteria
based on stochastic processes. Annals of Mathematical Statistic, 23, 193-212.

Anderson T.W. and Darling D.A. (1954). A test of goodness of fit. Journal of the American
Statistical Association, 49, 765-769.

D'Agostino R.B. and Stephens M.A. (1986). Goodness-of-fit techniques. Marcel Dekker, New
York.

Dallal G.E. and Wilkinson L. (1986). An analytic approximation to the distribution of Lilliefors's
test statistic for normality. Statistical Computing, 40, 294-296.

Jarque C.M. and Bera A.K. (1980). Efficient tests for normality, heteroscedasticity and serial
independence of regression residuals. Economic Letters, 6, 255-259.

Lilliefors H. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance
unknown. Journal of the American Statistical Association, 62, 399-402.

Royston P. (1982). An extension of Shapiro and Wilks’ W test for normality to large samples.
Applied Statistics, 31, 115-124.

Royston P. (1982). Algorithm AS 181: the W test for normality. Applied Statistics, 31, 176-180.

Royston P. (1995). A remark on Algorithm AS 181: the W test for normality. Applied Statistics,
44, 547-551.

Stephens M. A. (1974). EDF statistics for goodness of fit and some comparisons. Journal of the
American Statistical Association, 69, 730-737.

Stephens M. A. (1976). Asymptotic results for goodness-of-fit statistics with unknown
parameters. Annals of Statistics, 4, 357-369.

Shapiro S. S. and Wilk M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete
samples). Biometrika, 52, 3 and 4, 591-611.

Thode H.C. (2002). Testing for normality. Marcel Dekker, New York, USA.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEShapiro-Wilk%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E6%80%A7%E6%A4%9C%E5%AE%9A?language=ja


データ記述  122 再標本化  

再標本化  
量的変数の集合について，再標本手法（ブートストラップ，ジャックナイフ…）を用いて記述

統計量を計算するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

再標本手法は，計算能力の向上によるます一般化している．これはよく知られているノン･パラ
メトリック統計のアプローチである．原理はとても簡単である: 元の標本から無作為で新しい
標本を抽出し，統計量を再計算する．このステップをたくさん繰り返すと，標準誤差と信頼区

間を得るもととなる統計量の経験分布が得られる．

XLSTATを用いて，量的データについて選択された記述統計量にこれらの手法を適用すること
ができる． 3つの再標本手法が利用できる：

ブートストラップ : これはもっとも有名はアプローチである；これはEfron および
Tibisharni (1993)によって導入されました．これは，元の標本からの置き換えによる再標

本によって，ある推定量の標本化分布を推定するための統計手法である．標本の数を与

えなければならない．

置換なし無作為: 元の標本から副標本が無作為に抽出される．副標本のサイズを指定しな
ければならない．

ジャックナイフ: この標本化手順は，（サイズNの）元の標本への1つのオブザベーション
の除去に基づきます．各副標本はN-1 個のオブザベーションを持っていて，そのプロセ
スをN 回繰り返する．これは，ブートスラップよりロバス性に欠けます．

同時に複数の変数（または標本）を選択できるが，XLSTAT は，各標本のすべての記述等計量

を独立に計算する．

量的データの記述統計:

それぞれの重みが である 個の量的データ からなる標本

を考える．

Sum *: 値の重みつき合計は，次式で定義される:

{w  ,w  , … ,w  }1 2 n n {x  ,x  , … ,x  }1 2 n
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• 平均 *: 標本の平均は，次式で定義される:

• 分散(n) *: 標本の分散は次式で定義される:

注意 1: すべての重みが 1 の場合，分散は，平均への2乗偏差の合計を で割ったものであるの
が，この名前の由来．

注意 2: 分散 は，標本が全体母集団のよい代表であると仮定する分散のバイアス法推定であ
る．一方，分散  は，標本化に関係する近似を考慮に入れて計算される．

分散(n-1) *: 標本の推定分散は，次式で定義される:

注意 1: すべての重みが1 の場合，分散は，平均への2乗偏差の合計を で割ったものでる
のが，この名前の由来．

注意 2: 分散 は，標本が全体母集団のよい代表であると仮定する分散のバイアス法推定であ
る．一方，分散 は，標本化に関係する近似を考慮に入れて計算される．

標準偏差 (n) *: 標本の標準偏差は，次式で定義される: 

標準偏差 (n-1) *: 標本の標準偏差は，次式で定義される: 

中央値 *: 中央値 は，値の50% が より小さいところの値である．

第1・四分位 *: 第1・四分位 は，値の 25% が より小さいところの値として定義さ
れる．

第3・四分位 *: 第3・四分位 は，値の75% が より小さいところの値として定義さ
れる．

変動係数 *: この係数は，標本の平均が非ゼロである場合のみ計算される．これは
で定義される．この係数は，平均と比較した標本のバラツキを測定する．これ

は，尺度や平均が大きく異なる標本のバラツキを比較するのに使用される．

S =  w  x  

i=1

∑
n

i i

μ =  

S  W

S

s(n) =2
 

S  W

 w  (x  − μ)
i=1
∑
n

i i
2

n

(n)
(n − 1)

s(n − 1) =2
 

S  − S  /nW W

 w (x  − μ)
i=1
∑
n

i i
2

n − 1

(n)
(n − 1)

s(n)

s(n − 1)

Q2 Q2

Q1 Q1

Q3 Q3

CV =
s(n)/μ
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平均の標準誤差 *: この統計量は次式で定義される:

平均絶対偏差 *: この係数は，標準偏差または分散について，標本のバラツキ（または変

動）を測定する．これは次式で定義される:

中央絶対偏差 *: この統計量は，中央値への絶対偏差の中央値である．

幾何平均 *: この統計量は，すべての値が厳密に正である場合のみ計算される．これは次

式で定義される:

すべての重みが 1に等しい場合，次式が成り立つ：

幾何標準偏差 *: この統計量は，次式で定義される:

調和平均 *: この統計量は，次式で定義される:

(*)アスタリスクが付いている統計量は，オブザベーションの重みを考慮に入れる．

再標本化後に得られる統計量:

が先行する統計量であるとすると，再標本得順の間にこれはB 回計算される．ブートストラ
ップおよび置換なし無作為の場合，次式が成り立つ：

平均: これはB 個の標本での平均:

s  =μ  

 n − 1
s  n

e(μ) =  

S  W

 w  ∣x  − μ∣
i=1
∑
n

i i

μ  =G exp   w  Ln(x  )(
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ここで は，標本 についての の推定値．

標準偏差:

標準ブートストラップ信頼区間: これは次式で定義される:

ここで は，正規分布の パーセンタイルで， は信頼度．この区間のタイプは，
パラメータ分布による．

単純パーセンタイル信頼区間: 信頼区間の限界が， の経験分布の および パーセ
ンタイルを用いて得られる

バイアス修正パーセンタイル信頼区間: の経験分布のパーセンタイルを用いて得られるが，わ
ずかの差がある．これらの限界は， および と書く． が （元の標本の統計量の値）よ
り低い の比率であるとする． は，確率 で正規分布に関連づけられたパーセンタイルで
ある．すると:  および が成り立つ．このアプロ
ーチの詳細は， Efron and Tibshirani (1993) を参照．

ジャックナイフ :

平均:

ここで  は，オブザベーション なしの標本で得られる．

標準偏差r:

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．
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(Ŝ i μ̂∗ )
2

[S ± u  (S)]1−α/2 σ̂
∗

u 1 − α/2 1 − α

S α/2 1 − α/2

S

S  a  1 S  a  2 p S

S  i U  p p

a  =1 Φ(2u  +p u  )α/2 a  =2 Φ(2u  +p u  )1−α/2

 (S) =μ̂  

n

  

i=1
∑
n
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

量的データ: 記述統計量を計算したい量的データの標本を選択する．

手法: 使用したい再標本手法を選ぶ．

ブートストラップ: ブートストラップ手法を適用するには，このボタンをチェックする．

置換なし無作為: 置換なし無作為を適用するには，このボタンをチェックする．

ジャックナイフ: ジャックナイフ・アプローチを適用するには，このボタンをチェックす
る.

標本サイズ: 置換なし無作為の場合，副標本のサイズを入力する．

標本の数: ブートストラップと置換なし無作為の場合，標本の数を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択（量的データ，質的データ，副標本，および重み）の最初の行がラベルを含

む場合，このオプションをチェックする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする．このオ
プションをチェックしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．
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欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 標本の平均を用いて欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

量的データ: 計算した記述統計量のオプションを有効にする．解説の節で，さまざまな統計量

を説明している．

すべて: すべてを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてを非選択するには，このボタンをクリックする．

垂直表示: 記述統計量の表を垂直に（記述統計量ごとに1行で）表示するには，このオプ
ションをチェックす\る．

信頼区間: 信頼区間のサイズを （%で）入力する．

標準ブートストラップ信頼区間: 標準ブートストラップ信頼区間を表示するには，このオプシ
ョンを有効にいてください．

単純パーセンタイル信頼区間: 単純パーセンタイル信頼区間を表示するには，このオプション
を有効にする．

バイアス修正パーセンタイル信頼区間: 修正されたパーセンタイル信頼区間を表示するには，
このオプションを有効にする．

再標本化統計量: 再標本化統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

再標本データ: 再標本されたデータを表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

については，密度関数が表示される．

バー: ヒストグラムを区間ごとのバーで表示するには，このオプションを選ぶ．

連続線: ヒストグラムを連続線で表示するには，このオプションを選ぶ．

累積ヒストグラム: 標本の累積ヒスグラムを表示するには，このオプションを有効にする．

ヒストグラムに基づく: ヒストグラムと同じ区間定義で累積ヒストグラムを表示するに
は，このオプションを選ぶ．

経験累積分布: 標本の実際の経験累積分布に一致する累積ヒストグラムを表示するには，
このオプションを選ぶ．
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ヒストグラムの縦座標: ヒストグラムに使用する量を選ぶ：密度，度数，または相対度数．

結果  

要約統計: この表は，選択された標本について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均，および標準偏差を表示する．

再標本化: この表は，選択された統計量について，最標本化で得られた平均，標準誤差，およ
び信頼区間を表示する．

再標本化統計量: この表は，B 個の標本のそれぞれについて，最標本化統計量を表示する．

再標本データ: この表は，元のデータを再標本化して得られたB個の標本を表示する．

ヒストグラム: ヒストグラムが表示される．もし必要であれば，線の色，尺度，タイトルを
Excel グラフと同様にして変更できる．

区間の記述統計: この表は，各区間について，その下限，上限，度数（区間内の標本の値の
数），相対度数（値の数を標本中の値の合計数で割ったもの），および密度（区間のサイズに
対する度数の比率）を表示する．

事例  

ブートストラップの適用方法を示す事例が，Addinsoft ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのブートストラップ統計量?language=ja

参考文献  

Efron B. and Tibshirani R.J. (19 93). An introduction to the bootstrap, Chapman & Hall / CRC.

Good P. ( 2006). Resampling methods. A guide to data analysis. Third Edition. Birkhäuser.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E7%B5%B1%E8%A8%88%E9%87%8F?language=ja
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類似度/非類似度行列 (相関, ...)  
データ表の行または列間の近接指標を計算するには，このツールを使用する．このツールの使

用の最も伝統的な事例は，量的変数間の相関行列または共分散行列を計算することにある．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，行（通常はオブザベーション）または列（通常は変数）のいずれかにあるオブ
ジェクトの系列間のさまざまな近接測度を提供する．

相関係数は，変数間の類似性の測度である：より類似した変数は，より高い相関係数になる．

類似度と非類似度

2つのオブジェクト間の近接度は，それらがどの点で類似（類似度）または非類似（非類似

度）しているかを測定することによって測定される．

提供される指標は，データの性質による：

量的データ:

量的データからの計算によって提案される**類似度**係数は，次のとおりである： Cosine, 分散

(n-1), 分散(n), イナーシャ, Gower係数, Kendall相関係数, Pearson相関係数, Spearman相関係

数．

量的データからの計算によって提案される **非類似度 **係数は，次のとおりである：
Bhattacharyaの距離, Bray とCurtisの距離, Canberraの距離, Chebychevの距離, Chi²距離, Chi²メ
トリック, 弦距離, 2乗弦距離, ユークリッド距離, 測地的距離, Kendallの非類似度, マハラノビス
の距離, マンハッタン距離, 落合指標, Pearsonの非類似度, Spearmanの非類似度．

バイナリ・データ:

バイナリ・データからの計算によって提案される**類似度**および**非類比度**単純な変換が
可）係数は，次のとおり： Dice 係数（Sorensen 係数とも云う）, Jaccard係数, Kulczinski 係
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数, Pearson Phi, 落合係数, Rogers & Tanimoto 係数, Sokal & Michenerの係数（単純なマッチン
グ係数）, Sokal & Sneathの係数 (1), Sokal & Sneathの係数 (2).

質的データ:

質的データからの計算によって提案される**類似度**係数は，次のとおり： 共起, 一致度

（Percent agreement）．

質的データからの計算によって提案される**非類似度**係数は，次のとおり：不一致度

（Percent disagreement）

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

データ: P 個の記述子によって記述されるN 個のオブジェクトからなる表を選択する．列ヘッダ
が選択された場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認する．

データ・タイプ: 選択されたデータの種類を選ぶ． 注意 (1): 選択データ・タイプが « バイナ
リ» で，入力データがバイナリでない場合， XLSTAT は，それらを自動でバイナリに変換（0
に等しくないすべての値を1 に置換）するかどうかを訊ねます．

注意 (2): 選択されたデータ・タイプが « 質的 » の場合，実際のデータのタイプが何であろう
と，それらは質的とみなされる．

行重み: 行が重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオプションが有

効でない場合は，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならない． 列ヘッダが選

択された場合，"列ラベル"オプションが有効であることを確認する．

近接度タイプ: 類似度 / 非類似度: 使用する近接度の種類を選ぶ．データ・タイプと近接度タイ
プは，近接度行列の計算に可能な指標の一覧を決定する．
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注意: 伝統的な相関係数（Pearsonの相関係数とも云う)'を計算するには，データ・タイプ "量
的", "類似度" および"Pearsonの相関係数" を選ばなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，行ラベル，行重み，列重み）がラベルを
含む場合，このオプションを有効にする．

行ラベル: オブザベーション・ラベルが利用可能な場合は，このオプションを有効にする．そ
して，対応するデータを選択する．”列ラベル” オプションが選択されている場合，選択にヘッ
ダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルは，
XLSTATが自動的に生成する (Obs1, Obs2 …)．

近接度の計算:

列: 列間の近接度を測定するには，このオプションを有効にする．

行: 行間の近接度を測定するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない:欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索することにより，オブザベーションの欠損値を
推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

近接度行列: 近接度行列を表示するには，このオプションを有効にする．
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類似オブジェクトをフラグ: 近接度行列内の類似するオブジェクトを識別するには，このオプ
ションを有効にする．

類似オブジェクトをリスト: 類似オブジェクトの一覧を表示するには，このオプションを有効

にする．

非類似しきい値: オブジェとクトが類似しているとみなす指標のしきい値を入力する．選んだ
指標が類似度なら，この値がよい大きい場合に類似であるとみなされる．選んだ指標が非類似

度なら，この値が小さい場合に類似であるとみなされる．

Cronbachのアルファ: Cronbachのアルファ係数を計算するには，このオプションを有効にす
る．

Bartlettの球形検定: Bartlettの球形検定（Pearson の相関または共分散についてのみ)を計算す
るには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 球形検定の有意水準を入力する．

結果  

要約統計: この表は，標本の記述統計量を示す．

近接度行列: この表は，選んだ指標について，オブジェクト間の近接度を表示する．"類似オブ
ジェクトを識別" オプションが有効で，非類似度しきい値を超えている場合，類似オブジェク
トに関する値が太字で表示される．

類似オブジェクトのリスト: "類似オブジェクトを一覧" オプションがチェックされて，最低1対
のオブジェクトが，しきい値を超えた類似度を持つなら，類似オブジェクトの一覧が表示され
る．

事例  

非類似度行列を計算する方法の事例が，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの多次元尺度法-MDS-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Everitt B.S., Landau S. and Leese M. (2001). Cluster Analysis (4th edition). Arnold, London.

Gower J.C. and P. Legendre (1986). Metric and Euclidean properties of dissimilarity
coefficients. Journal of Classification, 3, 5-48.

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and Multivariate
Methods. Springer-Verlag, New York.

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A4%9A%E6%AC%A1%E5%85%83%E5%B0%BA%E5%BA%A6%E6%B3%95-MDS-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research. Third edition. Freeman, New York.
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双列相関  
一方が1つまたは複数の量的変数で，もう一方が1つまたは複数の質的バイナリ変数の間の双列

相関（biserial correlation）を計算するには，このツールを使用します．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，一方が1つまたは複数の量的変数で，もう一方が1つまたは複数の質的バイナリ
変数の間の双列相関（biserial correlation）を計算することができる．Pearson (1909)によって
導入された量的変数と質的変数の間の双列相関は，次式で与えられる:

ここで と  はバイナリ変数の2とおりの値で推定された平均で，  はすべてのデータで推

定された標本標準偏差（biased standard deviation）で， と はバイナリ変数の2つの値に対

応する比率 ( )である． Pearson 相関と同様，双列相関係数は， -1 と 1 の間の値

をとる． 0 は，無関係である（質的変数の2つのカテゴリでの量的変数の平均が同じ）．

XLSTAT は，得られた双列相関 r が0と異なるか否かを検定できる．

両側検定では，帰無仮説 H0 と対立仮説 Ha は以下のようになる：

H0: 

Ha: 

左側検定では，下記の仮説を使用する：

H0: 

Ha: 

右側検定では，下記の仮説を使用する：

H0: 

r =   

 σ̂n

(   −   )μ̂2 μ̂1
p  p  1 2

  μ̂1   μ̂2  σ̂n

p  1 p  2

p  +1 p  =2 1

r = 0

r  = 0

r = 0

r < 0

r = 0
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Ha: 

p値を計算する2つの方法がXLSTATによって提供されている．ユーザーは，大規模標本近似を
用いて計算されたp値と，モンテ・カルロ再標本化を用いて計算されたp値のいずれかを選ぶこ
とができる．2番目の手法が推奨されている．

大規模標本近似を用いてp値を計算するために，我々は以下の結果を用いる：

 が完全標本のサイズであるとすると，次式で定義される統計量は，

帰無仮説の下で自由度 を持つStudent分布に従う．

注意: XLSTAT_Biserial スプレッドシート関数は，量的変数とバイナリ変数の間の双列相関を計

算するのに使用できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

量的変数: 1つまたは複数の量的変数を選択するには，このオプションを有効にしてください．
列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認しください．

質的変数: 1つまたは複数の質的変数を選択するには，このオプションを有効にしてください．
列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認しください．

r > 0

n

t = r   1−r2
n−2

n − 2
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対照カテゴリ : 上記の計算でグループ2に割り当てたいカテゴリを選んでください．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションをチェックしてくださ
い．このオプションをチェックしない場合，重みは 1とみなされます．重みは，0以上でなけれ
ばなりません．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認

しください．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

変数ラベル: データ選択（変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含

む場合は，このオプションを有効にしてください．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選んでください（詳細は解説を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力してください（デフォルト値： 5%）

漸近p値: 漸近近似に基づいてXLSTAT にp値を計算させたい場合は，このオプションを有効に
してください（詳細は解説を参照）．

モンテ・カルロ法: モンテ・カルロ法に基づいて XLSTAT にp値を計算させたい場合は，このオ
プションを有効にして，実行するランダム置換（並べ替え）の数，または計算にかける最大時

間を選択してください．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にしてください．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にしてください．

対応する変数で: 欠損値を持つ変数のみで，欠損値を持つオブザベーションを無視するに
は，このオプションを有効にしてください．

すべての変数で: 選択されたすべての変数で，欠損値を持つオブザベーションを無視する
には，このオプションを有効にしてください．

出力 タブ:
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Descriptive statistics: Activate this option to display descriptive statistics for the selected
variables.

結果  

記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示します．量的変数

については，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差が表示されます．質的変数につ
いては，カテゴリとそのそれぞれの度数およびパーセンテージが表示されます．

そして，各対（量的変数，質的変数）についての双列相関が与えられます．p値がリクエスト
された場合は，それが表示されます．1つの量的変数と1つの質的変数で相関が計算された場合

のみ，検定の詳細が与えられます．

事例  

双列相関の計算の方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにあります：

<https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの双列相関チュートリアル?language=ja

参考文献  

Chmura Kraemer H. (1982). Biserial Correlation, Encyclopaedia of Statistical Sciences, Volume
1, Wiley, 276-279.

Pearson K. (1909). On a New Method of Determining Correlation between a measured
Character A and a Character B, of which only the Percentage of cases wherein B exceeds (or
falls short of) a given Intensity is recorded for each grade of A. Biometrika, 7, 96-105.

Richardson M.W. and Stalnaker J.M. (1933). A note on the use of bi-serial r in test research.
Journal of General Psychology, 8, 463-465.
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多重共線性の統計量  
変数間の多重共線性を識別するには，このツール使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

変数間に線形の関係性がある場合，それらは多重共線であると言う．これは，2つの変数間の
単純な共線性のケースの拡張である．たとえば，3つの変数 , および について，次の
ような式が書ける場合，それらは多重共線であると言う：

ここで と は実数である．

主成分分析 (PCA) は，データ中の多重共線性の存在を検出する（変数の数より小さい非ヌル係

数の数が多重共線性の存在を示す）が，重要な変数を識別することはできない．

多重共線性を検出して関与する変数を識別するには，各変数が他の変数の関数になるような線

形回帰をそれぞれ実行しなければならない．そして，次の計算をする：

各モデルの R2 ．R² が1 なら, モデルの従属変数（ ）と説明変数（ ）の間に線形の関

係がある．

各モデルの**許容度**．許容度（tolerance）は (1-R²) である．これは，変数のフィルタリ
ングするための基準として複数の手法（線形回帰，ロジスティック回帰，discriminant
factorial analysis ）で使用される．ある変数が，ある固定のしきい値より小さい許容度

（許容度は，すでにモデルに使用されている変数を考慮に入れて計算される）を持つ場

合，その寄与度が ごくわずかで，数値問題を引き起こすリスクがあるので，それをモデ
ルに入れることはできない．

VIF (Variance Inflation Factor) は，許容度の逆数に等しい． .

変数のグループ内の多重共線性の検出は，以下のような場合にとくに有用である：

データ内の構造を識別し，実践的な意思決定を行う（たとえば，生産ラインである変数

が，すでにすでに測定されている他の変数に強くリンクしているので，その変数の測定

X  1 X  2 X  3

X  =1 aX  +2 bX  3

a b

Y X
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をやめる）．

特定の計算での数値問題を避ける．特定の手法は，行列反転を用いる．ある の
行列の反転は，それが 階の（また正則）であれば計算可能である．より低い階の場合，

言い換えれば，その列との間に線形の関係があれば，それは特異（singular）であり，反

転はできない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/変数 表: N 個のオブザベーションと P 個の変数を持つ表を選択する．列ヘッ
ダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

変数ラベル: 選択の最初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする． このオ
プションをチェックしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

(p × p)
p
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欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を継続しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを消去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

R²: R-2乗を表示するには，このオプションを有効にする．

許容度（Tolerance）: 許容度を表示するには，このオプションを有効にする．

VIF: VIFを表示するには，このオプションを有効にする．

チャート  タブ:

棒グラフ: 以下の統計量の棒グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

R²

許容度（Tolerance）

VIF

結果  

結果は選択された変数の記述統計量，変数の相関行列，多重共線性の統計量（R², 許容度およ
び VIF）からなる．棒グラフは，他よりも多重相関している変数を見つけるために使用する．

許容度が 0 の場合，VIF は無限大の値を持ち，表示されない．

事例  

参考文献  

Belsley D.A., Kuh E. and Welsch R.E. (1980). Regression Diagnostics, Identifying Influential
Data and Sources of Collinearity. Wiley, New York.
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信頼性分析  
信頼性分析は，要素（アンケートの場合は質問）からなる測定尺度を評価するために使用でき
る．この手順は，尺度の信頼性を評価する複数の測度を計算し，その要素間の関係性に関する
情報も提供する ．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

信頼性分析はいろいろな分野で使用されるが、とくに社会科学でよく使用される．の用語は心

理統計学に由来する．したがって，我々は，複数の質問からなるテストを定義する．それらの
質問は要素（エレメント）と呼ばれる．それらの要素は、要因（因子），測定尺度，潜在変数

または概念とも呼ばれる均質な構成内で収集される．

1つの例として，グラフィカルなスキルが、測定の尺度の水準を測定したい要因だとする．信

頼性分析の目的は，この測定の尺度の信頼性を評価することであり，言い換えると，質問構成

は首尾一貫して同じことを測定する．グラフィカルなスキルの場合，勘に頼る質問は，尺度の
一貫性を引き下げるだろう．

統計家にとって，質問はしばしばリッカート尺度（Likert-type scale、レーティングの回答）で
測定された変数である．個人のグループで採取されたテストの結果は，個人/変数配列で収集さ
れる．信頼性分析も使用されそうな品質管理など，他の分野との互換性を確実にするために，
それらの配列はXLSTAT内でオブザベーション/変数でラベルづけされる． XLSTATに実装され
ている手法は、同じ現象に対応するさまざまな質問への結果が首尾一貫していることを確実に
することにより、尺度の内部（内的）一貫性を推定するために使用される。さらに、それら
は、2つの異なる時間に同じ個人に対して行われる2つのテストの間の信頼性も測定する。

“内部”分析は，尺度の内部一貫性に関する指標を提供することにより，どの要素が相関してい
るかを判断できるだけでなく，不要な要素を識別して，それらを除外することができる．

"折半信頼性"分析は，テストの2つの部分の間の同等性（平行形式の信頼性）を測定する．この
タイプの分析は，同じ手段と同じ人々を用いて，同じことを意味する項目の2つの類似する集

合で使用される．

Cronbachのアルファ

Cronbach(クロンバック)のアルファ指標 は，項目の集合がどれだけ密接に関連しているかとい
う内的一貫性を定量化する．それは尺度の信頼性であると見なされる．
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この指標（ギリシャ文字の«  »で表記）は、数学的には尺度の2つの等しい部分の間のすべて
の相関の平均に相当する．

素のCronbachのアルファの数式は次式で与えられる:

ただし， は尺度の 番目の項目で， は項目の合計数．

多くの論者は，0.65 から 0.8 の間の（またはより高い）最小アルファ係数を推奨す．0.5 より
も低いのは，通常，採用できないと考えられている．

XLSTAT XLSTATは、Cronbachのアルファを計算する前にすべての項目の値が標準化（中心

化・尺度化変数）された場合に得られるであろう信頼性に相当する標準化アルファ係数も提供

する．

標準化 Cronbachのアルファの数式は，次式で与えられる:

Guttmanの信頼性係数 (ラムダ 1-6)

6個の信頼性係数がある: L1 から L6．それらの4つ (L1, L3, L5 and L6) は，内部一貫性を推定す
るのに使用され、あとの2つ(L2 と L4)は，折半信頼性のために使用される:

L1: 他のラムダの計算で使用される中間の係数．

L2: 平行測定の場合に内部スコア相関を推定．これは，Cronbachのアルファよりも複雑で，テ
ストの真の信頼性をよりよく表現する．

L3: Cronbachのアルファに相当．

L4: Guttman 折半信頼性 （以下の説明を参照）．

L5: 他の項目がお互いに共変しないのに反して，1つの項目が他の項目と強く共変する場合に推

奨される．

L6: 項目重相関係数と比較して，項目間相関が低い場合に推奨される（要素の数が多いほどよ
りよい推定になる．

Spearman-Brown 信頼性 (折半モデル):

尺度の信頼性を計算するもう1つの方法は，それをランダムに2つの部分に分割することであ
る．もし尺度が完全に信頼できるなら，我々は2つの半分が完全に相関すること( )を期待

できる．信頼性が悪い場合は不完全な相関となる．折半信頼性は、Spearman-Brown係数の式

を用いて推定できる:

α

α =  ×
var  x  (

h

∑ h)

 cov(x  ,x  )
h  =h ′
∑ h h′

 

p − 1
p

x  h h p

α  =std  ×
p +  cor(x  ,x  )

h  =h ′
∑ h h′

 cor(x  ,x  )
h  =h ′
∑ h h′

 

p − 1
p

R = 1
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ここで はSpearman-Brown 折半係数で， は尺度の2つの半分の間の相関である．

2つが異なるサイズの場合、この係数のより正確な推定が使用される(Horstの式):

ここで はHorst 折半係数で， は尺度の2つの半分の間の相関で， は最初の部分の項目数

で， は2番目の部分の項目数で， は尺度内の合計の項目数である．

Guttman 折半信頼性 (折半モデル):

これは，Spearman-Brown折半係数に似ているが，2つの半分が持つ信頼性または分散が等しい
（タウ等価）とはみなさない．次式で計算される:

ここで は Guttman 折半信頼性係数 (L4)で， , ,  は合計の分散および検定のサブパー
トのそれぞれの分散である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y =  

1 + R

2R

Y R

H =  

2(1 − R )k  k  /k2
1 2

−R +  

2 R + 4R (1 − R )k  k  /k4 2 2
1 2

H R k  1

k  2 k

G =  

S  p
2

2(S  − S  − S  )p
2

p  1
2

p  2
2

G S  p S  p  1 S  p  2
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オブザベーション/アイテム 表: 個の項目で記述された 個のオブザベーションからなる表を
選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認す
る．

オブザベーション/アイテム 表(1): 個の項目で記述された 個のオブザベーション（第1折
半）からなる表を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であ
ることを確認する．

オブザベーション/アイテム 表(2): 個の項目で記述された 個のオブザベーション（第2折
半）からなる表を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であ
ることを確認する．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする． このオ
プションをチェックしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

信頼性のタイプ: 計算に使用する信頼性のタイプを選ぶ（より詳細は解説を参照）

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択（行変数および列変数，重み）の最初の行にラベルが格納されている場合

は，このオプションを選択する．

オプション タブ:

列挙法: 任意の入力尺度でGuttman L4 信頼性を最大化する最適折半を見つけるには，このオプ
ションを有効にする．これは初期テストの2つの部分でのあらゆる組み合わせをテストするこ
とにより実行される．

M大時間 (秒): 最適 Guttman L4 指標 (最大値)を探索するために，秒で最大遅延を設定す
るには，このオプションを有効にする．

高速 : より速く最適解を提供する最大探索アルゴリズムを使用（項目数がより多くなると
望ましい）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を継続しないようにするに
は，このオプションを有効にする． オブザベーションを消去: 欠損値を持つオブザベーション
を消去するには，このオプションを有効にする．

P N

P N1

P N2
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ペアワイズ除去: 計算に関わる変数が欠損値を持つ場合だけ，欠損値を持つオブザベーション
を除去するには，このオプションを有効にする．たとえば，2つの変数の間の相関を計算して
いる場合，2つの変数のうちの1つに対応するデータが欠損である場合，そのオブザベーション
だけを無視する．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 欠損値を対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）

を用いて推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: あるオブザベーションの欠損値をそのオブザベーションの最近傍を探索すること
によって推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

削除されたアイテム統計:その他からなる尺度との各要素の比較に関する統計量を計算して表示

するには，このオプションを有効にする．これらの統計量は，その要素が削除された場合，尺

度の平均と分散を含み，その要素が尺度から除去された場合，その要素とその他の合計の間の
相関，Cronbachのアルファを含み，その要素が尺度から削除された場合，GuttmanのL6および
削除さた要素とその他からなる尺度の間の決定係数(R²)を含む．

相関行列: 入力として与えられたオブザベーション/アイテム表に適用されたピアソン相関に対

応する相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

共分散行列: 入力として与えられたオブザベーション/アイテム表に関する共分散行列を表示す
るには，このオプションを有効にする．

Cronbachのアルファ: 全体尺度とサブ尺度について生および標準化されたCronbachのアルフ
ァを表示するにはこのオプションを有効にする（"折半モデル" 信頼性が選択されたときのみ)．

ガットマンの統計: Guttmanの信頼性指標を表示するには，このオプションを有効にする．

M良折半を表示: 最適Guttman L4 係数に対応する各分割を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

折半モデルの統計: 折半信頼性モデルに対応する信頼性指標を表示するには，このオプション
を有効にする（尺度の2つの折半間の相関，Spearman-Brown 係数またはHorst係数，入力とて
与えられた分割のGuttman 折半信頼性係数 (L4) ）

チャート タブ:

相関マップ: 相関行列の複数の可視化が提されている．

“青-赤” オプションは，低い相関を冷色で（青は-1に近い相関に使用)，高い相関を暖色で
（1 に近い相関を赤色で表示)表すことを可能にする．

“黒白” オプションは，正の相関を黒で，負の相関を白で表示（対角の1は灰色で表示)，ま
たは有意な相関を黒で， 0から有意に異ならない相関を白で表示するかのいずれかを可能

にする．
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“パターン” オプションは，正の相関を左から右に上がる線で，負の相関を右から左に上

がる線で表すことを可能にする．相関の絶対値が高いほど，線の間の空間が広くなる．

結果  

尺度 / 項目の相関行列と記述統計量が表示される．

Cronbachのアルファ / Guttmanの統計量は，入力として与えられた尺度の信頼性を推定し，一

方，削除されたアイテム統計は，各要素の取り消しの尺度の全体的信頼性での影響度に関する
有用な情報を提供する．

内部信頼性モデルは，折半信頼性分析がより良いと見なされる場合に使用できる最良分割の計

算を可能にする．

相関マップは，相関におけるあり得る構造を識別するために使用され，したがって，興味深い
相関を持つ要素を素早く識別できる．

事例  

パーソナリティ・テストのウェブサイトから収集されたデータに基づく事例が，Addinsoft のウ
ェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの信頼性分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Cronbach L. J. (1951). Coefficient Alpha and the internal structure of test. Psychometrika, 16
(3), 297-334.

Guttman L (1945) A basis for analyzing test–retest reliability. Psychometrika 10:255–282

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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分割表 (記述統計)  
このツールは，分割表でさまざまな記述統計量を計算するために使用する．カイ2乗検定がオ
プションで実行される．分割表での追加の検定が，“分割表での検定” セクションで利用でき
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

分割表は，2つのカテゴリ変数 V1 およびV2 の間の関係（または対応）を要約する効率的な方

法である．それは以下の構造を持つ：

 \ カテゴリ 1 … カテゴリ … カテゴリ 

カテゴリ 1  …

… … … … … …

カテゴリ … …

… … … … … …

カテゴリ … …

ここで は，変数 の特性 と変数 の特性 の両方を示すオブザベーションの度

数である．

カイ2乗距離は，2つのカテゴリ間の距離を測定するために提案された．カイ2乗距離の合計で
あるPearsonカイ2乗統計量は，行と列の独立性を検定するために使用される．Iは 

 の自由度で漸近的にカイ2乗距離を持つ．

イナーシャは，物理学からヒントを得た測度で，分割表を深く分析するために使用される手法

であるコレスポンデンス分析でよく使用される．ポイントの集合のイナーシャは，重心への2
乗距離の重みつき平均である．分割表の特定のケースでは，ポイントの集合（1つのポイント
が1つのカテゴリに対応）の合計イナーシャを，次式で書ける．

V  1 V  2 j m  2

n(1, 1) n(1, j) n(1,m  )2

i n(i, 1) n(i, j) n(i,m  )2

m  1 n(m  , 1)1 n(m  , j)1 n(m  ,m  )1 2

n(i, j) = n  ij V  1 i V  2 j

(m  −1

1)(m  −2 1)
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ここで は分割表の度数の合計である．イナーシャは，分割表で計算されたPearson カイ2乗統

計量に比例することがわかる．

ブートストラップ信頼区間

XLSTATは，分割表での各カテゴリの対の理論度数のブートストラップ信頼区間を得ることが
できる．これはセルごとの伝統的なカイ2乗の代替を提供する．

この手法は，以下のような方法である：

1. 分割表の値を用いて2つの質的変数によるデータセットを構築する．

2. 2つの変数のデータセットから独立にN 個のオブザベーションを無作為復元抽出で抽出す
る．

3. 新しいデータセットで分割表を構築する．

4. ユーザーが指定した回数だけ 2 と 3 を繰り返す．

5. 各カテゴリの対ごとに平均，標準誤差，信頼区間，パーセンタイル信頼区間を計算す
る．

信頼区間の外側に観察値を持つ対は，2つのカテゴリ間の有意な差を示す (Amiri et al. 2011)．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

ϕ =2
 =

n

χ2

   ,  with n  =
i=1

∑
m  1

j=1

∑
m  2

 

n2
n  n  i. .j

 −  (
n

n  ij

n2
n  n  i. .j )

2

i.  n   and n  =
j=1

∑
m  2

ij .j  n  

j=1

∑
m  1

ij

n
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

分割表: 分割表に対応するデータを選択する．行および列ラベルが含まれる場合， “ラベルを含

む” オプションがチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 行および列ラベルが選択されている場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

カイ2乗検定:行と列の間の独立性のカイ2乗検定の統計量と解釈を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

ブートストラップ信頼区間: 分割表のカテゴリの各ペアのブートストラップ信頼区間を表示す
るには，このオプションを有効にする．

標本数: ブートストラップ信頼区間を計算するために使用する標本の数を入力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続するのをやめるようにする
には，このオプションを有効にする．

欠損値を0に置換: 欠損値が 0 に相当するとみなす場合は，このオプションを有効にする．

欠損値を期待値に置換: 欠損値を期待値に置き換えたい場合は，このオプションを有効にす
る．期待値は，次式で与えられる：

ここで は行合計， は列合計，および は欠損値を置き換える前の表の総計である．

E(n  ) =ij  

n

n  n  i. .j

n  i. n  .j n
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出力 タブ:

組み合わせのリスト: 分割表を作成するのに使用した2つの変数の間のすべての可能な組み合わ
せと，対応する度数を一覧する表を表示するには，このオプションを有効にする．

分割表: 分割表を表示するには，このオプションを有効にてください． セルごとのイナーシャ:
分割表の各セルのイナーシャを表示するには，このオプションを有効にする．

セルごとのカイ2乗: 分割表の各セルのカイ2乗への寄与度を表示するには，このオプションを
有効にする．

セルごとの有意度: 各セルについて，実測値が理論値と等しい(=)か，またはより低い(<)か，よ
り高い(>)か，を示す表を表示し，さらに理論値と有意に異なるかどうかを決定するための検定

（完全な表と同じ合計度数と，目的のセルについて同じ周辺度数を持つ2x2分割表でのFisherの
正確検定）を実行するには，このオプションを有効にする．

観察度数: 観察された度数の表を表示するには，このオプションを有効にする．この表は，総

計も表示されていることを除いては，分割表とほぼ同一である．

理論度数: 分割表の周辺度数を用いて計算された理論的な度数を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 行: 分割表の値を各行の周辺度数で割って計算された比率またはパ
ーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 列: 分割表の値を各列の周辺度数で割って計算された比率またはパ
ーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 総計: 分割表の値を分割表のすべてのセルの合計で割って計算され
た比率またはパーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

生データ: オブザベーション/変数の表を意味する N 行と 2 列からなる生データを表示するに
は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

分割表の3D 表示: 分割表に対応する3D 棒グラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

分割表: 分割表チャートを表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 行: 比率またはパーセンテージ / 行 タブに関係すsるチャートを表

示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 列: 比率またはパーセンテージ / 列 タブに関係するチャートを表

示するには，このオプションを有効にする．

全グループ要約: 要約表の各グループに関連づけられたチャートを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

チャート・オプション:
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チャート・タイプ

グループ分け: モダリティごとにグループ分けされたバーでグラフを表示するに
は，このオプションを選ぶ．

積み重ねバー: 積み重ねバーでグラフを表示するには，このオプションを選ぶ．こ
れらのチャートは，副標本の度数を全標本のそれと比較するために用いられる．

棒グラフ

度数: 各バーに対応する度数を表示するには，このオプションを選ぶ．

パーセンテージ: 各バーに対応する集団の%を表示するには，このオプションを選

ぶ．

参考文献  

Amiri S.and von Rosen D. (2011). On the efficiency of bootstrap method into the analysis
contingency table. Computer methods and programs in biomedicine, 104(2), 182-187.
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インテリジェント・ピボット・テーブル  
個体を説明する変数の1つに対応する問題の現象を理解したり分析したりできるように最適化

されたダイナミック・ピボット・テーブルに，個体/変数の表を変換するには，このモジュール
を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

"インテリジェント・ピボット・テーブル"は，知的なピボット・テーブルを素早く作成するこ
とが可能なユニークなソリューションである．このツール は，応答変数に最も関連のある説明

変数を発見するためにCHAID アルゴリズムを使用した分類木に基づく．

ピボット・テーブル（または分割表，または2元表）は，2つの変数のすべての種類のカテゴリ
の交差について， サイズの母集団で観察された発生の総合的な表現である．

**ダイナミック・ピボット・テーブル**は，複数（2つ以上）の変数を考慮でき，表構造を階層

的に組織化することができる．この表は，ソフトウェアの機能により，階層間をナビゲートで
きて，特定の変数の特定のクラスに焦点をあてたビューを作成できるという意味において，ダ
イナミック（動的）であると言える．

このツール は，目的変数について最適化された構造のピボット・テーブルを作成することがで
きる．数値的連続または離散変数が，表の品質を最適化するのに寄与するクラスに，自動的に
スライスされる．

目的変数は，質的変数または量的変数が可能である．

このツール は，量的変数を離散化して，変数の寄与度を識別するために分類木を使用する（分

類木の章を参照）．動的なピボット・テーブル表現に適しているので，CHAID 法が使用され
る．

インテリジェント・ピボット・テーブルを実行すると，3つのダイアログ・ボックスが現れ
る：

- 最初のダイアログ・ボックスでは,データとわずかなオプションを選択する．

- 2つめのダイアログ・ボックスでは，ピボット・テーブルに使用したい次元を選択できる（4
個までの変数を選択できる）．変数の選択を助けるために，変数の説明力が表示される．その
目的のために，特別なスコアが使用される（解説を参照）．

N
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この機能 は，複数のオプションを提供する．ただし、デフォルトのオプションが最も良い結果

を与えると思われる．たとえば，量的説明変数の離散化のために外部的な手法を選ぶことがで
きる．生成される木の複雑さの観点から，必要とされるより良い適合を得るための感度指標も
利用可能である．

探索的変数スコア指標

応答変数での変数の寄与度を計算するために，ある指標が使用される．それは応答変数の種類

によって異なる．

**量的応答変数**の場合，各変数（量的変数または質的変数）のスコア指標は， Breiman ら.
(1984)が定義するように，次式となる:

ここで , ここで と  は，調査されるノードを分離して2つのノードであ

り， はツリーであり， 

.

重み は次式で計算される: , はリーフに関係するオブザベーションの数

で， は調査されるノードに関係するオブザベーションの数である．

**質的応答変数**の場合，各変数（量的変数または質的変数）のスコア指標は， Breiman ら
(1984)が定義するように，次式となる:

ここで  ここで と は調査されるノードを分離して2つのノー

ド で ， は ツ リ ー で あ り ，  

.

重み は次式で計算される: , はリーフに関係するオブザベーションの数

で， は調査されるノードに関係するオブザベーションの数である．確率は，各リーフでの応

答変数のモダリティ の確率である．

ツリーに関係する感度指標

分類木の構築には，多数のパラメータ（最大深度，リーフ・サイズ，グルーピングおとびセパ
レーションのしきい値など）が必要である． インテリジェント・ピボット・テーブルの使用を
簡素化するために，感度指標が開発された．それは 0 から 1 の間の値をとる．
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この指標が0に近いと，ツリーの構築は，小さな差に対してあまり敏感ではなくなる．量的変

数の離散化の区間数がより少なくなり，ツリーのサイズが小さくなる． したがって，それはピ
ボット・テーブル内で明らかにされる寄与度が最強となる．

この指標が 1に近いと，ツリーの構築は，小さな差に対して非常に敏感になる．量的変数の離

散化の区間数がより多くなり，ツリーのサイズが大きくなる．すべての寄与度が，ピボットテ
ーブル内で明らかにされる（しかし，しばしば多すぎる）．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 応答変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数が選択された場合，XLSTAT は，
各変数について別々に計算を実行する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプション
が有効であることを確認する．

選択した応答変数のタイプを選ぶ：

量的変数: このオプションを選択する場合，量的変数を選択しなければならない．

質的変数: このオプションを選択する場合，質的変数を選択しなければならない．そし
て，ピボット・テーブルの結果に使用する ターゲット・カテゴリを使用しなければなら
ない．応答変数のカテゴリのリストのある新しいボックスが右側に現れる．

X / 説明変数

量的変数: モデルに1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして，対応する変数を Excel ワークシートで選択する．選択されるデータは，数値タ
イプが可能である．変数ヘッダが選択された場合は，"変数ラベル" オプションが有効になって
いることを確認する．
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質的変数: モデルに1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして，対応する変数を Excel ワークシートで選択する．選択されるデータは，どのタ
イプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選択された
場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする． このオ
プションをチェックしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（応答変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選ぶ．”変数ラベル” オプションが有効になっている場合，

選択中にヘッダを含める必要がある．このオプションを有効にしない場合，オブザベーショ
ン・ラベルは，XLSTATによって自動的に生成される (Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

感度: 感度パラメータの値を入力する．これが1に近いと，分類木が大きくなる．これが 0 に近

いと，分類木が小さくなる．詳細な説明については，この章の解説を参照する．デフォルト値

は， 0.5 である．

離散化 – 量的変数: このオプションは，量的変数が選択された場合のみに可能である．

自動: ツリー・アルゴリズム内で自動の離散化を使用するには，このオプションを有効に
する（これがデフォルトのオプションである）．

一定幅: 等しい幅の区間を用いて量的変数を離散化するには，このオプションを有効にす
る．

等頻度: 等しい度数の区間を用いて量的変数を離散化するには，このオプションを有効に
する．

ユーザー定義: ユーザーが定義する区間を用いて量的変数を離散化するには，このオプシ
ョンを有効にする．

欠損値 タブ:



データ記述  156 インテリジェント・ピボット・テーブル  

オブザベーションを消去: 欠損値を持つオブザベーションを消去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索することにより，オブザベーションの欠損値を
推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

離散化: 離散化された説明変数を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与度: 寄与度の表と対応するグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

ピボット・テーブル: ダイナミック・ピボット・テーブルを表示するには，このオプションを
有効にする．

結果  

記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．量的変数につ
いて，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（バイアス）が表示される．応答変数を含

む質的変数については，カテゴリとそれらの度数，パーセンテージが表示される．

次の表は，**離散化された説明変数**を示す．

次の表は**変数寄与度** （原，% 相対および累積寄与度）を示す．この表は，どの変数が，目

的変数により大きな影響を持つかを素早く知ることができる．寄与度の棒グラフも表示され
る．このヒストグラムは，必要に応じて修正できる Excel チャートである．

最も重要な結果は，**ダイナミック・ピボット・テーブル**である．各セルは，説明変数の値

のユニークな組み合わせに対応する．それは，以下の4つの値で説明される．これらは，ユー
ザー・プリファレンスで，表示するかしないかを決定できる：

目的平均: 質的変数の場合，応答変数の目的勝てカテゴリが存在するケースのパーセンテ
ージ；連続変数の場合，亜母集団で計算された目的変数の平均；

目的サイズ: 質的変数の場合，応答変数の目的カテゴリが発生するかウント；連続変数の
場合，組み合わせに対応する亜母集団で計算された目的変数の合計；

母集団サイズ %: 組み合わせに対応する全体母集団のパーセンテージ；

母集団サイズ: 組み合わせに対応する母集団サイズ．

事例  
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米国での国勢調査で収集されたデータに基づく事例が，Addinsoft のウェブサイトで永続的に利

用できる．ダウンロードは，こちら：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのインテリジェント -ピボット -テーブルの作成 ?
language=ja

参考文献  

Breiman, L. , Friedman, J.H., Olshen, R. A. and Stone, C.J. (1984) . Classification and
regression tree, Chapman & Hall.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%94%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90?language=ja
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データ可視化  
散布図  
2次元 または 3次元プロット（3番目の次元はポイントのサイズで表現），さらには4次元プロ
ット（質的変数が選択可能）を作成するには，このツールを使用する．このツールは，同時に
作成される2次元プロットの系列の調査を可能にするプロットのマトリックスを作成すること
にも使用できる．

注意: XLSTAT-3DPlot は，第3軸上でデータを表現できるたくさんのオプションのおかげで，よ
りインパクトのあるプロットを作成できる．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

事例

参考文献

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

X: このフィールドでは，X軸方向の座標として使用するデータを選択する．
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Y: このフィールドでは，Y軸方向の座標として使用するデータを選択する．

Z: グラフ上のポイントのサイズを決定する値を選択するには，このオプションをチェックす
る．

バブルを使用: MS Excel バブルのチャートを使用するには，このオプションをチェック
してくだい．

グループ: 各オブザベーションが属するグループの識別子に対応する値を選択するには，この
オプションをチェックする．グラフ上のポイントの色はグループによる．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（X, Y, Z,グループ，重みおよびオブザベーション・ラベル）が
ラベルを含む場合は，このオプションをチェックする．

オブザベーション・ラベル: 利用可能な行ラベルを使用したい場合は，このオプションをチェ
ックする．このオプションをチェックしない場合，ラベルは自動で作成される（Obs1, Obs2,
など）．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションをチェックする．この
オプションをチェックしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

オプション タブ:

プロットの行列: 行に Y-変数および列にY-変数の2元表の形式であるべての可能な変数の対の組

み合わせを表示するには，このオプションをチェックする．

ヒストグラム: X および Y 変数が同一であれば，X/X プロットの代わりにXLSTAT がヒス
トグラムを表示するようにするには，このオプションを有効にする．

Q-Q プロット: X および Y 変数が同一であれば，X/X プロットの代わりにXLSTAT がQ-Q
プロットを表示するようにするには，このオプションを有効にする．

度数: グラフ上の各ポイントについて度数を表示するには，このオプションをチェクする．

>1の場合のみ: 厳密にゼロより大きい度数のみを表示させたい場合は，このオプションを
チェックする．
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信頼楕円: 信頼楕円を表示させるには，このオプションを有効にする．信頼楕円は，縦座標と
横座標で表現される変数と同じ平均，同じ共分散を持つ2変数正規分布についての95%信頼区

間と一している．

リジェンド: チャート・リジェンドを表示するには，このオプションをチェックする．

Onglet 色 :

グループの数  : 各グループの色を選ぶには，このオプションを有効にする．そして，一般タブ
で選択した変数グループのモダリティの数を入力する．

グループ  : 各グループに別々の色を選ぶには，ここをクリックする．

事例  

散布図の使用に関するチュートリアルが，XLSTAT のウェブサイトの下記のページにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの散布図チュートリアル?language=ja

参考文献  

Chambers J.M., Cleveland W.S., Kleiner B. and Tukey P.A. (1983). Graphical Methods for Data
Analysis. Duxbury, Boston.

Jacoby W. G. (1997). Statistical Graphics for Univariate and Bivariate Data. Sage Publications,
London.

Wilkinson L. (1999). The Grammar of Graphics, Springer Verlag, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%A3%E5%B8%83%E5%9B%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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確率プロット  
標本が特定の分布に従う集団から得られたものかどうかを視覚的に管理できる確率プロットを
作成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

確率プロット（Probability plots）は，古い手法(Hazen、 1914)で，とくに印刷された確率紙の
使用とともに、広く用いられてきた．これは，ある標本が任意の分布に従うかどうかを視覚的

に管理するのに有用である．

XLSTATのどの分布でも使用できる（ヒストグラム・ツールで完全なリストを見ることができ
る）．プロットを作成する前に，分布の適合を行える．最もよく適合する分布をXLSTATによ
って自動で選ぶことができ，または，ユーザーが特定の分布を選択することもでき，そして，
パラメータの投入を選ぶか，または，XLSTATにそれを推定させることもできる．

{ , , …, } を  に従うと仮定されるサイズ n の標本の順序統計量とする．確率プロ
ットを構築するために、 に対して がプロットされる。ここで  は の推定値

で，いわゆるプロット位置である． を計算するために複数のアプローチが提案されてきた．
XLSTATは以下のオプションを含む:

Blom (1958): ,

Hazen (1914): ,

Weibull (1939): ,

Filliben (1975): 
.

XLSTATは，モンテ・カルロ・シミュレーションを用いて任意の分布の推定順序統計量を計算

する可能性も提供する．モンテ・カルロ・シミュレーションは，XLSTATで信頼区間を計算す
るためにも使用される．漸近信頼区間も利用可能である (Chambers, 1983)．

ダイアログ・ボックス  

x  1 x  2 x  n F (x)
F (p  )−1

i x  i p  i F (x  )i
p  i

p  =i (i − 0.375)/(n + 0.25)

p  =i (i − 0.5)/n

p  =i i/(n + 1)

p  =1 1 − 0.5 /p  =n
n 0.5 /p  =n

i (i − 0.3175)/(n + 0.365) (1 <
i < n)
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: 確率プロットを計算して表示したいデータを選択する．標本ヘッダが選択されている
と，"標本ラベル"オプションが有効であることを確認する．

重み: オブザベーションが重みづけされているなら，このオプションをチェックする．このオ
プションをチェックしていない場合，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならな
い．列ヘッダが選択されているなら，"標本ラベル"オプションが有効になっていることを確認

する．

副標本: 各オブザベーションでの副標本の名前またはインデックスを示す列を選択するには，
このオプションをチェックする．

色のみ: 副標本の情報が確率プロット上で色データにのみ使用されるべきなら，このオプ
ションを有効にする．それ以外は，各副標本で確率を別々に計算するために，それが使

用される．.

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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表保温ラベル: データ選択（データ，重み，副標本）の最初の行がヘッダを含むなら，このオ
プションを有効にする．

オプション タブ:

分布: 適合や適合度検定で使用する確率分布を選ぶ，提供される分布に関するより詳細は，分

布の適合機能の解説を参照．**自動**オプションは，XLSTATに最もよく適合する分布を識別

（Kolmogorov-Smirnov検定を使用）させることができる．

パラメータ: 分布のパラメータを**入力**するか，それらを**推定**するかを選ぶことができ
る．パラメータを入力することを選ぶと，それらの値を入力しなければならない．

推定 方法: 選ばれた分布のパラメータの推定方法を選ぶ．

モーメント: モーメント法を使用するには，このオプションを有効にする．

M大尤度法: 最大尤度法を用いるには，このオプションを有効にする．そして，それに達

するとアルゴリズムが収束したことを意味する**収束**限界値を変更できる．デフォルト
値: 0.00001．

手法: プロット位置を計算するために使用したい手法を選択する（詳細は解説を参照）．手法

がモンテ・カルロの場合，シミュレーションの回数とシミュレーションに吸い痩せる最大時間

を指定できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去:

対応する標本について: 欠損値を持つ標本についてのみオブザベーションを無視するに
は，このオプションを有効にする．

すべての標本について: 選択されたすべての標本について欠損値を持つオブザベーション
を無視するには，このオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．
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チャート タブ:

対数尺度: 確率プロットに対数尺度を使用するには，このオプションを有効にする．

横軸=観察値: 観察値が横軸に対応するようにするには，このオプションを有効にする．

%を表示: プロット位置に使用する軸の尺度として累積%を使用するには，このオプションを有

効にする．

信頼区間: 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．. The value you enter
(between 1 and 99), in **パーセンテージ**で入力する値（1から99）は，推定された値の信頼区

間を決定するのに使用される．デフォルト値は95．

パーセンタイル: このオプションを有効にして，チャートに表示したい4つのパーセンタイルを
選択する．

分位点: このオプションを有効にして，チャートに表示したい4分位を選択する．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．量的変数につい
ては，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）が表示される．応答変数を含む質

的変数については，カテゴリとそれぞれの度数およびパーセンテージが表示される．

データに分布が適合されると，適合の結果および推定された分布のパラメータが表示される．

そして，確率が表示され，ダイアログ・ボックスで対応するオプションが選択されていると信

頼区間が表示される．

事例  

XLSTATによる確率プロットの作成方法を示す事例が次のリンクにある:

Excelでの確率プロット-チュートリアル

参考文献  

Blom G. (1958). Statistical Estimates and Transformed Beta Variables. John Wiley, New York.

Chambers J.M., Cleveland W.S., Kleiner B. and Tukey P.A. (1983). Graphical Methods for
Data Analysis. Duxbury, Boston.

Cunname C. (1978). Unbiased plotting positions - A review. Journal of Hydrology, 37, 205-222.

Filliben J.J. (1975). The probability plot correlation coefficient test for normality. Technometrics,
17, 111-117

Hazen A. (1914). Storage to be provided in the impounding reservoirs for municipal water
supply. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 77, 1547-1550.

Kimball B.F. (1960). On the choice of plotting positions on probability paper. Journal of the
American Statistical Association, 55, 546-560.
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Looney S.W. and Gulledge T.R. (1985). Use of the correlation coefficient with normal
probability plots. Am. Stat., 39(1), 75-79.

Royston J. P. (1982). Algorithm AS 177: Expected normal order statistics (exact and
approximate). Journal of the Royal Statistical Society. Series C, 31(2), 161-165.

Weibull W. (1939). The phenomenon of rupture in solids. Ingeniors Vetenskaps Akademien
Handingar, 153, 17.
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モーション・チャート  
複数の変数の時間的な進展を探索するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

通常，1つの変数の時間的な進展を可視化したいとき，その変数の値がY 軸に，X 軸上の時間の
関数としてプロットされる．このタイプの表現では，一度に1つの進展のみに限定される．さ
まざまなオブザベーションで複数の変数が探索される場合，複数のチャートが必要になる．
XLSTAT モーション・チャートは，単一の動的なチャートに，さまざまなオブザベーションで
時間的に計測された複数の変数（3つまで）の進展を探索できるようにして，この問題を解決

する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

X: このフィールドでは，X軸に沿う座標として使用されるデータを選択する．

Y: このフィールドでは， Y軸に沿う座標として使用されるデータを選択する．

時間: このフィールドでは，日付または時間データ，または時系列のオブザベーションに対応

する何らかの数値的指標を選択する．

グループ: このフィールドでは，各オブザベーションが属するグループを示すデータを選択す
る．

サイズ: チャート上のポイントのサイズを決定する値を選択するには，このオプションをチェ
ックする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（X， Y， Z，グループ，サイズ）がラベルを含む場合は，この
オプションをチェックする．

欠損ポイントを補間: 欠損ポイントの前と次の座標の平均で，欠損ポイントの座標を推定する
には，このオプションをチェックする．

平滑化: 各時間ステップ間のよりスムーズな動的進展を生成するために，連続する2つの日付の
間の中間のポイントの位置を表示するには，このオプションをチェックする．

レジェンド: ポイントのサイズによって，サイズの最小値と最大値のレジェンドを表示するに
は，このオプションをチェックする．

欠損値 タブ:

欠損データを採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を続行しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損データを持つオブザベーションを除去するには，このオプショ
ンを有効にする．

前と次の値の平均に置換: 前側の一番近い非欠損値と後側の一番近い非欠損値の平均で，欠損

データを推定するには，このオプションを有効にする．

モーション・チャート上のボタン  
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: チャートの下部のスクロール・バーは，時間変数の値を変更して，さまざまな時間でのポ
イントの位置を表示できるようにする．

: 時間変数の値を自動的に減少させるには，このボタンをクリックする．

: チャート上のポイントの動きを停止させるには，このボタンをクリックする．

: 時間変数の値を自動的に増大させるには，このボタンをクリックする．

: ポイントの移動のスピード（1とても遅いから10 とても速いまで) を設定するには，このボ
タンをクリックする．

事例  

モーション・チャートの生成に関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのモーション-チャートのチュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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棒グラフ・レース  
オブザベーションの複数のグループで量的変数の時間的推移を可視化するには，このツールを
使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

さまざまなグループ（カテゴリ）で変数の値を可視化するために，我々はしばしばこのチャー
トを使用する．各バーの高さは，任意のグループで測定された変数の値を表する．しかしなが
ら，変数が異なる時間に測定された場合，従来の棒グラフは時間的推移位を示すのに使用でき
ないでした．このようなときに，棒グラフ・レースが便利になってきます．これは単一の動的

グラフで変数の時間的推移を可視化することができる．

2つのオプションがある．各時間区間で生データを示すか，累積データを表示するかを選ぶこ
とができる．累積データの表示は，たとえばカウント・データにとても有用であろう．

時間 で任意のグループにデータがない場合，表示される値は，そのグループの前の時間の値

になる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

t
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

データ: 棒グラフに可視化したい量的変数を選択する．

時間: 日付または時間データ，または時系列に対応する数値変数を選択する．

グループ: 各オブザベーションが属するグループ識別子を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択(日付，時間，グループ) の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプ
ションを有効にする．

オプション タブ:

バーの位置:

固定位置:

M小を下部に: 最新の最も低い値を持つグループがグラフの下部に表示される．

M大を下部に : 最新の最も高い値を持つグループがグラフの下部に表示される．

アルファベット順に並べ替え :アルファベット順でグループが表示される．

色:

個別色: 各グループが異なる色で表示される．

カラースケール: 最新の最も高い値を持つグループが暗い赤色で表示されるように，グラ
デーションのカラースケールが使用される．
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データ:

累積: 各時間区間 で表示される値は，時間 の時点にデータ内に存在する値プラス時間 
での値になる．

生データ: 各時間区間で表示される値は，データ中に存在する値に一している．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

前の値を使用: 時間 の欠損データを時間 に存在する値に置き換えるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

棒グラフ・レースでのボタン  

: グラフの下部のスクロール・バーは，時間変数の値を変更して，特定の日付でのバーを表

示することを可能にする．

: 時間を巻き戻すには，このボタンをクリックする．

: 棒グラフ・レースのアニメーションを止めるには，このボタンをクリックする．

: 時間を前に進めるには，このボタンをクリックする．

: アニメーションのスピードを設定するには，このボタンをクリックする ( 1 とても遅い - 10
とても速い)．

事例  

棒グラフ・レースの生成に関するチュートリアルが Addinsoftのウェブサイトにある :

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの棒グラフ-レース-チュートリアル?language=ja

t t

t − 1

t t − 1

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%A3%92%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95-%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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平行座標プロット  
多次元データ（ 個の量的変数と 個の質的変数で記述される)を単一の2次元のグラフで可視

化するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

参考文献

解説  

この可視化手法は，グループを発見したり検証する必要のある場合のデータ分析に便利であ
る．たとえば，凝集型階層クラスタリング (AHC)のあとに使用するとよいであろう．

個の量的変数と 個の質的変数で記述される 個のオブザベーションを考えると，グラフ
は，各変数を表す 個の垂直軸と，各変数に対応する 本のラインからなる．ライ
ンは，そのオブザベーションがその軸に対応する値のところで軸と交差する．

オブザベーションの数が多過ぎる場合，可視化があまり効率的でないか，またはExcel の制約

（最大255 個のデータ系列)のため不可能になるかもしれない．その場合，無作為抽出オプショ
ンを用いることを推奨する．

Excelの制限 (最大255データ系列)のため，255個のオブザベーションを超える表現ができな
い．より多くのオブザベーションを選択する場合，まず255個だけが表示される．また，たく
さんのオブザベーションがある場合，グラフは素早く判読するのが難しくなるかもしれない．
このため，XLSTATはすべてのオブザベーションを表現するのではなく，情報を要約した記述

統計を表現できるようになっている．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

p  1 p  2

p  1 p  2 n

p = p  +1 p  2 n
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

量的データ: 記述統計量を計算したい量的データの標本を選択するには，このオプションを有

効にする．

質的データ: 記述統計量を計算したい質的データの標本を選択するには，このオプションを有

効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効にする．このオプ
ションを有効にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならない．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

グループ: 各オブザベーションが属するグループの識別子に対応する値を選択するには，この
オプションを有効にする．グラフでのポイントの色は，グループによって異なる．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択したデータ（量的データ，質的データ，重み，グループおよびオブザベーシ
ョン・ラベル）の最初の行にラベルが含まれる場合は，このオプションをチェックする．

オブザベーション・ラベル: 利用可能なライン・ラベルをしようしたい場合は，このオプショ
ンをチェックする．このオプションをチェックしない場合，ライン・ラベルは，自動的に作成

される（Obs1, Obs2など）．列ラベルが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であ
ることを確認する．

オプション タブ:
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表示タイプe:

オブザベーションごとに1本の線: 可能な限りたくさんのラインを表示するには，このオ
プションを有効にする（Excelの制限により最大は250）．

記述統計の線を表示: 以下の統計量のラインのみを表示するには，このオプションをチェ
ックする:

M小とM大

中央値

M初の分位点 (%): 最初の四分位の値を入力する（デフォルトは2.5% ）

2番目の分位点 (%):2番目の分位点の値を入力する（デフォルトは97.5% ）．

M頻値(質的変数)

量的データ:

生データ: 量的変数の生データを使用するには，このオプションを有効にする．Y軸の尺

度は，すべての変数の最小と最大の間である．

尺度変更: すべての変数が，0 (最小)と 1 (最大)の間の同じ尺度で表現されるようにする
には，このオプションを有効にする．

異なるY軸: 各Y軸が関係する変数に適応した尺度を持つようにするには，このオプショ
ンを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．もし欠損値があると，
それらはチャートに表示されない．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するにはこのオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて，欠損値を推定

するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

事例  

平行座標プロットの生成に関するチュートリアルが次のアドレスでAddinsoftのウェブサイトに
ある:
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https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの平行座標可視化チュートリアル?language=ja

参考文献  

Inselberg A. (1985). The plane with parallel coordinates. The Visual Computer, 1, pp. 69-91.

Eickemeyer J. S., Inselberg A., Dimsdale B. (1992). Visualizing p-flats in n-space Using
Parallel Coordinates. Technical Report G320-3581, IBM Palo Alto Scientific Center.

Wegman E.J. (1990). Hyperdimensional Data Analysis Using Parallel Coordinates. J. Amer.
Statist. Assoc., 85, 411, pp 664-675.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E5%BA%A7%E6%A8%99%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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三角ダイアグラム  
座標の合計が一定となるような制約を持つ3次元空間での座標を持つポイントの集合を三角形

内で表現する三角ダイアグラムを作成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

この可視化手法は，たとえば，化学や岩石学など，比率が変化する3つの要素で作業するドメ
インでとくに便利である．

このツールは，各ポイントを各軸に接続してポイントと投影線を表現する三角ダイアグラムを
作成できる．

三角ダイアグラムには，2つのアプローチがある：:

軸上のポイントの正射影に対応するセグメントが、3つの要素の相対比に関する情報を与

える。

または、軸 A に平行な軸 B 上の射影が、軸Bに沿ったポイントの座標に対応する。ここ
で、Bは反時計回りでAの後である。

XLSTAT は、現在のところ、2番目のアプローチのみを提供する。

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

X: 1番目の要素に対応するデータを選択するには，このオプションをチェックする．

Y: 2 番目の要素に対応するデータを選択するには，このオプションをチェックする．

Z: 3番目の要素に対応する量的データを選択するには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータの最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプション
を選択する．

オプション タブ:

定数: できるだけ多くの線を表示させるには，このオプションをチェックする（Excelの制限に
より最大は250）．

チャート タブ:

X1/X2/X3 | Min / Max: 各変数について最小値と最大値を変更できる．ただし，各次元での
(Max-Min) が等しいことを考慮に入れなければならない．

セグメント数: 三角ダイアグラムの各軸を分割したいセグメント数を入力する．

投影線:ポイントとそれらの各軸上の座標の間に赤い点線を表示するには，このオプションを有

効にする．

軸間の線: 軸間の線を表示するには，このオプションを有効にする．

入力データにリンク: チャートを入力データにリンクするには、このオプションを有効にす
る。このオプションをチェックすると、入力データでの変更が直ちに三角ダイアグラムに反映

される。
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事例  

三角ダイアグラムのチュートリアルは，以下のアドレスの Addinsoft ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの三角ダイアグラム-チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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分割表の2次元プロット  
分割表に基づく2次元プロットを作成するには，このツールを使用してください．

この節:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

この可視化ツールは，2元分割表（分割表は，2つの質的変数のカテゴリの異なる組み合わせの
カウントを表示します． - 例えば，はい/いいえの質問に回答した年齢グループにグループ化さ
れた回答者のカウント），またはクロスタブ（例えば、異なる国の製品別売上高の合計）に含

まれる値の相対的な重要性を示す2Dプロットを素早く生成することができます．

このツールは，生データ（重みつきまたは重みなし）で直接，または分割表で動作します．

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

データ形式: データ形式を選択してください．

クロス表: データが分割表またはクロス表に対応する場合は，このオプションを有効にし
てください．
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質的変数: データが2つの質的変数として利用可能で，分割表を作成するために使用する
場合は，このオプションを有効にしてください．

分割表: データ形式が "分割表"の場合，分割表に対応するデータを選択してください．行ラベ
ルと列ラベルが選択されている場合， “ラベルを含む” オプションがチェックされていることを
確認してください．

質的変数(1): データ形式が "質的変数"の場合，分割表の行を構成してプロットの縦軸に使用す
る質的変数に対応するデータを選択してください．

質的変数(2): データ形式が "質的変数"の場合，分割表の列を構成してプロットの横軸に使用す
る質的変数に対応するデータを選択してください．

Z: データ形式が "質的変数"の場合，オブザベーションを重みづけしてプロット上のポイントの
サイズを変更する値を選択するために，このオプションをチェックしてください．プロット上

に複数の次元を表示したい場合は，複数の列を選択できます．プロット上の各次元で同じ尺度

を使用したい場合は，同じ尺度 オプションを有効にしてください．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

ラベルを含む: 分割表の行ラベルと列ラベルが選択されている場合は，このオプションを有効

にしてください．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にしてくだ
さい．

タイトルを表示: プロット上にタイトルを表示するには，このオプションをチェックしてくだ
さい．

オプション タブ:

形状: 使用したい形状を選択してください．

丸

四角

バブル

値を表示: プロット上に値を表示するには，このオプションを有効にしてください．
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サイズ: どの寸法が値(Z)に関係しているかを選択してください: 領域，幅，幅²． 領域では，ポ
イントの領域が値に比例し，したがって，これは小さい値と大きい値の差を小さくしていま
す。幅²では逆になります。

スケール(%): ポイントがどのように尺度変更されるべきかを選んでください．デフォルトは
100で，尺度変更なしに対応します．

下部に水平軸: グラフの下部に水平軸を表示するには，このオプションをチェックしてくださ
い．

グリッド: グラフにグリッドラインを表示するには，このオプションをチェックしてくださ
い．

事例  

分割表の2D プロットの生成に関するチュートリアルが，次のサイトにあります:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelで2Dプロットを用いてクロス表を可視化する?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A72D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E8%A1%A8%E3%82%92%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B?language=ja
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エラーバー  
各ポイントで異なるエラーバー（誤差バー）を簡単に作成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

解説  

このツールはExcelの不具合を改善する：異なるタイプのグラフ上にエラーバーを追加する可能

性がある場合，すべてのポイントの境界が同じでなければ，たいへんな作業になる．このツー
ルを使用すると，エラーバーつきのグラフをいっぺんに作成できる．

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

X: x-軸の座標として使用するデータをこのフィールドで選択する．複数の列（列モード）また
は複数の行（行モード）を選択した場合は， Yについて同じ数の列（または行）および下限と
上限を選択しなければならない．ただし，単一の列（または行）を選択した場合は， Yについ
て1つまたはそれ以上の列（または行），下限と上限を選択することができる．

Y: y-軸の座標として使用するデータをこのフィールドで選択する．列の数に適用される制約は
上記のとおりである．
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下限: グラフに下限を追加したい場合は，このオプションを有効にする．そして，下限として
使用するデータをこのフィールドで選択する．選択される列（列モード）または行（行モー
ド）の数は，Yのそれと等しくなければならない．

上限: グラフに上限を追加したい場合は，このオプションを有効にする．そして，上限として
使用するデータをこのフィールドで選択する．選択される列（列モード）または行（行モー
ド）の数は，Yのそれと等しくなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（X，Y，Z，グループ，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

チャート タブ:

チャート・タイプ: 表示したいグラフの種類を選択する：

棒グラフ.

曲線.

散布図.

事例  

エラーバーつきのグラフの作成方法のチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある．

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでたった2クリックでエラーバーつきのグラフを作成?
language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%9F2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90?language=ja
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ワード・クラウド  
この手法は，通常，その頻度に基づいてキーワードを表現するテキスト・データの視覚的な表

現を作成するために使用する．タグは通常，単一のワードで，各タグの頻度がさまざまなフォ
ント・サイズや色で示される．

この形式は，文書内の最も重要な索引語を素早く識別するのに有用である．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

解説  

ワード・クラウドは，頻度に基づく可視化ツールである．その最も単純な形式では，1次元の
情報だけが示される: フォント・サイズがワードの頻度に比例し，ワード・クラウド内で大き
なワードほど，文書内でより頻度が高いワードであることを意味する．

ワード・クラウド機能は，索引語の1つのベクトル（索引語ラベル）と索引語頻度行列（文書

ごとに1列）を入力として取り，文書ごとに1つのワード・クラウドを出力にプロットする．

文書内の最も低い頻度から最も高い頻度に応じてワードに色を変えるために，カスタム・カラ
ースケールを指定できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

索引語頻度行列: Excel ワークシートで索引語頻度行列を選択する．列ヘッダが選択された場

合， "文書ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

索引語ラベル: Excel ワークシートで索引語ラベル・ベクトルを選択する．列ヘッダが選択され
た場合， "文書ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

文書ラベル: 選択されたデータ（索引語頻度行列，索引語ラベル）がヘッダを含む場合，この
オプションを有効にする．

オプション タブ:

M大ワード: ワード・クラウドにプロットするワードの最大数を設定するには，このオプショ
ンを有効にする．最小頻度の索引語が 落される．

ランダム位置: ランダムな順序でワードをプロットするには，このオプションを有効にする．
そうしない場合は，プロットの中心から頻度の降順でプロットされる．

回転周期: 表示される各ワードを90 ° 回転させる周期を設定するには，このオプションを有効

にする．デフォルトの回転周期は 4 ワードである．すなわち，クラウド表示シーケンスの4番
目のワードに，1回 90 度の回転が適用される．

カラースケール: カラースケールのタイプを選択する．

ランダム・カラースケール:ワードに色をランダムに割り当てるには，このオプションを
有効にする．

カスタム・カラースケール: カラースケールに対応するセル（頻度の降順で並ぶ色）を手

動で選択するには，このオプションを有効にする．

結果  

結果は，（索引語頻度行列のコロンの数に応じて）1つまたは複数のワード・クラウド・チャ
ートである．これは Excel チャートなので，色，フォント，ワード位置を好きなだけ修正でき
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る．

事例  

ワード・クラウドの事例が Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのワード-クラウドのチュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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関数をプロット  
グラフを作成して関数をプロットするか，既存のグラフに関数を追加するには，このツールを
使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

このツールは，既存または新しいグラフで， のタイプの関数をプロットすることが
できる．関数のシンタックスは，Excelによってスプレッドシートで使用される関数に強制され
るルールを尊重する．さらに，横座標は，X1と同一でなければならない．

例:

関数    XLSTATシンタックス 

 X1²

) LN(X1)

EXP(X1)

ABS(X1)

 si ,  si IF(X1<0; X1; 2*X1)

さらに，XLSTATでワークシートの関数を使用することもできる．たとえば，正規累積分布関

数をプロットするには，XLSTAT_CDFNormal (X1) を入力する．

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

y = f(x)

Y = x2

Y = ln(x

Y = e(x)

Y =∣ x ∣

Y = x x < 0 Y = 2x x = 0
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一般  タブ:

関数 Y =: 解説 の節で定義されたシンタックスを尊重しながらプロットしたい関数を入力す
る．

M小: 関数が計算されてプロットされる最小値を入力する．

M大: 数が計算されてプロットされる最大値を入力する．

ポイントの数: 関数が計算されるべき最小と最大の間のポイントの数を入力する．このオプシ
ョンは，グラフの品質を調整することができる．たくさんの屈折点のある関数で，ポイントが
少なすぎると品質の悪いグラフになる．ポイントが多すぎても，表示の品質を下げることがあ
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

アクティブ・グラフ: 現在選択されているグラフに関数を追加するには，このオプションを有

効にする．

事例  

関数つきのグラフを作成する方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelシート内でXLSTAT関数を使用?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E5%86%85%E3%81%A7XLSTAT%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8?language=ja
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軸ズーマー  
プロットの X- 軸とY-軸上の最小と最大を変更するには，このツールを使用します．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

重要: このツールを実行する前に，散布図または曲線を選択しなければなりません． 

: プロットに変更を適用するには，このボタンをクリックしてください．

: ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックしてください．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックしてください．

M小 X: X-軸の最小値を入力してください．

M大 X: X-軸の最大値を入力してください．

M小 Y: Y-軸の最小値を入力してください．

M大 Y: Y-軸の最大値を入力してください．
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EasyLabels  
グラフ上の値の系列に，（もし必要なら形式化された）ラベルを追加するには，このツールを
使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

重要: このツールを実行する前に，散布図または曲線，またはプロット上のポイントの系列を
選択しなければならない．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

**ラベル*:: プロット上で選択された値の系列に追加するべきラベルを選択する．

M初のセルにヘッダ: 選択されたラベルの最初のセルがヘッダであり，ラベルではない場合

は，このオプションをチェックする．

テキスト・プロパティを使用: ラベルを含むセルで使用されているテキスト形式をグラフ中の
ラベルのテキストにも適用するには，このオプションをチェックする:

フォント: 同じ文字フォントを使用するには，このオプションをチェックする．

サイズ: 同じサイズのフォントを使用するには，このオプションをチェックする．

スタイル: 同じフォント・スタイル（ノーマル，太字，斜体）を使用するには，このオプ
ションをチェックする．

色: 同じフォント色を使用するには，このオプションをチェックする．

セル・プロパティを使用: ラベルを含むセルに適用されている形式をグラフ中のラベルにも適

用したい場合は，このオプションをチェックする：
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境界: 同じ境界線を使用するには，このオプションをチェックする．

**背景*:: 同じパターンを使用するには，このオプションをチェックする．

ポイント・プロパティを使用: ラベルの色がポイントの色と同じになるようにしたい場合は，
このオプションをチェックする：

内側色: ポイントの内側の色を使用するには，このオプションをチェックする．

境界色: ポイントの境界線の色を使用するには，このオプションをチェックする．
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ラベル再配置  
グラフ上のオブザベーション・ラベルの位置を変更するには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

コーナー: ポイントが置かれる象限のコーナーの方向にラベルを置くには，このオプションを
チェックする．

ポイントへの距離:

自動: XLSTATにポイントへの最も適切な距離を自動的に決定させるには，このオプショ
ンをチェックする．

ユーザー定義: ラベルとポイントの間の距離の値を（ピクセルで）入力するには，このオ
プションをチェックする．

上: ポイントの上にラベルを置くには，このオプションをチェックする．

右: ポイントの右にラベルを置くには，このオプションをチェックする．

下: ポイントの下にラベルを置くには，このオプションをチェックする．

左: ポイントの左にラベルを置くには，このオプションをチェックする．

選択された系列のみに使用: 選択された系列のラベルの位置を変更するには，このオプション
をチェックする．
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EasyPoints  
Excel グラフに表示されるポイントのサイズ，色，形状を修正するには，このツールを使用す
る．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

事例

ダイアログ・ボックス  

重要: このツールを実行する前に，散布図または曲線，プロット上のポイントの系列を選択し
なければならない．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

サイズ: このオプションを有効にして，ポイントに適用されるサイズを与えるセルを選択す
る．ポイントのサイズが，セル中の値によって決定される．

M初のセルにヘッダ: 選択されたラベルの最初のセルがヘッダでありラベルではない場合は，
このオプションをチェックする．

サイズ変更: ポイントの表示に使用するサイズの区間を選ぶ．最小は 2 から 71の間で，最大は
3 から 72の間でなければならない．

形状や色: ポイントの形状やポイントに適用される色を変更するには，このオプションを有効

にする．セルと使用する色を選択する（各ポイントに使用されるべき形状を決めるセル・プロ
パティを使用をチェックした場合： 1 は正方形，2 はダイアモンド，3 は三角形， 4 は x，5 は
星 (*)，6 はポイント(.)，7 はダッシュ(-)，8 はプラス (+)，9 は円 (o)に対応する．ポイントの
境界線の色は，セルの下部の境界の色により，ポイントの内側の色は，セルの背景色による
（注意：セルのデフォルト色は“なし”で，白い点を得るには白を選択する必要がある）．

形状を変更: 形状を “形状や色” フィールドで選択された値によって変更したい場合は，このオ
プションをチェックする．



データ可視化  194 EasyPoints  

セル・プロパティを使用: セルに適用された形式をグラフ中のポイントにも適用したい場合

は，このオプションをチェックする：

境界: セルの境界色を前景色として使用するには，このオプションをチェックする．

背景: セル色を背景色として使用するには，このオプションをチェックする．

事例  

EasyPoints ツールの使用法を説明する事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/PCAグラフを読みやすくカスタマイズする?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/PCA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%99%E3%82%8B?language=ja


データ可視化  195 正規直交プロット  

正規直交プロット  
プロットが正規直交になるようにX-軸Y-軸の最小と最大を調整するには，このツールを使用す
る．このツールは，とくにXLSTAT （たとえば PCAの後）が生成した正規直交プロットを拡大

したとき，そのプロットがまだ正規直交であることを確かめたい場合に役立つ．

注意: 正規直交プロットは，Y-軸の単位と同じサイズで現れるプロットである．正規直交プロッ
トは，膨張や重ね書きの効果による解釈エラーを避けることに役立つ．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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グラフのサイズ変更  
グラフまたはグラフの内側のプロット領域のサイズを変更するには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

: グラフのサイズを変更するには，このボタンをクリックする．

: ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

サイズ変更したい領域を選択する:

チャート: グラフ全体をサイズ変更するには，このオプションを有効にする．

プロット・エリア: プロット領域のみをサイズ変更するには，このオプションを有効にす
る．

元のサイズ: 表示される幅と高さが，サイズ変更される前の選択されたグラフまたはプロット
領域のそれらと一している．

新しいサイズ: ピクセルまたは元のサイズのパーセンテージで，グラフの新しい高さと幅を入

れる．

縦横比をロック: グラフの初期の比率を尊重したい場合は，このオプションを有効にする．
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プロット変換  
プロット中のポイントに1つまたはそれ以上の変換を適用するには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

重要: このツールを実行する前に，散布図または曲線を選択しなければならない．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

対称:

水平軸: X軸を挟んで対称を適用するには，このオプションをチェックする．

垂直軸: Y軸を挟んで対称を適用するには，このオプションをチェックする．

注意: 前のオプションの両方を選択すると，対称は，**中心対称**が適用される．

移動:

水平: 水平移動の単位の数字を入力するには，このオプションをチェックする．

垂直: 垂直移動の単位の数字を入力するには，このオプションをチェックする．

回転:

角度 (°): 適用する回転の角度を度数で入力する．

右: このオプションが有効なら，時計回りの回転が適用される．
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左:: このオプションが有効なら，反時計回りの回転が適用される．

尺度変更:

係数: データに適用する尺度係数を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

新規座標の表示: すべての変換が適用されると座標を表示するには，このオプションをチェッ
クする．

新規プロットでのM小とM大を更新: 変換が実行されると，すべてのポイントが見えるよう
に， XLSTAT がX- 軸と Y-軸の最小と最大を自動的に調整するには，このオプションをチェッ
クする．

正規直交チャート: 変換が実行されると，正規直交になるように，XLSTAT がX軸とY軸の最小

と最大を自動的に調整するには，このオプションをチェックする．
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グラフの統合  
複数のプロットを1つに融合するには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

Dialog box  

重要: このツールを実行する前に，少なくとも2つの同じタイプのプロット（たとえば，2つの
散布図）を選択しなければならない．

: プロットを統合するには，このボタンをクリックする．

: ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: Click this button to display help. ヘルプを表示するには，このボタンをクリックす

る． : デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

タイトルを表示: 統合されたプロットのタイトルを表示するには，このオプションをチェック
する．

M初のグラフのタイトル: 最初のグラフのタイトルを使用するには，このオプションをチ
ェックする．

新規タイトル: 統合されたプロットのタイトルを入力するには，このオプションをチェッ
クする．

正規直交チャート: 統合されたプロットの結果が正規直交であることをXLSTATが検証するに
は，このオプションをチェックする．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始したい場合は，このオプションを有

効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示するには，このオプションを
有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示したい場合は，このオプションを有効にす
る．

新しいグラフ・シート: 新しいグラフ・シートに統合した結果のプロットを表示するには，こ
のオプションをチェックする．
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レポート・ヘッダを表示: グラフの以前のレポート・ヘッダが表示されているのをやめるに
は，このオプションをクリアする．
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データ解析  
因子分析  
因子分析は，オブザベーションの集合で測定された量的変数に共通な潜在因子の存在を，可能

であれば，明らかにする．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

因子分析手法は，20世紀初頭 (Spearman, 1904) から始まっており，たくさんの開発がなさ
れ，いくつかの計算手法の提案されてきた．この手法は，最初に精神測定学者に使われたが，
次第にその応用の領域は，たとえば，地質学，薬学，金融など他の領域にも拡がった．

今日，2種類の主要な因子分析がある：

探索的因子分析 ( EFA)

確証的因子分析 ( CFA)

下記に説明され，XLSTATで使用されているのはEFAである．これは，とても多数の測定変数に
含まれる情報の概要を与える潜在因子の存在可能性を明らかにする手法である．変数にリンク
している因子の構造は，最初が未知であり，因子の数のみが仮定される．

CFAは，その伝統的な外見では，EFAと同一の手法を用いるが， 測定変数にリンクしている潜

在因子の構造は，既知であると仮定される．CFAのより最近のバージョンは，構造方程式のモ
デルにリンクされている．

p 個の変数から k 個の因子へ

Spearmanの伝統的な事例は，たくさんの批判や改善のサブジェクトにもかかわらず，原理と
手法の使用法を理解するために，今でも使用されている．さまざまなサブジェクトで子供たち
によって得られたスコア間の相関の分析によって，Spearman は，スコアが，個体差や文化，

その他の効果による残差部を伴いながら，究極的に1つの因子であるインテリジェンス（知

能）によるという仮説を形成しようとした．
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したがって，被験者(j) の個体(i)によって得られたスコアは，
と書ける．ここで  は，調査された標本での平均スコアで，Fは個体の知能レベル（潜在因

子）および，e(i,j) は残差である．

p個の被験者（入力変数）およびk 個の潜在因子にこの構造を生成して，以下のモデルを得る：

ここで は次元 (p x 1) のベクトル，  は平均ベクトル， は因子負荷量の行列 (p x k) ，そし
て， と はそれぞれ独立であると仮定されているf 次元 (k x 1) と次元 (p x 1) の確率ベクトル
である． の要素は共通因子と呼ばれ， のそれらは特異的因子と呼ばれる．

から1へのノルムを設定すると，式 (1) から入力変数の共分散行列は，次のように書ける:

したがって，各変数の分散は，2つの部分に分けることができる: 共通性（共通因子の別名），

および  特殊分散または独自性の分散（問題の変数に特定される）．

これは，行列 の計算に使用される手法，因子分析での本質的な課題が，尺度の独立であるこ
とを示している．したがって，それは共分散行列または相関行列での作業に相当する．

要因解析の課題は，式 (2) が近似的にでも証明されるような行列 および を見つけることで
ある．

注意:，主成分分析(PCA)は，因子分析の特殊例（因子の数kが変数の数pに等しい場合）である
ので，因子分析はしばしばPCAに含められることがある．それにもかかわらず，これらの2つ
の手法は，一般的に同じ文脈では使用されていない．実際，PCAは速いし，独立の（相関しな
い）因子を得るため，または2-次元か3-次元でデータを可視化するために，不変の変動を最大

化しながら次元数を減少させるために真っ先に使用されている．一方，因子分析は，潜在的な
構造を識別し，可能であれば，測定する変数が潜在因子に対して冗長であれば，それらの数を
減らすために用いられる．

因子の抽出

XLSTATは潜在因子の抽出に3つの手法を提供する：

主成分: この手法は，主成分分析 (PCA)でも使用される．ここでは，PCA 用のモジュールの結

果の方ががより完全であることを踏まえながら，3手法の結果を比較するためだけに提供され
る．

主因子: この手法が，たぶん最もよく使用される．これは，だんだんと収束する共通性を可能

にする繰り返しの手法である．共通性の最大変化が任意のしきい値よりも下回るか，繰り返し
の最大数に達するかした場合，計算が停止する．初期共通性は，さまざまな手法によって計算

できる．this method is probably the most used.

x(i, j) = μ + b(j)F + e(i, j)
μ

x = μ + Λf + u (1)

x μ Λ
f u

f u

f

Σ = ΛΛ +′ Ψ (2)

h  =i
2

 λ  

j=1

∑
k

ij
2 (3)

Ψ  ii

Λ

Λ Ψ
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M大尤度: この手法は，Lawley (1940)が初めて提唱した手法である．Newton-Raphson アルゴ
リズム（繰り返し法）を使用する提案は，Jennrich (1969)が始まりである．これは，その後，

Jöreskog (1977)によって改良され一般化された．この手法は，入力変数が正規分布に従うこと
を仮定している．初期共通性は，Jöreskog (1977)が提案した手法で計算される．この手法の一

部として，適合（adjustment）検定が計算される．検定で使用される統計量は，
 の自由度のカイ2乗分布に従う．ここで， は変数の数で k は因子の数で

ある．

因子の数

選択する因子の数の決定が，因子分析の課題の1つである． XLSTATで提供されている"自動" 手
法は，ユニークで，相関行列のスペクトル分解に基づき，どの情報による寄与度（ばらつきの
観点から）が有意でないかから，しきい値が検出される．

尤度最大手法は，主因子法の主因子の数を決定するのを助ける適合検定を提供する．主因子法

のために，因子の数を決定することが，より簡単になる．

Kaiser-Guttman基準は，厳密に1より大きい個有値に関連づけられた因子のみを保持するべき
だと提案している．保持する因子の数は，曲線上の最初のターニング・ポイントに対応する．
この目的を達するために，クロスバリデーション（交差検証）が提案された．

異常 (Heywood cases)

共通性は，相関の2乗の定義による．したがって，それらは 0 から 1 の間である．ただし，繰

り返しアルゴリズム（主因子法または尤度最大法）が. 1 に等しい共通性(Heywood cases)また
は， 1 より大きい共通性(ultra Heywood cases)で，解を生み出すということが起こり得る．こ
れらのアルゴリズムに関しては，いろいろな理由が考えられる（因子が多すぎる，因子が十分

でない，など）．これが起きた場合，XLSTATは，共通性を1 に設定して，その結果， の要素

を調整する．

回転

結果が得られると，それらは，より解釈しやすいように変換することができる．たとえば，因

子上の変数の座標が高い（絶対値で）かゼロに近いかという配置を試みる．主要な2種類の回

転がある：

直交回転は，因子が相関しない（ゆえに直交）場合に使用できる．XLSTATが提供する手法

は，Varimax, Quartimax, Equamax, Parsimax および Orthomaxである．Varimax 回転が，もっ
ともよく使われる．これは，各因子について，わずかの高い因子負荷量とわずかの低いそれが
存在することを保証する．したがって，解釈はより簡単になり，基本的に，初期変数が因子の
1つにほとんど関連づけれられる．

斜交変換は，因子が相関する（ゆえに斜交する）場合に使用できる．XLSTAT が提供する手法

は，Quartimin と Oblimin である．

Promax法もXLSTATで提供されており，これは最初にVarimax回転を行って，その後，高い因

子負荷量と低い因子負荷量が同じだけあるが，低い値がさらに低くなるように斜交回転を行う
混合手順である．

(p −
k) /2 −2 (p + k)/2 p

Λ
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

メインのデータ入力フィールドは，3種類の表の1つを選択するのに使用する：

**オブザベーション/変数表 / 相関行列 / 共分散行列*:: データの形式に合ったオプションを選

び，データを選択する．データがN 個のオブザベーションを P個の量的変数で説明する表であ
るならオブザベーション/変数オプションを選択する．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベ
ル" オプションが有効であることを確認する．相関または共分散行列を選択して，選択の最初

の行に変数名を含む場合，最初の行のそれらも選択しなければならない．

相関: 因子分析に使用する行列の種類を選ぶ．

**抽出法*:: 使用する因子抽出法を選ぶ．3種類の手法がある（詳細は解説の節を参照）：

主成分

主因子

最大尤度

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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変数ラベル: データ選択（入力表，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを
含むなら，このオプションを有効にする．選択が相関または共分散行列で，このオプションが
有効なら，最初の列は変数ラベルを含まなければならない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーショ
ン・ラベルはXLSTATが自動で生成する (Obs1, Obs2 …)．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならない．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

因子の数:

自動: XLSTATが因子の数を自動で決定するよにするには，このオプションを有効にす
る．

ユーザー定義: 計算で使用する因子の数をXLSTATに指示するには，このオプション
を有効にする．

初期共通性: 初期共通性の計算方法を選ぶ（このオプションは，主因子法のときだけ表示され
る）：

重相関の2乗: 初期共通性が，変数の他の変数に対する従属性のレベルに基づきます．

ランダム: 初期共通性が区間]0 ; 1[から抽出される．

1: 初期共通性が1に設定される．

M大: 初期共通性が重相関の2乗の最大値に設定される．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大数を超えると，計

算が停止する．デフォルト値： 50.

収束: アルゴリズムが収束したとみなす値を1つの繰り返しから次の繰り返しへの変化の
最大値で入力する．デフォルト: 0.0001.

回転: 因子座標行列に回転を適用したい場合は，このオプションを有効にする．

因子の数: 回転が適用される因子の数を入力する．
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手法: 使用する回転手法を選ぶ．手法によっては，パラメータの入力が必要（Orthomax
のガンマ，Obliminのタウ，Promaxの乗数）．

Kaiserの正規化: 回転の計算でKaiserの正規化を適用するには，このオプションを有効に
する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を続行しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

ペアワイズ除去: 計算に関わる変数が欠損値を持つ場合だけ，欠損値を持つオブザベーション
を除去するには，このオプションを有効にする．たとえば，2つの変数の間の相関を計算して
いる場合，2つの変数のうちの1つに対応するデータが欠損である場合，そのオブザベーション
だけを無視する．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 欠損値を対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）

を用いて推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: あるオブザベーションの欠損値をそのオブザベーションの最近傍を探索すること
によって推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: "一般" タブで選んだオプションの種類に応じて，相関または共分散行列を表示する
には，このオプションを有効にする．有意度の検定 オプションが有効になっている場合，選択

された**有意水準**での有意な相関が太字で表示される．

Kaiser-Meyer-Olkin: サンプリング妥当性の Kaiser-Meyer-Olkin測度を計算するには，このオプ
ションを有効にする．

Cronbachのα係数: Cronbachのα係数を計算するには，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とグラフ（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効

にする．

因子パターン: 因子負荷量（因子空間での変数の座標）を表示するには，このオプションを有

効にする.

因子/変数の相関: 因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．
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因子パターン係数: 因子パターンの係数を表示したい場合はこのオプションを有効にする．元

の空間のオブザベーションの（標準化）座標をこれらの係数で累乗すると，因子空間でのオブ
ザベーションの座標が与えられる．

因子構造: 転後の因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

変数チャート: 新しい空間で変数を表現するグラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

ベクトル: ベクトルの形式で初期変数を表示するには，このオプションを有効にする．

相関チャート: 因子と初期変数の間の相関を示すグラフを表示するには，このオプションを有

効にする．

ベクトル: ベクトルの形式で初期変数を表示するにはこのオプションを有効にする．

オブザベーション・チャート: 新しい空間でのオブザベーションを表現するグラフを表示する
には，このオプションを有効にする．

ラベル: オブザベーション・ラベルをグラフ上に表示するには，このオプションを有効に
する．表示されるラベルの数は，フィルタリング・オプションを用いて変更できる．

色つきラベル: ポイントと同じ色でラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

フィルタ: 表示されるオブザベーションの数を調節するには，このオプションを有効にする:

ランダム: 表示するオブザベーションが無作為に選択される．そして，表示する“オブザ
ベーションの数” N を指定する．

M初のN行: 最初のN 個のオブザベーションがグラフの表示される．表示する“オブザベー
ションの数” Nを指定する．

M後のN行: 最後のN 個のオブザベーションがグラフの表示される．表示する“オブザベー
ションの数” Nを指定する．

グループ変数: このオプションを選ぶと，0 と 1 のバイナリ変数を選択する必要がある．
1 は表示するオブザベーションを意味する．

結果  

記述統計: 記述統計慮うの表が，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．これは，オ
ブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）を含む．

相関/共分散行列: この表は，後の計算で使用するデータを示す．相関のタイプは，ダイアロ
グ・ボックスの"一般" タブで選ばれたオプションによる．相関については，有意な相関が太字

で表示される．
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Kaiser-Meyer-Olkinのサンプリング妥当性の測度: この表は，各個体のKMO測度の値と全体

KMO測度の値を提供する．KMO測度は，0から1の値をとる．低い値は，合成因子（または潜

在変数）の抽出が可能でない場合に対応する．言い換えると，オブザベーションは人間が想像

できるモデルを引き出さない（標本が不十分）． Kaiser (1974) は，KMOが0.5より小さけれ
ば，因子モデルを採用しないことを推奨している．KMOが0.5から0.7の間であれば，標本の品

質が中程度で，0.7から0.8の間のKMOは良好で，0.8から0.9の間は非常に良好で，それを超え
ると優れている．

Cronbachのアルファ: このオプションが有効になっていると，Cronbachのαの値が表示され
る．

各繰り返しでの共通性のM大変化: この表は，最後の10回の繰り返しでの共通性の最大変化を
観察するのに使用する．最大尤度法では，最大尤度に逆比例する基準の進展も表示される．

適合度検定: 適合度検定は，最大尤度法が選ばれたときだけ表示される．

再生相関行列: この行列は，因子負荷量行列とその転置との積である．

残差相関行列: この行列は，変数相関行列と再生相関行列との間の差として計算される．

固有値: この表は，さまざまな因子と関連づけられた固有値とともに対応するパーセンテージ
および累積パーセンテージを示す．

固有ベクトル: この表は固有ベクトルを示す． 因子パターン行列: この表は，因子負荷量（ベク
トル空間での変数の座標，因子パターンとものい呼ぶ）を示す．対応するグラフが表示され
る．

因子/変数の相関: この表は，因子と変数の間の相関を表示する．

因子パターン係数: この表は，表示する因子パターンの係数を表示する．初期空間でのオブザ
ベーションの（標準化）座標のこの係数による累乗は，因子空間でのオブザベーションの座標

を与えます．

回転がリクエストされると，まず因子負荷量に適用された**回転行列**で回転の結果がともに
表示される．続いて，回転に関与した各軸に関連づけられた修正変動パーセンテージがある．
回転後の変数とオブザベーションの座標が，続く表に表示される．

因子構造: この表は回転後の因子と変数の間の相関を示す．

事例  

因子分析の使用法のチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/XLSTATでの因子分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral
Research, 1, 245-276.

https://help.xlstat.com/s/article/XLSTAT%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Crawford C.B. and Ferguson G.A. (1970). A general rotation criterion and its use in orthogonal
rotation. Psychometrika, 35(3), 321-332.

Cureton E.E. and Mulaik S.A. (1975). The weighted Varimax rotation and the Promax rotation.
Psychometrika, 40(2), 183-195.

Jennrich R.I. and Robinson S.M. (1969). A Newton-Raphson algorithm for maximum
likelihood factor analysis. Psychometrika, 34(1), 111-123.

Jöreskog K.G. (1967). Some Contributions to Maximum Likelihood Factor Analysis.
Psychometrika, 32(4), 443-481.

Jöreskog K.G. (1977). Factor Analysis by Least-Squares and Maximum Likelihood Methods, in
Statistical Methods for Digital Computers, eds. K. Enslein, A. Ralston, and H.S. Wilf. John Wiley
& Sons, New York.

Lawley D.N. (1940). The estimation of factor loadings by the Method of maximum likelihood.
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 60, 64-82.

Loehlin J.C. (1998). Latent Variable Models: an introduction to factor, path, and structural
analysis, LEA, Mahwah.

Mardia K.V., Kent J.T. and Bibby J.M. (1979). Multivariate Analysis. Academic Press, London.

Spearman C. (1904). General intelligence, objectively determined and measured. American
Journal of Psychology, 15, 201-293.
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主成分分析 (PCA)  
量的オブザベーション/変数の表または相関または共分散行列を分析するには，主成分分析を使

用する．この手法は，次のことに使用する：

変数間の相関を調査して可視化する．

初期変数の線形結合による非相関因子を得る．

オブザベーションを 2または3次元空間に可視化する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

主成分分析(PCA)は，最もよく使われる多変量解析手法の1つである． 個のオブザベーション
（観察，製品など）が 個の変数（記述子，属性，測定など）で記述される量的データ（連続

または離散）の表を仮定して，もし がとても大きければ，単に多変量の統計解析手法を用い
ただけでは，あるいは相関行列を用いてさえ，データの構造を把握することは不可能になる．

PCAの使用

PCAには次のような複数の使用法がある：

あとで測定する変数の数を制限することを可能にするため，変数間の相関を調査し可視化す
る；

初期変数の線形結合で非相関因子を得て，それを線形回帰やロジスティック回帰，判別分析な
どのモデリング手法で使用するため；

オブザベーションの均一なまたは特殊なグループを識別するために，オブザベーションを2ま
たは3次元空間に可視化する．

PCAの原理

PCA は，初期の次元から情報の最大量（ここで情報量とは，散布図の合計分散によって定量化

される）を保持するように， 個の変数によるp-次元の空間から 次元の空間（ここで ）

にオブザベーションを写像する写像手法とみなすことができる．最初の 2 また 3軸に関連づけ
られた情報が，散布図の合計変動の十分なパーセンテージを表現するなら，オブザベーション
は2- 3次元のグラフで表現することが可能になり，解釈がより簡単になる．

相関と共分散

n

p

p

p k k < p
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PCA は，変数間の類似度を示す新しい行列を用いて，新しい空間に変数を写像するために，行

列を計算することに使用する．類似度の指標として，Pearson 相関係数または共分散を使用す
るのが一般的で，Pearson 相関および共分散は， PCAでその性質が利用される半正値定符号行

列を与える利点がある．ただし，その他の指標が使用されることもある．対応する行列が半正

定値でもあるから，XLSTATは 相関係数を使用することもできる． Spearman 相関行列でPCA
を行うことは，順位の行列での（Pearson 相関に基づく）古典的なPCAに完全に相当する．
Spearman 相関に基づくPCAを実行するとき，XLSTAT はレポート内にこの行列を表示するオ
プションを提供する．

相関係数の使用は，尺度効果を消去するので，伝統的に，共分散よりむしろ相関係数が使用さ
れる：したがって， 0 から1 の間でばらついている変数は， 0 から 1000の間でばらついてい
る変数よりも，写像においてはより重くない．しかしながら，特定の領域では，変数が同一の
尺度であることが仮定される場合，または変数の分散を因子の構築に影響させたい場合は，共

分散を用いる．

オブザベーション/変数の表ではなく類似度行列のみが利用可能な場合，または別の類似度指標

を使用したい場合，類似度行列から開始してPCA を実行できる．得られる結果は，オブザベー
ションに関する情報がないので，変数に関してのみである．

注意: PCA が相関行列上で実行される場合，それは正規化したPCAという．

結果の解釈

個の因子の空間での変数を表現することは，変数間の相関および変数と因子の間の相関が，
ある注意でもって視覚的に解釈されることを可能にする．

実際，オブザベーションや変数が因子空間で表現されている場合， k次元の空間で長い距離で
隔てられた2つの点が，写像に使用されている方向によっては，2次元の空間では近くに現れる
ことがある（下図参照）．

1つの軸，平面，または3-次元空間での写像は，もしその表現軸の2乗余弦の合計が1に近いな
ら信頼できるとみなされる．不正確な解釈を避けるために，XLSTATは結果の中に2乗余弦を表

示している．

因子があとで他の手法で使用される場合，後で得られる結果が解釈しやすいように，各因子軸

の構築でのさまざまな変数の相対寄与率（パーセンテージまたは比率で表現）を調査すること
は有用である． XLSTATは結果の中で寄与率を表示する．

k
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因子の数

結果の解釈のために使用する因子の数を決定するために，一般的に2つの手法が使用される：

スクリー検定 (Cattell, 1966) は，固有値の減少曲線に基づく．保持する因子の数は，曲線の最

初のターニング・ポイントに一致する．

因子軸で表現される累積変動パーセンテージを使用し，特定のパーセンテージのみを使用する
ように決定することもできる．

グラフィック表現

PCAの利点の1つは，バイプロットにより変数とオブザベーションの両方の最もよい表示を同

時に提供することである（下記参照）．ただし，表現空間の軸に関連づけられた変動パーセン
テージの合計が十分に高い場合のみ，その表現が信頼できる．このパーセンテージが高い（た
とえば80%）なら，その表現は信頼できるとみなされる．パーセンテージが信頼できるなら，
最初の2つの因子軸でなされる解釈を検証するために，複数の軸のペアで表現を作り出すこと
が奨励される．

バイプロット

PCAを実行した後，因子空間にオブザベーションと変数を同時に表現することが可能である．
これの最初の仕事は Gabriel (1971)に始まる．Gower (1996) およびLegendre (1998) は，先行

する仕事を合成して，このグラフィカル表現を他の手法に拡張した．バイプロットという用語

は，変数ベクトル上のオブザベーションの写像が，同じ変数についての入力データを表現する
はずだという事実を尊重する同時表現に当てられている．言い換えると，変数ベクトル上に写

像されたポイントは，入力データ中の同じ変数についてのオブザベーションの順序と相対距離

を尊重するはずである． オブザベーションと変数の同時表現は，因子空間で変数とオブザベー
ションの座標を取ることで，直接生み出される．正確な解釈をするために変換が必要とされ
る．要求される解釈の対応によって，グラフィック表現を用いた3つの手法がある：

相関バイプロット: このタイプのバイプロットは，変数間の相関に直接リンクしているので，
変数間の角度を解釈する．変数ベクトル上に写像された2つのオブザベーションの位置は， こ
の変数についてのそれらの相対的水準を決定するのに使用できる．2つのオブザベーションの
間の距離は， k次元の因子空間でのマハラノビス距離の近似である．最後に，表現空間での変

数ベクトルの写像は，変数の標準偏差の近似である（k-次元因子空間でのベクトルの長さが，
変数の標準偏差に等しい）．

距離バイプロット: 距離バイプロットは，p-次元変数空間でのユークリッド距離の近似であるの
で，オブザベーション間の距離を解釈する．変数ベクトル上に写像された2つのオブザベーシ
ョンの位置は，この変数についてのそれらの相対的水準を決定するのに使用できる．最後に，
表現空間での変数ベクトルの長さは，この空間を構築する変数の寄与度の水準を表現している
（ベクトルの長さが，寄与度の合計の平方根である）．

対称バイプロット: このバイプロットは，Jobson (1992) によって提案され，前の2つのバイプ
ロットの中間である．これは2つの間の妥協策であるので，角度も距離も解釈できない場合

は，この表現を選ぶことができる．
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XLSTATは，グラフの信頼性を改善するように，変数ベクトルの長さを調整することができ
る．ただし，相関バイプロットでこのオプションを使用する場合，変数ベクトルの写像は，も
はや変数の標準偏差の近似ではない．

ブートストラップ・チャート

PCAに関してはさまざまな検証手法が開発されてきた．検証の1つの目的は，因子平面上での
オブザベーションの近接関係を推定することと，どのオブザベーションが他から有意に異なる
かを知ることである．その目的のために，partial bootstrap法  (Lebart, 2007)を使用する．
partial bootstrap 法は，PCAで使用するデータの行列とそれぞれが等しいサイズの（置換によ
る）m 個の標本を描くことからなる．そして，各標本が中心化され，基準化された PCAのケー
スで基準化され，各標本の各オブザベーションが追加オブザベーションとして因子平面に表示

される．結果として，ブートストラップ・オブザベーションの雲が，オリジナルの各オブザベ
ーションの周りに生成される．チャートを単純にするために，XLSTATは2種類の 表現を提案す
る:

凸包: XLSTATは，ポイントの雲の凸包を描くために，最も端のブートストラップ・オブ
ザベーションを探し，それらをつなぐ．
信頼楕円: XLSTAT は，オリジナルの各オブザベーションについて，ブートストラップ・
ポイントに基づき中心化された95 % 信頼楕円を描く．

これらの2つのグラフィカル表現は，同じ方法で解釈できる．実際，我々は任意の因子平面

で，2つのオブザベーションの凸包または信頼楕円が重なり合っていなければ，それらがお互

いに有意に異なると結論づけることができる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．
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一般  タブ:

メイン・データ入力フィールドは，3種類の表のうちの１つを選択して使用する：

オブザベーション/変数 表 / 相関行列 / 共分散行列: データの形式に適したオプションを選ん
で，それからデータを選択する．データがP 個の量的変数で説明する N 個のオブザベーション
からなる場合，オブザベーション/変数オプションを選択する．列ヘッダが選択された場

合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．相関または共分散行列を選択する
場合，そして，選択の最初の行に変数名を含む場合，最初の列のそれらも選択しなければなら
ない．

PCA タイプ: 選択された形式が "オブザベーション/変数"であれば，相関(基準化 PCA)，共分散

(非基準化 PCA) ，Spearman 相関行列でPCA を実行する Spearman から選ぶことができる．
形式が "共分散行列"であれば，相関（選択された共分散行列が相関行列に変換され基準化PCA
が実行される）または共分散を選択できる．後者の場合，選択された共分散行列でPCA が実行

される．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，重み，オブザベーション・ラベル）の
最初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合，このオプションを有効に
する．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効な場合，選択にヘ
ッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルは，
XLSTATが自動で生成する (Obs1, Obs2 …)．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0 以上でなければならない．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果が表示される因子の数を減らすために，以下のオプションの1つを有効に
できる．

M小%: このオプションを有効にして，それから，選択された因子が表現すべき合計変動

の最小パーセンテージを入力する．

M大数: このオプションを有効にして，考慮に入れるインすの数を設定する．
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標準化: データの形式が"オブザベーション/変数"であれば，相関（または共分散）がどのよう
に計算されるかを選ぶことができる: 分母 (n) または (n – 1)．

回転: 因子座標行列に回転を適用したい場合は，このオプションを有効にする．

因子の数: 回転が適用される因子の数を入力する．

手法: 使用する回転手法を選ぶ．特定の手法では，パラメータの入力が必要（Orthomax
のカッパ, Obliminのタウ, Promaxの累乗).

Kaiserの正規化: 回転の計算でKaiserの正規化を適用するには，このオプションを有効に
する．

追加データ タブ:

追加オブザベーション: 追加オブザベーションの座標を計算して表示させたい場合は，このオ
プションを有効にする．これらのオブザベーションは，相関行列の計算とその後の計算には考

慮されない（アクティブなオブザベーションに対してパッシブ（不活性）なオブザベーショ
ン）．追加オブザベーションのデータ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，“追加オブザベー
ションの変数ラベル”を有効にしなければならない。

追加変数: 因子軸の計算に使用されない変数（アクティブな変数に対してパッシブな変数）の
座標を後から計算したい場合は，このオプションを有効にする.

量的変数: 追加の量的変数がある場合は，このオプションを有効にする．メインの表で列

ヘッダが選択された場合，この選択でも変数のラベルが示されていることを確認する．

質的変数: 追加の質的変数がある場合，このオプションを有効にする．メインの表で列ヘ
ッダが選択された場合，この選択でも変数のラベルが示されていることを確認する．

セントロイドを表示:追加質的変数のカテゴリに対応するセントロイドを表示するには，
このオプションを有効にする．

データ・オプション タブ:

欠損値：

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算の続行をやめるようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを消去するには，このオプションを
有効にする．

ペアワイズ除去: 計算に関与する変数が欠損値を持つ場合のみ，欠損値を持つオブザベーショ
ンを消去するには，このオプションを有効にする．たとえば，2つの変数間の相関を計算する
場合， 2つの変数の1つが欠損値の場合のみ，オブザベーションが無視される．

欠損値の推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．
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M近傍: オブザベーションの最近接を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

欠損値を0に置き換える: データの形式が "相関行列" または "共分散行列"であれば，欠損値を0
に置き換えるために，このオプションを有効にできる．

グループ:

グループごとの分析: このオプションを有効にして，各オブザベーションがどのグループに属

するかを記述するデータを選択する．以下の3つのオプションから選べます :

群ごとに1個のPCA: このオプションは，各グループで1個のPCAを実行することができ
る．

選択された群ごとに1個のPCA: このオプションは，どのグループで別々のPCAを実行し
たいかを新しいダイアログ・ボックスで選ぶことができる．

結合された群で1個の PCA: このオプションは，計算の最初に表示されるダイアログ・ボ
ックスでグループを選択すると結合されるグループの系列で，固有のPCAを実行するこ
とができる．

出力  タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: "一般" タブで選ばれた"PCA タイプ" オプションのタイプによって，相関または共分

散行列を表示するには，このオプションを有効にする．

有意度の検定: ダイアログ・ボックスの"一般" タブで相関が選ばれていて，相関の有意度

を検定するには，このオプションを有効にする．

Bartlettの球形検定: Bartlett の球形検定を実行するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 上記の検定の有意水準を入力する．

Kaiser-Meyer-Olkin: サンプリング妥当性のKaiser-Meyer-Olkin 測度を計算するには，こ
のオプションを有効にする．

順位の行列: Spearman相関行列でPCAを実行することを選んだ場合は，このオプションにより
データの順位の行列を表示できる．

固有値: 固有値の表とグラフ（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効

にする．

因子負荷量: 因子空間での変数の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

変数/因子の相関: 因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

因子得点: PCAで作成された新しい空間にオブザベーションの座標（因子スコア）を表示する
には，有効にする．
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寄与度: アクティブな変数とオブザベーションについて，寄与度の表を表示するには，このオ
プションを有効にする．

平方余弦: 変数とオブザベーションについて，2乗余弦の表を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

変数 サブ・タブ:

相関チャート: 成分と初期変数の間の相関を示すグラフを表示するには，このオプションを有

効にする．このチャートは相関円と言います．

ベクトル: ベクトルの形式で初期変数を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベルを配向: このオプション (Excel 2010 以降のバージョンでのみ利用可能)は，ベクト
ルの向きに合わせて変数のラベルを配向できる．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループで色づけ: 質的変数の水準によって変数ポイントを色づけしたい場合は，このオ
プションを有効にする．そして，アクティブな変数の数だけデータの縦系列を選択す
る．メインの表でヘッダが選択された場合は，この選択でヘッダが含まれなければなら
ない．

フィルタ: 表示するオブザベーションの数を調節するには．このオプションを有効にする：

ランダム: 表示する変数は無作為に選択される．表示する“変数の数” Nを指定する．

M初のN変数: 最初の N 個の変数がグラフに表示される．表示する“変数の数” N を指定す
る．

M後の変数: 最後のN個の変数がグラフに表示される．表示する“変数の数” N を指定す
る．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と 1 だけのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は表示するオブザベーションを意味する．

Sum(Cos2)>: 共通性（コミュナリテ，2乗cos）が入力する値よりも大きい変数だけがプ
ロット上に表示される．

オブザベーション サブ・タブ:

オブザベーション・チャート: 新しい空間でオブザベーションを表現するグラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

ラベル: オブザベーション・ラベルをグラフ上に表示するには，このオプションを有効に
する．フィルタリング・オプションを用いて，表示するラベルの数を変更できる．



データ解析  218 主成分分析 (PCA)  

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループで色づけ: 質的変数の水準によって変数ポイントを色づけしたい場合は，このオ
プションを有効にする．そして，アクティブな変数の数だけデータの縦系列を選択す
る．メインの表でヘッダが選択された場合は，この選択でもその変数のラベルが存在す
ることを確認する．

信頼楕円: 色づけオブザベーションに選択されたグループ変数の水準に対応してオブザベ
ーションのグループの周辺に信頼楕円を表示させたい場合は，このオプションを有効に
する．楕円の信頼区間も選択しなければならない．

Cos2でポイント・サイズ変更: 変数ポイントのサイズが選択された部分空間内の対応す
るcos2乗の合計に比例させるには，このオプションを有効にする．

フィルタ: 表示するオブザベーションの数を調節するには．このオプションを有効にする：

ランダム: 表示するオブザベーションは無作為に選択される．表示する“オブザベーショ
ンの数” Nを指定する．

M初のN 行: 最初の N 個のオブザベーションがグラフに表示される．表示する“オブザベ
ーションの数” N を指定す る．

M後のN 行: 最後のN個のオブザベーションがグラフに表示される．表示する“オブザベー
ションの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と 1 だけのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は表示するオブザベーションを意味する．

Sum(Cos2)>: 共通性（コミュナリテ，2乗cos）が入力する値よりも大きい変数だけがプ
ロット上に表示される．

バイプロット サブ・タブ:

バイプロット: 新しい空間にオブザベーションと変数を同時に表現するグラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

変数のオプション:

ベクトル: ベクトルの形式で初期変数を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: バイプロットに変数ラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーションのオプション:

ラベル: バイプロットにオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有

効にする．

共通オプション:

追加オブザベーション/変数: PCAに追加オブザベーションまたは追加変数を含めたい場

合は，バイプロットにそれらを表示させるために，このオプションを有効にする．
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オブザベーション/変数をフィルタ: オブザベーションまたは変数を表示するためにフィル
タ変数を使用した場合，同じフィルタ変数がバイプロット上でオブザベーションや変数

の表示をフィルタするために使用される．

オブザベーション/変数を色づけ: オブザベーションまたは変数を色づけするためにグル
ープ変数を使用した場合，同じグループ変数がバイプロット上でオブザベーションや変

数を色づけするために使用される．

バイプロットのタイプ: 表示したいバイプロットのタイプを選ぶ． より詳細は解説 の節を参照

する．

相関バイプロット: 相関バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

距離バイプロット: 距離バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

対称バイプロット: 対称バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

係数: これの平方根を変数の座標にかける係数を選ぶ．この係数は，バイプロット中の変

数ポイントの位置を，より読みやすくするように調整する．1 以外を設定すると，変数ベ
クトルの長さは，標準偏差（相関バイプロット）や寄与度（距離バイプロット）として
解釈できなくなる．

ブートストラップ・チャート サブ・タブ:

ブートストラップ・オブザベーション・チャート: partial bootstrap 法で生成されたオブザベー
ションを含むチャートを表示するには，このオプションを有効にする．より詳細は解説を参

照．

標本の数: 生成するブートストラップ標本の数を入れる．

オブザベーションを色づけ: 各オブザベーションを異なる色で色づけするには，このオプ
ションを有効にする．

オブザベーションをフィルタ:オブザベーションを表示するのにフィルタ変数を使用した
場合，同じフィルタ変数がブートストラップ・チャート上でオブザベーションの表示を
フィルタするのに使用される．

凸包: ブートストラップ生成ポイントに対応する凸包を表示するには，このオプションを
有効にする．

信頼楕円: ブートストラップ生成ポイントに対応する信頼楕円を表示するには，このプシ
ョンを有効にする．

結果  

記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す． これは，オブ
ザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）を含む．

相関/共分散行列: この表は，後の計算で使用するデータを示す．相関のタイプは，ダイアロ
グ・ボックスの "一般" タブで選ばれたオプションによる． 相関では，有意な相関が太字で表

示される．
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Bartlettの球形検定: Bartlett の球形検定の結果が表示される．どの変数が有意な相関を持って
いないかによって，仮説を確認したり棄却したりすることに用います．

Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性の測度: この表は，各個別の変数のKMO測度および全体の
KMO測度の値を提供する．KMO測度は0から1の範囲の値をとる．低い値は合成因子（または
潜在変数)の抽出が出来ないケースに対応する．言い換えると，オブザベーションは人間が想像

できるようなモデルを産出しない（標本が”不十分”）．Kaiser (1974)は，KMOが0.5より低いな
ら，その因子モデルを採用しないことを推奨している．KMOが0.5から0.7の間なら標本の品質

は中程度であり，KMOが0.7から0.8の間は良好であり，0.8から0.9はとても良好で，それを超

えると優良である．

固有値: 固有値と対応するグラフ（スクリー・プロット）が表示される． 固有値の数は，非ヌ
ル固有値の数に等しくなる．

対応するオプションが有効になっているなら， XLSTATは，後で新しい空間に**因子負荷量**を
表示し，そして初期変数と新しい空間の成分との間の相関を表示する． **相関**は，（相関行

列上の）正規化されたPCAの因子負荷量に等しくなる．

追加変数が選択された場合，対応する座標と相関が表の最後に表示される．

寄与度: 寄与度は，解釈の助けになる．軸の構築に高い影響度を持つ変数は，寄与度の高い変

数である．

平方余弦: 他の因子手法と同様，写像効果による解釈エラーを避けるために，2乗余弦分析が用

いられる．グラフ上で使用された軸に関連づけられた2乗余弦が低いなら，問題のオブザベー
ションまたは変数の位置は，解釈されるべきでない．

そして，新しい空間での**因子得点**が表示される．追加のデータが選択された場合，それら

は表の最後に表示される．因子得点の表の最後に，次のボタンが表示される: . このボタン
をクリックすると，事前に記入されたHAC (Hierarchical Ascending Classification)のダイアロ
グ・ボックスが自動で開き，因子空間でのオブザベーションの分類が実行される．

寄与度: この表は，主成分の構築でのオブザベーションの寄与度を示す．

平方余弦: この表は，オブザベーション・ベクトルと因子軸との間の2乗余弦を表示する．

回転がリクエストされると，まず因子負荷量に適用された**回転行列**で回転の結果が表示さ
れる．続いて，回転に関与した各軸に関連づけられた修正変動パーセンテージがある．回転後

の変数とオブザベーションの座標，寄与度，余弦が，続く表に表示される．

事例  

主成分分析の使用法のチュートリアルが Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの主成分分析-PCA-チュートリアル?language=ja

主成分分析の使用法と共通性（コミュナリティ）に基づくフィルタの適用方法に関するチュー
トリアルがAddinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/PCAチャートでオブザベーションと変数をフィルタリング?
language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%B8%BB%E6%88%90%E5%88%86%E5%88%86%E6%9E%90-PCA-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/PCA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B6%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%82%92%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0?language=ja
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混合データの因子分析 (PCAmix)  
オブザベーションが量的変数と質的変数の両方で記述されているデータ表を分析するには，混

合データの因子分析 (PCAmix) を使用する．この手法は，以下のために使用される:

変数間の相関を調査して可視化する．

初期変数の線形結合である非相関因子を得る．

2次元また3次元空間でオブザベーションを可視化する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

混合データの因子分析は，HillおよびSmith (1972)によって最初に開発された手法である．その
後，この手法のいくつかの亜種が開発されてきた (Escofier 1979, Pagès 2004)．XLSTATで使

用される手法は，PCAmixと呼ばれ，Chaventら (2014)によって開発された．この手法は，因子

分析の2つの一般的な手法の混合とみなすことができる: オブザベーション/量的変数の表を分析

できる主成分分析 (PCA: Principal Component Analysis) とオブザベーション/質的変数の表を分

析できる多重コレスポンデンス分析(MCA:Multiple Correspondence Analysis)． PCAmix法は，
これらの2つの手法の混合とみることができ， 個のオブザベーションが， 個の量的変数と
合計で 個のカテゴリを持つ 個の質的変数で記述されている表の分析ができる．ここで，

と記す． 他の因子分析法と同様，PCAmix法はデータの次元を削減すること，お
よび変数間の近さやオブザベーション間の近接を識別すること目的とする．

PCAmixの結果

PCAmix法は，他の因子分析法と同じ伝統的な結果を提供する: 因子座標，寄与度，平方余弦．

これらの結果は，PCAやMCAと同じ方法で解釈される． **寄与度**は，解釈を助ける．軸の構

築に最も影響を持つ変数が最も高い寄与度を持つそれである． **平方余弦**は，因子軸での射

影の品質を定量化し，射影効果による解釈の過誤を避ける．もしグラフ上で使用される軸に関

係する平方余弦が低ければ，我々は問題のオブザベーションまたは変数の位置を解釈すること
を避ける．

PCAmixの特有の出力は，変数の**2乗負荷量**と呼ばれる．ある量的変数とある因子軸 の間の
2乗負荷量は，その変数と軸 の間の2乗相関に等しい．ある質的変数 と因子軸 の間の2乗負

荷量は，変数 と軸 の間の相関比 に等しい．すなわち:

n p  1

m  Q p  2

p = p  +1 p  2

k

k y k

y k η2
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ここで は変数 のカテゴリの合計数で， はカテゴリ を持つオブザベーションの数， は
カテゴリ を持つオブザベーションで計算された変数 の平均で， はすべてのオブザベーショ
ンで計算された変数 の平均である．この相関比は，質的変数 の各 カテゴリの軸への寄与度

の合計に等しい．2乗負荷量は，量的変数と質的変数を同じグラフで可視化して，それらを因

子軸に関係づけるために使用される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/量的変数: 個のオブザベーションが 個の量的変数で記述されている表を
選択する．列ヘッダが選択されているなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認

する．

オブザベーション/質的変数: 個のオブザベーションが 個の質的変数で記述されている表を
選択する．列ヘッダが選択されているなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認

する．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされているなら，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしない場合は，重みは1とみなされる．重みは，0以上でなけ
ればならない. 列ヘッダが選択されているなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確

認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

η (k∣y) =2
 

 (k  − )∑i=1
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i k̄ 2

 n  (  − )∑
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，重み．オブザベーション・ラベル）の
最初の行がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションが有効なら，選択内に
ヘッダを含める必要がある．このオプションが有効になっていなけらば， オブザベーション・
ラベルがXLSTATによって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

カテゴリをアルファベット順に並べ替え: すべての変数のカテゴリがアルファベット順に並べ
替えされるようにするには，このオプションを有効にする．

変数-カテゴリ・ラベル: 出力を表示する際に，変数-カテゴリ・ラベルを使用するには，このオ
プションを有効にする．変数-カテゴリ・ラベルは，接頭に変数名，接尾にカテゴリ名を含む．

因子をフィルタ: 表示する因子の数を減らすには，以下のオプションから1つを有効にできる:

M小 %: 表示する因子の数を変動で決定するには，このオプションを有効にして，それか
ら最小パーセンテージを入力する．

M大数: 結果を表示する際に考慮に入れる因子の最大数を設定するには，このオプション
を有効にする．

追加データ タブ:

追加オブザベーション: 追加オブザベーションの座標を計算して表示させたい場合は，このオ
プションを有効にする．これらのオブザベーションは，相関行列の計算とその後の計算には考

慮されない（アクティブなオブザベーションに対してパッシブ（不活性）なオブザベーショ
ン）．追加オブザベーションのデータ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，“追加オブザベー
ションの変数ラベル”を有効にしなければならない。表示に使用する追加オブザベーションのラ
ベルを選択することもできる．

量的変数: 個の追加オブザベーションが同じ 個のアクティブな量的変数で記述される
表を選択する．
質的変数: 追加オブザベーションが同じ 個のアクティブな質的変数で記述される表を
選択する．

n′ p  1

n′ p  2
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追加変数: 因子軸の計算に使用されない変数（アクティブな変数に対してパッシブな変数）の
座標を後から計算したい場合は，このオプションを有効にする.

量的変数: 追加の量的変数を追加したい場合は，このオプションを有効にする．メインの
表で列ヘッダが選択された場合，ここにヘッダも選択する必要がある．

質的変数: 追加の質的変数を追加したい場合，このオプションを有効にする．メインの表

で列ヘッダが選択された場合，ここにヘッダも選択する必要がある．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算の続行をやめるようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を置換する: 欠損値を置き換えるには，このオプションを有効にする．欠損値が量的変

数の場合，それらはその変数の平均に置き換えられる．欠損値が質的変数の場合，その変数で.
新しく"欠損"カテゴリが作成される．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とスクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

結果を表示:

オブザベーションと変数: オブザベーションと変数に関する結果を表示するには，このオ
プションを有効にする．

オブザベーション: オブザベーションに関する結果を表示するには，このオプションを有

効にする．

変数: 変数に関する結果を表示するには，このオプションを有効にする．

主座標: 主座標を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与度: 寄与度を表示するには，このオプションを有効にする．

cos2: 平方余弦を表示するには，このオプションを有効にする．

2乗負荷量: 2乗負荷量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

量的データ サブ・タブ:
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相関チャート: 成分と初期変数の間の相関を示すグラフを表示するには，このオプションを有

効にする．このチャートは相関円と言います．

ベクトル: ベクトルの形式で初期変数を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベルを配向: このオプション (Excel 2010 以降のバージョンでのみ利用可能)は，ベクト
ルの向きに合わせて変数のラベルを配向できる．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループで色づけ: 質的変数の水準によって変数ポイントを色づけしたい場合は，このオ
プションを有効にする．そして，アクティブな変数の数だけデータの縦系列を選択す
る．メインの表でヘッダが選択された場合は，この選択でヘッダが含まれなければなら
ない．

Cos2でポイント・サイズ変更: 変数ポイントのサイズを選択された部分空間内のcos2乗
の個別の合計に比例させるには，このオプションを有効にする．

フィルタ: 表示する変数の数を調節するには．このオプションを有効にする：

ランダム: 表示する変数は無作為に選択される．表示する“変数の数” Nを指定する．

M初のN個の変数: 最初の N 個の変数がグラフに表示される．表示する“変数の数” N を指

定する．

M後のN個の変数: 最後のN個のオブザベーションがグラフに表示される．表示する“オブ
ザベーションの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と 1 だけのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は表示する変数を意味する．

Sum(Cos2)>: 共通性（コミュナリテ，2乗cos）が入力する値よりも大きい変数だけがプ
ロット上に表示される．

質的データ サブ・タブ:

カテゴリの因子マップ: アクティブおよび追加の質的変数のカテゴリの主座標を示すチャート
を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: チャートにカテゴリのラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループで色づけ: 質的変数の水準によって変数ポイントを色づけしたい場合は，このオ
プションを有効にする．そして，アクティブな変数の数だけデータの縦系列を選択す
る．メインの表でヘッダが選択された場合は，この選択でヘッダが含まれなければなら
ない．

Cos2でポイント・サイズ変更: 変数ポイントのサイズを選択された部分空間内のcos2乗
の個別の合計に比例させるには，このオプションを有効にする．
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カテゴリをリンク: ある変数に属するカテゴリがリンクされるようにするには，このオプ
ションを有効にする．このオプションは，変数に属するカテゴリを素早く識別できるよ
うにします．

フィルタ: 表示する変数の数を調節するには．このオプションを有効にする：

ランダム: 表示する変数は無作為に選択される．表示する“変数の数” Nを指定する．

M初のN個の変数: 最初の N 個の変数がグラフに表示される．表示する“変数の数” N を指

定する．

M後のN個の変数: 最後のN個のオブザベーションがグラフに表示される．表示する“オブ
ザベーションの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と 1 だけのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は表示する変数を意味する．

混合 サブ・タブ:

混合チャート: 量的変数と質的変数の2乗負荷量のチャートを表示するには，このオプションを
有効にする．

量的変数のオプション:

ラベル:量的変数のラベルを混合チャートに表示するには，このオプションを有効にす
る．

ベクトル: 量的変数をベクトルの形式で表示するには，このオプションを有効にする．

追加変数: 追加の量的変数を含めた場合，それらを混合チャートに表示するには，このオ
プションを有効にする．

変数をフィルタ: 量的変数を表示するのに変数のフィルタを使用した場合，混合チャート
での量的変数の表示をフィルタするのに同じ変数のフィルタが使用される．

質的変数のオプション:

ラベル: 質的変数のラベルを混合チャートに表示するには，このオプションを有効にす
る．

ベクトル: 質的変数をベクトルの形式で表示するには，このオプションを有効にする．

追加変数: 追加の質的変数を含めた場合，それらを混合チャートに表示するには，このオ
プションを有効にする．

変数をフィルタ: 質的変数を表示するのに変数のフィルタを使用した場合，混合チャート
での質的変数の表示をフィルタするのに同じ変数のフィルタが使用される．
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オブザベーション サブ・タブ:

オブザベーションの因子マップ: オブザベーションの主座標を表すチャートを表示するには，
このオプションを有効にする．

ラベル: チャートにオブザベーションのラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．表示するラベルの数は，フィルタリング・オプションを使用して変更できる．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループで色づけ: 質的変数の水準によって変数ポイントを色づけしたい場合は，このオ
プションを有効にする．そして，アクティブな変数の数だけデータの縦系列を選択す
る．メインの表でヘッダが選択された場合は，この選択でヘッダが含まれなければなら
ない．

Cos2でポイント・サイズ変更: オブザベーション・ポイントのサイズを選択された部分

空間内の対応するcos2乗の合計に比例させるには，このオプションを有効にする．

色 タブ:

このタブは，さまざまな数値的結果の色をパーソナライズして、チャートを色づけすることが
できる．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．

固有値: 固有値と対応するチャート (スクリー・プロット ) が表示される．固有値の数は，ヌル
値でない固有値の数に等しい．

変数の結果: 対応する出力のオプションが有効になっていたら，XLSTATはアクティブな変数の
出力（主座標，cos2，寄与度，2乗負荷量）を表示する．各表の最初の部分は量的変数に関係

し，2番目の部分は質的変数に関係する．追加変数が選択された場合，これらの変数の結果が
示される．そして，量的変数の相関円，質的変数のカテゴリの因子マップ，2乗負荷量の混合

チャートが示される．

オブザベーションの結果: 対応する出力のオプションが有効になっていたら，XLSTATはアクテ
ィブな変数の出力 (主座標，cos2，寄与度)を表示する．追加変数が選択された場合，これらの
変数の結果が示される．そして，オブザベーションの因子マップが示される．

オブザベーション座標（因子スコア）の表の最後に，次のボタンが表示される: . このボタ
ンをクリックすると，HAC(凝集型階層クラスタリング) のすでに記入されたダイアログ・ボッ
クスが自動で開き，因子座標上でオブザベーションの分類が実行される．

事例  
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PCAmixｍの使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの混合データの因子分析 -PCAmix-チュートリアル?
language=ja

参考文献  
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factorielle. Cahiers de l’analyse des données. 4 (2), 137–146.

Hill, M. O. and A. J. E. Smith (1976, May). Principal Component Analysis of Taxonomic Data
with Multi-State Discrete Characters. Taxon. 25 (2/3), 249–255.
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de qualité de vie. Phd Thesis. Université de Bordeaux

Pagès, J. (2004). Analyse factorielle de données mixtes. Revue de Statistique Appliquée.
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データ解析  230 判別分析 (DA)  

判別分析 (DA)  
量的または質的説明変数を用いて複数のクラスへのオブザベーションのメンバーシップを説明

したり予測したりするには，判別分析を用います．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

判別分析 (DA) は，過去20年で伝統的な形式が少し変更された古い手法 (Fisher, 1936) である．
この手法，説明と予測の両方は，以下のことに使用できる：

オブザベーションが属するグループを判別できるかを，2次元または3次元のグラフで確

認する，

説明変数を用いて，グループの特性を示す，

オブザベーションがどのグループに属するかを予測する．

DA は，たとえば，エコロジーや金融リスクの予測（クレジット・スコアリング）など，さま
ざまな応用で使用できるであろう．

DAの原理は，discriminant（判別変数）と呼ばれる新しい変数から質的従属変数 をモデルす
ることである．判別変数とは，説明変数の線形結合であり，説明されるべき変数のモダリティ
によって定義されるクラスを最も良く判別するように選ばれる．

個の個体が， 個の説明変数  = ( , ..., )によって記述されるとして，下式のようなベク
トル , ..., の線形結合である判別変数 を見つけることである: $$ s = u_1 x_1 + . . .
+ u_p x_p , $$

ここで  = ( , . . . , )  は，この線形結合の係数で，判別係数と呼ばれる．そのため，
一方で， を見つけなければならず，もう一方で， がクラスを判別することを正当化するメト
リクスを見つけなければならない．

要素が次式で書ける総分散-共分散行列  を考える: $$ t ^ { j, l } = \frac{ 1 }{ n } \sum _ {i = 1}^{i
= n} (x _ { i }^{ j } - \mu ^ { j })(x _ { i }^{ l } - \mu ^{ l }) , j, l = 1, ..., p, \tag{1} $$

すべての個体が同じ重みであると仮定して，ここで $$ \mu ^ {j} = \frac{ 1 }{ n } \sum_{i = 1}^{i =
n} x_{ i }^{ j }, j= 1,..., p, $$

Y

n p x  i x  i
1 x  i

n

x  1 x  p s ∈ Rn

u u  1 u  p ∈ Rp

u s

T
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は，変数 に関するオブザベーションの平均である．AFDは分散分析に基づき，その分解は，
下記のようなデータの分割からなる: $$ t ^ { j, l } = \frac{ 1 }{ n } \sum_{k = 1}^{k = g}\sum_{x_{ i
} \in G_{ k }} (x _ { i }^{ j } - \mu_{ k } ^{ j } + \mu_{ k }^{ j } - \mu^{ j })(x _ { i }^{ l } - \mu_{ k }^{ l }
+ \mu_{ k }^{ l } - \mu ^{ l }) , j, l = 1, ..., p.\tag{2} $$

ここで はクラス の平均で，従属変数によって与えられるクラスの数 が から の値をと
る．式(2)の積を発展させ（詳細は Bardos (2001) を参照），行列Tは2個の行列の合計に分解さ
れると推論する：  個の重心 のクラス間分散-共分散行列 ，および，各クラス で得られ
る行列 からの結果であるクラス内分散-共分散行列 ．

空間 に投影された重心が遠く離れており，投影されたグループがばらつきすぎていないな
ら，良いクラス判別が可能になる．これは，クラス間分散と合計分散の比率をT最大化するこ
とで可能になる．すなわち，次式のような を求める $$ \max_{u \in R^{ p }} \frac{u^{ ' }Bu}{u^{
' }Tu}. $$

定義上， が最大固有値に関連する の固有ベクトルなら，この比率が最大である．固有

値のゼロ以外の数は，最大でも( ) に等しい．ここで はクラスの数である．

そして，スコア関数は，各個体  ごとにクラスのメンバーシップを計算することを可能にす
る．そのために，クラスの中心と比較した距離の計算と，それらの比較に戻る．関数は上記の
表記法で書かれる: $$ f_ { i, k } (x) = \frac{1}{2} \delta_{i / k}(x) = (\mu _ { i } - \mu _ { k })^{ ' } M
\left(x - \frac{\mu _ { i } + \mu _ { k }}{2}\right) , i, k = 1, ..., g\tag{3} $$

ここで は正定値対称行列で，  は正準判別関数の係数を表す．そして，
距離，すなわちグループごとに1つを得る．個体  ごとに，距離の集合が計算されて比較され
る．個体 は，最小距離を与えるグループに割り当てられる．

SSCP 行列と距離行列

XLSTATのDA機能は，SSCP行列または平方和積和行列を計算することを提案する．それらは
共分散行列のように構築され，それらに比例する．それらはまた次の関係を確認する: 総SSCP
= クラス間SSCP + 総クラス内SSCP．とくに，クラス内SSCP行列は，たとえば統計的検定の
ような計算または正準判別関数 ( )の係数の計算に使用される．

式(3)の行列 が，クラス内分散-共分散行列  に置き換えられると， と の間のマハラ
ノビス距離になる．これらの行列の詳細はヘルプの [こちら] (MAH.md)で説明されている．ク
ラス内分散-共分散行列が等しいと仮定される場合，距離行列は総クラス内共分散行列を用いて
計算される．

共分散行列の同等性の仮定の場合，クラス間のFisher距離が計算される．それらはマハラノビ
ス距離から計算され，有意度の検定を可能にする．もし共分散行列が等しいと仮定しなけれ
ば，クラス間の一般化2次距離が結果の中に提供される．マハラノビス距離から計算される一

般化（汎）距離も計算され，共分散行列の行列式の対数および事前確率の対数を考慮に入れ
る．

線形または二次方程式モデル

基本の仮定に基づいてDA の2つのモデルが使用される：共分散行列が同一であると仮定される
ならば，線形の判別分析が使用される．一方，少なくとも2つのグループで共分散行列が異な
ると仮定されるならば，2次モデルが使用される．この基本仮定は，DAダイアログボックスの

x  j
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オプションで提供されている．どのオプションを選ぶべきかがわからなければ，この仮説を検

定するBox検定が出力オプションに表示されている． の法則に基づくBartlettの近似も，この
検定を実行することを可能にする．この検定をよりよく評価するために，線形分析の実行から
開始して，それからBoxの検定の結果に応じて，2次分析を実行するとよい．

多重共線性の問題

線形，さらに2次方程式モデルで，ヌル分散や変数間の多重共線性の問題に直面するかもしれ
ない．XLSTATは，これらの問題に対処するようにプログラムされている．すべての計算につ
いて，または2次方程式モデルの場合，問題が起こるグループについて，これらの問題に関与

する変数が自動的に無視される．問題が起きている変数を識別できるようにするために，多重

共線性の統計量をオプションで表示される．

ステップワイズ法

線形回帰およびロジスティック回帰に関しては，有効なステップワイズ法が提案されている．
しかしながら，変数の入力および出力検定はそれらが正規分布であると仮定しているので，量

的変数が選択されている場合のみ使用される．ステップワイズ法は，モデルへの寄与度がわず
かしかない変数を避ける有効なモデルを得ることを可能にする．これらの手法は，DAダイアロ
グ・ボックスのオプション・タブで利用可能である．

クラス分類表, ROC 曲線およびクロスバリデーション

提供されたさまざまな結果の中で，XLSTATは，正しく分類されたオブザベーションのパーセ
ンテージを計算するために使用する分類表（混同行列ともいう）を表示できる．たった2つの
クラス（カテゴリまたはモーダリティ）のみが従属変数に提示されている場合，ROC 曲線も表

示できる．

ROC 曲線 (Receiver Operating Characteristics) は，モデルの性能を表示し，他のモデルの性能

と比較することができる．使用される用語は，信号検出理論に由来する．

陽性のイベントを正しく分類した比率は，感度（ sensitivity）と呼ばれる．特異度

（specificity）は陰性のイベントが正しく分類された比率である．イベントが陽性であるとみな
されるところからしきい値確率を変化させると，感度や特異度も変化する．ポイント (1-特異

度, 感度) の曲線が ROC 曲線である．

たとえば，顧客がダイレクトメールによるキャンペーンに好意的に反応するかどうかを示すバ
イナリの従属変数を考えよう．下図で青色の曲線は，好意的に反応している の人々が最も
高い の確率に一致する理想的なケースである．緑色の曲線は，正しく判別しているモデル
に対応する．赤色の曲線（第1二等分線）は，反応確率が調査された標本中のオブザベーショ
ンと等しいランダム・ベルヌーイ・モデルで得られるものに対応する．したがって，赤色の曲

線に近いモデルは，ランダムな生成よりもあまりよくないので非効率である． これより下のモ
デルは，ランダムよりも下回るのであるから有害である．

χ2

n%
n%
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曲線の下の領域（または AUC）は，ROC曲線で計算された合成指標である．AUC は，モデル
によって陽性のイベントが陰性のイベントよりも高い確率を持つ確率に一致する．理想モデル
では で，ランダム・モデルでは である．通常， であれ
ば，そのモデルは良好と判断される．0.87 から 0.9 の間のAUCを持たなければ，正しく判別す
るモデルとは言えない． のモデルは優秀である．

予測に関するモデルの結果は，楽観的すぎるかもしれない：我々は，あるオブザベーションが
正しく分類されているかどうかを，そのオブザベーション自体をモデルの計算に使用しながら
効率的にチェックしようと試みる．この理由から，クロスバリデーションは，オブザベーショ
ンがさまざまなグループに属す確率を決定するために開発された．あるオブザベーションを学

習標本からはずし，そして，モデルを予測を計算する．この操作を学習標本内のすべてのオブ
ザベーションについて繰り返す．したがって，モデルの品質のより忠実な表現が得られる．
XLSTATは，交差検証（クロスバリデーション）モードで各オブザベーションに関連するさま
ざまな統計量を計算するオプションと，分類表および2種類のクラスのみの場合はROC 曲線を
提供する．

最後に，検証標本でモデルを検証するために可能な限りのアドバイスがある． XLSTATには，
検証標本を自動で生成するための複数のオプションがある．

判別分析とロジスティック回帰

従属変数でのクラスがたった2つだけの場合，判別分析はロジスティク回帰にとてもよく似て
いる．判別分析は，共分散構造を詳しく調査し，グラフィック表現を提供するのにとても便利

である．ロジスティック回帰は，複数の可能なモデル・テンプレートを持ち，質的説明変数に
対してもステップワイズ選択を可能にする利点がある．ROC 曲線を用いて，両方の手法の性能

を比較することができる．

ダイアログ・ボックス  

AUC = 1 AUC = 0.5 AUC > 0.7

AUC > 0.9
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

質的変数: モデルしたい質的変数を選択する．複数の変数が選択されると，XLSTATは，変数の
それぞれについて別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプシ
ョンが有効であることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: モデル中に1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効

にする．Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータは，数値タイプ
が可能である．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確

認する．

質的変数: モデル中に1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効

にする．そして，Excel ワークシートないで対応する変数を選択する．選択されるデータは，
どのようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効な場合，選択中

にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，オプザベーション・ラベル
は，XLSTATによって自動で生成される (Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて 1 とみなされる．XLSTAT は，自

由度の計算のためにこれらの重みを使用する．重みは，0 以上でなければならない．列ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効にされたことを確認する．

オプション タブ:

許容度: 変数が自動的に無視される許容度のしきい値を入力する．

共分散行列の等質性: 従属変数のさまざまなクラスに関連した共分散行列が等しいことを仮定

したい場合は，このオプションを有効にする．

事前確率: 事前可能性を考慮に入れたい場合は，このオプションを有効にする．各クラスに関

連する確率は，そのクラスの度数に等しくなる．注意：さざまなグループについて，事前可能

性が等しい場合，このオプションは効果がない．

因子をフィルタ: モデル中に使用する因子の数を減らすために，以下のオプションの1つを有効

にできる：

M小 %: このオプションを有効にして，選択された因子が表現するべき合計変動の最小パ
ーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の最大数を設定するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 計算されるさまざまな検定での有意水準を入力する．

モデル選択: 提供される4つの選択方法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効にす
る：

ステップワイズ (フォワード): モデルへの最大寄与度を持つ変数を追加することにより，
選択プロセスが開始する．第2の変数の投入確率が投入しきい値より大きい場合，それは
モデルに投入される．第3の変数が追加された後，モデル中に提示された各変数の除去の
影響が計算される．計算された統計量の確率が除去しきい値より大きければ，その変数

はモデルから除去される．

ステップワイズ (バックワード): この手法は前者と似ているが，完全なモデルから開始す
るところが異なる．
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フォワード: この手順は，変数が追加されるのみで除去されないことを除いては，ステッ
プワイズ選択と同じである．

バックワード: この手順は，すべての変数を同時に追加することによって開始する．そし
て，ステップワイズ選択で用いられる手順に従って，変数がモデルから除去される．

クラス重み補正: 従属変数のさまざまなクラスのオブザベーションの数が均一でない場合，モ
デルの確立において，オブザベーションの数の少ないクラスにペナルティを課すリスクがあ
る．この問題を解決するために，XLSTATには2つのオプションがある：

自動: 補正は自動である．同一の合計重みを持つクラスを得るために，オブザベーション
に人工的な重みが割り当てられる．

修正重み: 各オブザベーションに割り当てる重みを選択できる．

検証タブ タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
のうちの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数”  を指定

する．

M後のN行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーショ
ンの数”  を指定する．

M初のN行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーショ
ンの数”  を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを意味する．

予測タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はいけません：以下にあげる選択の最初の行が，データと一致しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

N

N

N



データ解析  237 判別分析 (DA)  

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

一般 サブタブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

クラスごとの平均 : 説明変数のそれぞれでのクラスごとの平均を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

各クラスに関する情報 : 各クラスに関する情報，つまり，平均，重みの合計，割り当ての確

率，および共分散行列で計算された行列式の対数が表示される．

多重共線性の統計量: 多重共線性の統計量の表を表示するには，このオプションを有効にす
る．

共分散行列: クラス間，クラス内，クラス内全，全共分散行列を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

SSCP 行列: 各説明変数での（クラス内）およびオプションで各交互作用（クラス間）および
合計（総）での平方和積和行列（sums of squares and cross-product matrices ）を表示するに
は，このオプションを有効にする．

共分散行列 : クラス間，クラス内，総クラス内，および総共分散行列を表示するには，このオ
プションを有効にする．

距離行列: グループ間の距離の行列を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とグラフ（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効

にする．

固有ベクトル: 固有ベクトルの表を表示するには，このオプションを有効にする．
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変数/因子の相関: 因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

正準相関および関数: 正準相関および関数のためにこのオプションを有効にする．

クラス分類関数: クラス分類関数を表示するには，このオプションを有効にする．

因子得点: 因子空間でのオブザベーションの座標を表示するには，このオプションを有効にす
る．各オブザベーションの事前および事後クラス ，各クラスへの割り当ての確率，クラスの重

心からオブザベーションへの距離が，この表に表示される．

混同行列: 各クラスに正しく分類されたオブザベーションと間違って分類されたオブザベーシ
ョンの数を示す表を表示するには，このオプションを有効にする．

交差検証（クロスバリデーション）: クロスバリデーションの結果を表示するには，このオプ
ションを有効にする．（オブザベーションの確率と混同行列）

検定 サブタブ:

クラスごとの平均 : クラスごとの平均に関する検定を表示するには，このオプションを有効に
する．

Wilks lambda 検定 (Rao 近似) : Lambda 統計量と関連するp値の結果を表示するには，
このオプションを有効にする．

Pillaiのトレース : Pillaiトレース検定の結果を表示するには，このオプションを有効にす
る．

Hotelling-Lawley トレース : Hotelling-Lawleyトレース検定の結果を表示するには，この
オプションを有効にする．

RoyM大根 : Roy最大根検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

クラス内共分散行列 : クラス内共分散行列での検定を表示するには，このオプションを有効に
する．

Box 検定 : Box検定の結果と2つの可能な近似から得られるp値を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

Kullback 検定 : Kullback 検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値 : 固有値に関係する検定を表示するには，このオプションを有効にする．

Bartlett 検定 : Bartlett検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．この検

定は，固有値の数が厳密に1より大きい場合にのみ可能である．

チャート タブ:

相関チャート: 因子と入力変数の間の相関に関するグラフを表示するには，このオプションを
有効にする．

固有値 : 固有値のチャート（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効に
する．
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オブザベーション・チャート: 固有ベクトル空間でオブザベーションを可視化することができ
るグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上のオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．ラベルの数は，フィルタリング・オプションを用いて調節できる．

重心を表示: 従属変数のカテゴリに対応するセントロイド（重心）を表示するには，この
オプションを有効にする．

信頼楕円: 信頼楕円を表示するには，このオプションを有効にする．信頼楕円は，従属変

数の各カテゴリの因子スコアと同じ平均と同じ共分散行列を持つ2変数正規分布の 信

頼区間（ここで は，オプション・タブで入力された有意水準を用いて決定される）に対

応する．

重心および信頼円: セントロイドおよび平均まわりの信頼円でグラフを表示するには，このオ
プションを有効にする．

色つきラベル: 対応するポイントと同じ色でラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．このオプションが有効でない場合，ラベルは黒で表示される．

フィルタ: 表示するオブザベーションの数を調節するには，このオプションを有効にする：

ランダム: 表示するオブザベーションが無作為に選択される．そして，表示する“オブザ
ベーションの数” を指定する．

M初のN行: 最初のN 個のオブザベーションがグラフ上に表示される．そして，表示す
る“オブザベーションの数” を指定する．

M後のN行: 最後のN 個のオブザベーションがグラフ上に表示される．そして，表示す
る“オブザベーションの数” を指定する．

グループ変数: このオプションを選ぶと， 0 と 1 のみのバイナリ変数を選択する必要があ
る． 1 は，表示するオブザベーションを意味する．

結果  

記述統計: 記述等計量の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示す． これ
は，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）を含む．

相関行列: この表は，説明変数間の相関を表示する．

クラスごとの平均: この表は，従属変数のさまざまなクラスについてのさまざまな説明変数の
平均を提供する．

Wilksのラムダ検定 (Raoの近似): この検定は，さまざまなクラスについて，平均ベクトルの等

質性の仮定を検定するのに使用する．2つのクラスがある場合，この検定は，前述のFisher の
検定に相当する．クラスの数が，3つ以下の場合，この検定は正確である．4つのクラスから
は，Fisher分布に近似的に従う統計量を得るために，Raoの近似が要求される．

x%
x

N

N

N
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クラスの平均の同等性の一次元性検定: この表は，変数ごとに，クラス間の平均の同等性の仮

説を検定するクラス平均の同等性の一次元性検定の結果を提供する．Wilksの単変量lambdaは
常に0から1の間である．1の値は，クラス平均が等しいことを意味する．低い値は，クラス内

変動が低く，したがって，クラス間変動が高く，ゆえに，クラス平均に有意な差があると言う
意味として解釈される．

WilksのLambda検定 (Raoの近似): この表は，さまざまなクラスの平均ベクトルの同等性の仮

説を検定するWilksのLambda検定の結果を提供する．2つのクラスがある場合， この検定は，
前に述べたFisher検定に相当する．クラスの数が3以下であれば，検定は正確である．4クラス
からは，Fisher分布に従って近似的に分布する統計量を得るためにRao近似が必要となる．こ
の検定の詳細は，ヘルプの [こちら] (MNV.md)で説明している．

Pillaiのトレース: この検定は，さまざまなクラスの平均ベクトルの同等性の仮定を検定するた
めに使用する．これは Wilkのラムダ検定より使われることが少なく，またp-値を計算するのに
Fisher 分布を使用する．

Hotelling-Lawleyのトレース: この検定は，さまざまなクラスの平均ベクトルの等質性の仮定を
検定するために使用する．これは Wilkのラムダ検定より使われることが少なく，またp-値を計

算するのにFisher 分布を使用する．

RoyのM大根: この検定は，さまざまなクラスの平均ベクトルの等質性の仮定を検定するために
使用する．これは Wilkのラムダ検定より使われることが少なく，またp-値を計算するのに
Fisher 分布を使用する．

重みの合計, 各クラスの事前確率および決定要因のlog: これらの統計量は，オブザベーション
の確率の事後計算において，他のところで使用される．

多重共線性: この表は，変数間の多重共線性について変数の原因を同定する．ある変数が多重

共線性の原因として同定される（その許容度がダイアログ・ボックスの"オプション"タブで設

定した限界許容度より小さい）と直ちに，それは後の変数についての多重共線性統計量の計算

には含まれません ．したがって，2つの変数が同定される極端なケースでは，2つのうちの1つ
のみが，計算から除外される．表示される統計量は，許容度 (1-R²に等しい)，それの逆数，お
よびVIF (Variance inflation factor) である．

SSCP行列: この結果は，SSCP (Sums of Squares and Cross Products) 行列を提供する．クラ
ス間，クラス内，および合計が連続して得られる．

共分散行列: この結果は，クラス間分散-共分散行列，各クラスのクラス内分散-共分散行列およ
び合計の分散-共分散行列を連続で提供する．

変数選択の要約: この表は，オプションで選択手法が選ばれた場合，変数選択の要約を提供す
る．ステップ・ワイズ表では， 昇順または降順選択，さまざまなステップに対応する統計量が
表示される．

Box検定: この表は，Box検定の結果を提供する．2つの近似があり，1つは 分布に基づき，
もう1つは Fisher 分布に基づく．両方の結果が表示される．

Kullbackの検定: この表は，Kullbackの検定の結果を提供する．計算される統計量は，近似的

に 分布に従う．

マハラノビスの距離: この表は，マハラノビス距離を提供する．

χ2

χ2
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Fisherの距離: この表は，Fisher距離を提供する．距離が有意であるところを同定するために，
p値の行列も表示される．

一般化平方距離: この表は，クラス間の一般化平方距離を提供する．

クラスの平均の差の一次元的検定: これらの検定は，クラス変数間の変数ごとの平均の等質性

の仮定を検定するために使用する． Wilkの単変量ラムダは，常に0 から1 の間である． 1 の値

は，平均が等しいクラスを意味する．低い値は，低いクラス内変動があり，したがって，高い
クラス間変動があり，故にクラスの平均において有意な差があることを意味する．

固有値: この表は，さまざまな因子に関連する固有値とともに，対応する判別パーセンテージ
および累積パーセンテージを示す．固有値の合計は，Hotellingトレースに等しい．スクリー・
プロットは，判別因子間で判別力がのどのように分布しているかを表示するために使用する．

固有値の有意度に関するBartlettの検定: この表は，各固有値について，Bartlett 統計量とカイ2
乗漸近近似を用いて計算されたp値を表示する．Bartlettの検定は， 個の固有値のすべてについ
て，それらがゼロに等しいという帰無仮説 を検定することができる．最大の固有値につい
て，これが棄却される場合， が棄却できなくなるまで，再び検定が実行される．この検定

は，保守的な意味では， が成り立たないいくつかのケースを確認しようとする方法としえ知

られる．しかしながら，いくつの因子軸を考慮するべきかを確認するために，この検定を 使用

できる (Jobson, 1992を参照)．

固有ベクトル: この表は，後で正準相関，正準関数係数，およびオブザベーション座標の計算

で使用する固有ベクトルを提供する． 示す．

変数/因子の相関: この表は，初期変数空間でのオブザベーション座標と判別因子空間でのスコ
アの間の相関を提供する．オプションが選択されると，因子空間でのオブザベーションの表現

の解釈を簡単にするために相関円が表示される．

正準相関: この表は，各因子に関連する正準相関を提供する．は， L(i) / (1- L(i)) の平方根であ
る．正準相関は，因子の判別力の測度でもある．それらの合計は， Pilaiのトレースに等しくな
る．

正準判別関数係数: この表は，初期変数空間でのオブザベーションの座標から，判別因子空間

でのその座標を計算するのに使用する正準判別関数係数を提供する．

標準化正準判別関数係数: この表は，上記で与えられている係数の標準化係数を提供する．し
たがって，それらを比較することは，任意の因子について，判別への初期変数の相対寄与度の
測度を与える．

クラス分類関数: この表は，さまざまな説明変数の値に基づいて，オブザベーションがどのク
ラスに割り当てられるかを決定するために使用されるクラス分類関数を提供する．オブザベー
ションは，最も高いクラス分類関数を持つクラスに割り当てられる．

事前および事後クラス分類, メンバーシップ確率, 得点および平方距離: この表は，各オブザベ
ーションについて，従属変数によって定義されたそのメンバーシップ・クラス，メンバーシッ
プ確率によって推定されるメンバーシップ・クラス，各クラスのメンバーシップの確率，判別

因子空間での座標，および各クラスのセントロイドからのオブザベーションの2乗距離を示

す．

推定サンプルについての混同行列: この表は，混同行列，および，正しく分類されたオブザベ
ーションの全体パーセンテージを提供する．従属変数が2つのクラスのみからなる場合， ROC‑

p
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H  0
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曲線が表示される（詳細は解説 の節を参照）．

交差検証（クロス・バリデーション）: この表は，クロスバリデーションが要求された場合，

オブザベーションに関する情報と混同行列を提供する（詳細は解説 の節を参照）．

事例  

判別分析の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの判別分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Fisher R.A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of
Eugenics, 7, 179 -188.

Huberty C. J. (1994). Applied Discriminant Analysis. Wiley-Interscience, New York.

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and Multivariate
Methods. Springer-Verlag, New York.

Lachenbruch P. A. (1975). Discriminant Analysis. Hafner, New York.

Tomassone R., Danzart M, Daudin J.J. and Masson J.P. (1988). Discrimination et
Classement. Masson, Paris.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%88%A5%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja


データ解析  243 コレスポンデンス分析 (CA)  

コレスポンデンス分析 (CA)  
2つの質的変数のカテゴリ間のリンクを可視化するには，このツールを使用する．変数は，オ
ブザベーション/変数の表で，分割表，またはより一般的なタイプの2元表で利用可能である．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コレスポンデンス分析（または対応分析）は，2つの変数間の関連を調査できる強力な手法で
ある．60年代初期に始まったJ.-P. Benzécri の研究が，この手法の出現を先導した．彼の弟子

が，基本手法の複数の開発で仕事をした．たとえば，M.J. Greenacreの本 (1984) は，手法を世

界中に普及させる貢献をした．Naples 大学C. Lauroの仕事は，手法の非対称改良版を先導し
た．

2つの質的変数間の関連の測定は，まずデータの変換を要求する複雑な課題である：量的変数

でするようにして，データを直接用いて相関係数を計算することが不可能である．

最初の変換は，2つの質的変数V1 および V2 を2つの分離表 および ，またはインジケータ
（またはダミー）変数として再コードすることからなる．別々の分離表に，ある変数の各カテ
ゴリについての列がある．オブザベーション i で変数 のカテゴリ c が発生するたびに，

 の値が1に設定される（変数 にも同じルールが適用される）． および の他の値

は0である．このアイデアを2つより多い変数に一般化したものを多重コレスポンデンス分析と
いう．2つの変数のみの場合， 表 である2つの変数の分割表を調査することで十分であ
る．

カイ2乗距離は，2つのカテゴリ間の距離を測定するために提案された．2つのカテゴリ間の距

離を表現するのに， と の分離表から使用する必要はない．代数的に  積に対応する
**分割表**から開始することで十分である．

分割表は，次のような構造を持つ：

Z  1 Z  2

V  1

V  (i, c)1 V  2 Z  1 Z  2

Z  Z  1
t

2

X  1 X  2 X  X  1
t

2
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V1 \ V2 カテゴリ 1 … カテゴリ j … カテゴリ m2

カテゴリ 1  …

… … … … … …

カテゴリ i … …

… … … … … …

カテゴリ m1 … …

ここで は，変数 V1 に関する特徴i と変数 V2 に関する特徴 の両方を示すオブザベーション
の度数である．

イナーシャは，物理学からヒントを得た測度で，コレスポンデンス分析でよく使われる．ポイ
ントの集合のイナーシャは，重心への2乗距離の重みつき平均である．CAの特別なケースで
は，ポイントの集合（1つのポイントが1つのカテゴリに対応）の合計イナーシャは，次式で書

ける：

ここで  は分割表での度数の合計である．イナーシャが，分割表で計算されたPearsonのカイ
2乗統計量に比例することがわかる．

CAの目的は，第1の主軸でできる限り多くのイナーシャを，第2の主軸で残りのイナーシャの最

大を表現し，そしてすべての合計イナーシャに至るまでが主軸の空間で表現されることであ
る．空間の次元数が，min(m1, m2) -1 に等しいことを示すことができる．

Lauro および  D’Ambra (1984)が開発した**非対称コレスポンデンス分析**（NSCA ：Non-
Symmetrical Correspondence Analysis）は，行と列の取扱いにおいて非対称性を導く，それら
の間の従属性の概念を導入して，分割表の行と列の間の関係を分析する． このテーマでの彼ら
の最初の論文で使用された事例は，69人の患者の7種類の疾患について6つの薬の処方を含む．
ここに疾患での薬の明らかな従属性がある．従属性を考慮に入れるために， Goodman および
Kruskalのタウ (1954) が提案された．行が列に従属するケースに対応するタウ係数は，次式で
書ける：

合計イナーシャと同様，グラフで表現されるGoodman および Kruskalのタウの比率が第1軸で
最大になるように，カテゴリに関する表現空間を計算することが可能である．

Greenacre (1984) は，CA とNSCAの関連手法を同じ方法で計算することができる枠組み（一

般化特異値分解）を定義した．

Hellinger 距離 を用いた代替手法が Rao (1995)によって提案された．**Hellinger距離**は， 興
味のある対のプロファイルのみに依存し，プロファイルが推定される標本のサイズには依存し
ない．したがって、Hellinger距離アプローチは，平均列プロファイルが関連しない（すなわ
ち，列が行カテゴリによって分類された個体の母集団を表すとき），またはいくつかのカテゴ

n  11 n  1j n  1m2

n  i1 n  ij n  im2

n  1m1 n  m1j n  m1m2

n  ij j

ϕ =2
 =

2
χ2

   ,  with n  =
i=1

∑
m1

j=1

∑
m2

 

n2
n  n  i. .j

 −  

n

n  ij

n2
n  n  i. .j

i.  n   and n  =
j=1

∑
m2

ij .j  n  

i=1

∑
m1

ij

n

τ  =b/RC  

1 −  ∑i=1
m1

n
n  i. 2

   (  −  )∑
j=1
m2

n

n  .j∑
i=1
m1

n  .j

n  ij

n
n  i. 2
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リの度数が低いとき，伝統的なCAの良い代替である．計算は， Cuadras and Cuadras (2008)
によって説明された統一アプローチに従う．イナーシャは次式で一般化されている：

注意:

Hellinger距離を用いたコレスポンデンス分析の場合，  および 
伝統的なコレスポンデンス分析の場合，  および 

**カテゴリの部分集合の分析**は，最近Greenacre (2006)によって開発された新しい手法であ
る．これは，表全体のマージン，したがって同じ重みと表全体のカイ2乗距離を維持しなが
ら，分析される表の部分を可能にし，解釈を部分にブレークダウンすることにより，大きな表

の分析を単純化することを可能にする．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．  : XLSTATでデータを取

り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする:

データが分割表またはより一般的な2元表の場合：矢印が下向きなら，XLSTATは 列また
は範囲でデータを選択することを可能にする．矢印が右向きなら，XLSTAT は行または
範囲でデータを選択することを可能にする．

データがオブザベーション/変数の表の場合：矢印が下向きなら，XLSTAT は，行がオブ
ザベーションに列が変数に対応するとみなす．矢印が右向きなら，XLSTAT は，行が変

数に列がオブザベーションに対応するとみなす．

一般 タブ:

最初の選択フィールドでは，2種類の表を代替的に選択できる：

2元表: データが，2つの質的変数のさまざまなカテゴリに対応する度数（この場合，正確に言

うと分割表）または，その他の種類の値をセルに格納している2元表に対応する場合，このオ

ϕ (α,β) =2
  [(  ) −

i=1

∑
m1

j=1

∑
m2

(n  /n)(n  /n)i. .j

n  /nij α 1] [(n  /n)(n  /n)] ,  with n  =2
i. .j

2β
i.  n   and n  =

j=1

∑
m2

ij .j

i=

∑
m

α = 1/2 β = 1/2
α = 1 β = 1/2
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プションを選択する．

オブザベーション/変数の表: 2 つの質的変数でN 個のオブザベーションが説明されるデータの
場合，このオプションを選択する．この種の表の典型は，2つの質問による調査である．計算

の間，XLSTAT は，この表を自動的に分割表に変換する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 選択されたデータが分割表またはより一般的な2元表であるなら，このオプショ
ンが表示される．列と行のラベルが選択内に含まれるなら，このオプションを有効にする．

変数ラベル: オブザベーション/変数の表の形式を選んでいる場合のみ，このオプションが表示

される．最初の行が変数ラベル（オブザベーション/変数の表の場合），またはカテゴリ・ラベ
ル（分離表の場合）を含むなら，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーション/変数の表の形式を選択した場合，このオプションが表示される．オブ
ザベーションを重みづけしたい場合は，このオプションを有効にする．このオプションを有効

にしない場合，重みは1に等しいとみなされる．重みは0以上でなければならない．“変数ラベ
ル”オプションが有効になっている場合，選択のヘッダも選択されていることを確認すること．

オプション タブ:

高等解析: 入力が分割表かまたはより一般的な2元表である場合のみ，このオプションが有効．

可能なオプションは以下のとおり：

トレンド除去コレスポンデンス分析: このオプションを選択すると，計算に有用なパラメ
ータを入力できる．すなわち，軸を切るセグメントの数や実行する尺度変更の数．デフ
ォルトでは，セグメントの数は26に設定され，尺度変更の数は4に設定されている．

追加データ: このオプションを選択すると，追加の行や列の数を入力できる．**追加の行

と列**は，表現空間の計算に考慮されない不活性データである．それらの座標が後で計算

されまる．追加データは，データ表の最後の行や列になければならないことに留意．

部分集合分析: このオプションを選択すると，**部分集合分析**から除外される行や列の
数を選択できる．このトピックに関する詳細は解説の節を参照．除外されるデータは，
データ表の最後の行や列になければならないことに留意．

非対称解析: このオプションは，Lauro et al. (1984)が提案した非対称コレスポンデンス分析の
計算ができる．

行が列に従属: 行変数が列変数に従属するとみなされ，この従属性を考慮しながら両者の
連関を分析したい場合は，このオプションを有効にする．
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列が行に従属: 列変数が行変数に従属するとみなされ，この従属性を考慮しながら両者の
連関を分析したい場合は，このオプションを有効にする．

距離: このオプションは，Rao (1995)が提案したHellinger距離に基づいて，コレスポンデンス
分析を計算できるようにする．

カイ2乗: 伝統的なコレスポンデンス分析 (CA)を計算するには，このオプションを選択す
る．

Hellinger: Hellinger距離 (HD)に基づいてコレスポンデンス分析を計算するには，このオ
プションを選択する．このオプションは，非対称オプションが選択された場合には利用

できない．

要約すると，4つのアプローチのコレスポンデンス分析が提案されている：

伝統的なコレスポンデンス分析 (CA): “非対称解析” オプションを選択せずに，カイ2乗距

離を選択．

非対称コレスポンデンス分析 (NSCA): “非対称解析” オプションを選択して，カイ2乗距離

を選択．

Hellinger 距離 (HD)を用いたコレスポンデンス分析: “非対称解析” オプションを選択せず
に，Hellinger 距離を選択．

トレンド除去コレスポンデンス分析: このオプションを選択すると，計算に有用なパラメ
ータを入力できる．すなわち，軸を切るセグメントの数や実行する尺度変更の数．デフ
ォルトでは，セグメントの数は26に設定され，尺度変更の数は4に設定されている．

独立性の検定: XLSTATにカイ2乗統計量に基づく独立性の検定を計算させたい場合は，このオ
プションを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準の値を入力する（デフォルト値：5%）．

因子をフィルタ: 表示される因子の数を減らすために，下記の2つのオプションのうち1つを有

効にできる：

M小%: このオプションを有効にして，表示する因子の数の最小パーセンテージを入力す
る．

M大数: 結果を表示するときに考慮に入れる因子の最大数を設定するには，このオプショ
ンを有効にする．

回転: 主座標行列の1つに回転を適用したい場合は，このオプションを有効にする．

因子の: 回転が適用される因子の数を入力する．

手法: 使用する回転方法を選ぶ．

行に基づく: 行の主座標の行列から回転を適用したい場合は，このオプションを有効にす
る．
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列に基づく: 列の主座標の行列から回転を適用したい場合は，このオプションを有効にす
る．

注意: "Quartimin" 法を選んだ場合，計算のための座標行列の選択はできない．実際のと
ころ，回転の計算は行の主座標でのみ実行される．

Kaiser 正規化: 回転の計算の際に，Kaiser正規化を得t起用するには，このオプションを
有効にする．

欠損値 tab:

分割表とその他の2元表のオプション:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

欠損値を0に置換: 欠損値が0に相当するとみなされる場合は，このオプションを有効にする．

欠損値をそれらの期待値に置換: 欠損値を期待値に置き換えたい場合は，このオプションを有

効にする．期待値は次式で与えらる：

ここで ni. は行の合計，n.j は列の合計，そして n は表の総計（それぞれ欠損値を置換する前）

である．

オブザベーション/変数の表のオプション:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を含むオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を新しいカテゴリに分類する: 欠損値を対応する変数の新しいカテゴリに分類するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

オブザベーション/変数の表のオプション:

記述統計: 選択された2つの変数に関する記述統計量を表示するには，このオプションを有効に
する．

分離表: 質的変数に対応する完全な分離表を表示するには，このオプションを有効にする．

カテゴリをアルファベット順に並べ替え: すべての変数のカテゴリをアルファベット順に並べ
替えるには，このオプションを有効にする．

共通のオプション:

E(n  ) =ij  

n

n  n  i. j.
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分割表: 分割表を表示するには，このオプションを有効にする．.

分割表/2元表の3D表示: 分割表または2元表に対応する3D 棒グラフを表示するには，こ
のオプションを有効にする．

セルごとのイナーシャ: 分割表の各セルのイナーシャを表示するには，このオプションを有効

にしてください．

行と列のプロファイル: 行と列のプロファイルを表示するには，このオプションを有効にす
る．

固有値: 固有値の表とスクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

カイ2乗  (または  Hellinger) 距離 : 行ポイント間および列ポイント間のカイ2乗（または
Hellinger)距離を表示するには，このオプションを有効にする．

主座標: 行ポイントと列ポイントの主座標を表示するには，このオプションを有効にする．

標準座標: 行ポイントと列ポイントの標準座標を表示するには，このオプションを有効にす
る．

寄与度: 行ポイントと列ポイントの主軸への寄与度を表示するには，このオプションを有効に
する．

平方余弦: 行ポイントと列ポイントの主軸への平方余弦を表示するには，このオプションを有

効にする．

チャート タブ:

マップ サブ・タブ:

トレンド除去分析に特有なオプション:

トレンド除去分析プロット: トレンド除去コレスポンデンス分析のプロットを表示するには，
このオプションを有効にする．

行と列: 行ポイントと列ポイントが表示されるグラフを表示するには，このオプションを
有効にする．

行: 行ポイントのみが表示されるグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

列: 列ポイントのみが表示されるグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフにカテゴリのラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

色つきラベル: ラベルを対応するポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有

効にする．このオプションが有効でない場合は，ラベルは黒で表示される．
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その他の分析のためのオプション:

対称プロット: 行ポイントと列ポイントが対称な役割を演じるプロットを表示するには，この
オプションを有効にする．これらのマップは，行ポイントと列ポイントの主座標に基づく．.

行と列: 行ポイントと列ポイントが表示されるグラフを表示するには，このオプションを
有効にする．

行: 行ポイントのみが表示されるグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

列: 列ポイントのみが表示されるグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

非対称プロット: 行ポイントと列ポイントが非対称な役割を演じるプロットを表示するには，
このオプションを有効にする．これらのプロットは，一方に主座標を，もう一方に標準座標を
用いる．

行: 行ポイントに主座標を用い，列ポイントに標準座標を用いて，グラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

列: 行ポイントに標準座標を用い，列ポイントに主座標を用いて，グラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

ベクトル: 対称グラフの上に標準座標に関するベクトルを表示するには，このオプション
を有効にする．

伸長係数: ベクトルの長さを調節するには，このオプションを有効にする．

寄与率バイプロット: 行ポイントと列ポイントが非対称な役割を演じる寄与率バイプロットを
表示するには，このオプションを有効にする．これらのプロットは，一方で主座標を，また一

方で重みを考慮に入れる寄与率座標をを使用する．

行: 行ポイントに主座標を用い，列ポイントに寄与率座標を用いて，グラフを表示するに
は，このオプションを有効する．

列: 行ポイントに寄与率座標を用い，列ポイントに主座標を用いて，グラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

信頼楕円: 分割表の行と列カテゴリの間の従属性に寄与するカテゴリを識別するために信頼楕

円を表示するには，このオプションを有効にする．

行: 対称プロット"行"での行ポイントの信頼楕円を表示するには，このオプションを有効

にする．

列: 対称プロット"列"での列ポイントの信頼楕円を表示するには，このオプションを有効

にする．

回転プロット: このオプションは，"Quartimin" 法が選択されたときは有効にならない．次のグ
ラフを表示するには，このオプションを有効にする: 回転後に計算された行ポイントの座標と
列ポイントの座標によるバイプロット，行ポイントのみが表示されるグラフ，列ポイントのみ
が表示されるグラフ．"行に基づく"オプションが選択された場合，表示される行の座標は主座

標で，列の座標は標準の座標である．
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行オプション サブ・タブ:

これらのオプションは，トレンド除去コレスポンデンス分析では有効にならない．

行をフィルタ: 表示される行の数を調整するには，このオプションを有効にする:

ランダム: 表示する行は無作為に選択される．表示する“行の数” Nを指定する．

M初のN行: 最初の N 個の行グラフに表示される．表示する“行の数” N を指定．

M後のN行: 最後のN個の行がグラフに表示される．表示する“行の数” N を指定．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と 1 だけのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は表示する行を意味する．

共通オプション:

Sum(Cos2)>: その次元の平方余弦の合計が入力する値よりも大きい行だけがプロット上

に表示される．

cos2で行ポイントをサイズ変更: 行ポイントをサイズ変更するには，このオプションを有効に
する．行ポイントのサイズは，与えらえた次元での平方余弦の合計に比例する．

行ラベル: グラフに行カテゴリのラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

色つきラベル: ラベルを対応するポイントと同じ糸で表示するには，このオプションを有

効にする．このオプションが有効でない場合は，ラベルは黒で表示される．

共通オプション サブ・タブ:

これらのオプションは，トレンド除去コレスポンデンス分析では有効にならない．

行をフィルタ: 表示される行の数を調整するには，このオプションを有効にする:

ランダム: 表示する行は無作為に選択される．表示する“行の数” Nを指定する．

M初のN行: 最初の N 個の行グラフに表示される．表示する“行の数” N を指定．

M後のN行: 最後のN個の行がグラフに表示される．表示する“行の数” N を指定．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と 1 だけのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は表示する行を意味する．

共通オプション:

Sum(Cos2)>: その次元の平方余弦の合計が入力する値よりも大きい列だけがプロット上

に表示される．

列ポイントをサイズ変更: 列ポイントをサイズ変更するには，このオプションを有効にする:

列ラベル: 列カテゴリのラベルをグラフ上に表示するには，このオプションを有効にする．
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色つきラベル: ラベルを対応するポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有

効にしてください．このオプションを有効にしない場合，ラベルは黒で表示される．

結果  

記述統計: この表は，入力データがオブザベーション/変数の表に対応する場合のみ表示され
る．

分離表: この表は，入力データがオブザベーション/変数の表に対応する場合のみ表示される．
この表は，選択された2つの変数に対応する分割表を得られるようにする中間の表である．

分割表: この段階で分割表が表示される．表に対応する**3D棒グラフ**が続く．

セルごとのイナーシャ: この表は，分割表の各セルに対応するイナーシャを表示する．

行と列の間の独立性の検定: この検定は，表の行と列が独立であるという帰無仮説を棄却でき
るかどうかを決定できる．この検定の詳細な解釈が，検定統計量を要約する表の下に表示され
る．

固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するスクリー・プロットが表示される．
重要な固有値のみが表示される．ダイアログ・ボックスでフィルタリングがリクエストされた
場合，この表には適用されないが，続く結果のみ適用される．

注意：個有値の合計は，合計イナーシャに等しくなる．固有値は，イナーシャの一定のパーセ
ンテージを占める主軸に対応する．これは，任意の次元の集合に関するイナーシャの累積パー
センテージを測定することを可能にする．

この後，まず行ポイントについて，それから列ポイントについて，一連の結果が表示される:

重み，原点への距離と2乗距離，イナーシャおよび相対イナーシャ：この表は，ポイントに関

する基本の統計量を与える．

プロファイル: この表は，プロファイルを表示する．

カイ2乗 (またはHellinger) 距離: この表は，プロファイル・ポイント間のカイ2乗（または
Hellinger）距離を表示する．

主座標: この表は，対称および非対称プロットでのプロファイル・ポイントの写像を表現する
ために後で使用する主座標を表示する．

行座標の表の最後に，次のボタンが表示さる: . HAC (凝集型階層クラスタリング) の事前記

入されたダイアログ・ボックスを自動で開いて，因子軸上で行の分類を実行するには，このボ
タンをクリックする．

標準座標: この表は，非対称プロットでのプロファイル・ポイントの写像を表現するために後

で使用する標準座標を表示する．

寄与度: 寄与度は，プロットを解釈するのに役立つ．軸の計算に最も影響するカテゴリは，最

も高い寄与度を持つ．アプローチは，任意の軸への寄与度が，最初の列に表示されている対応

する相対重みより高いカテゴリへの解釈を制限することから構成される．

http://localhost:50286/CAH.md
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平方余弦: 他の分析手法と同様，平方余弦は写像効果によるプロットの誤解釈を避けることを
可能にする．もし，任意のカテゴリについて，目的の軸上で余弦が低いなら，そのカテゴリの
位置のどのような解釈も危険である．

プロット（マップ）は，データ表中の関連パターンの理解を加速するので，コレスポンデンス
分析の究極のゴールである．

対称プロット: これらのプロットは，もっぱら主座標に基づく．ダイアログ・ボックスでなさ
れる選択に応じて，行ポイントと列ポイントを混合した対称プロット，行プロットのみのプロ
ット，列プロットのみのプロットが表示される．各軸に対応するイナーシャのパーセンテージ
および2つの軸上で累積されたイナーシャのパーセンテージが，マップ上に表示される．“信頼

楕円” オプションが選択された場合，ポイントの周りに信頼楕円が描かれる．信頼楕円は，変

数間の関連構造に寄与するカテゴリの識別を可能にする．楕円は，マップ上に表現されない次

元に含まれる情報を反映する．

非対称プロット: これらのプロットは，行に主座標，列に標準座標，またはその逆を用いる．
各軸に対応するイナーシャのパーセンテージおよび2つの軸上で累積されたイナーシャのパー
センテージが，マップ上に表示される．“非対称行プロット”では，行ポイントが列ベクトルに
対して置かれている方向を調査できる．後者は方向を示す：2つの行ポイントが列ベクトルと
同じ方向に表示される場合，列ベクトルの方向で最も遠い行ポイントが，その列により関連し
ている．

寄与率バイプロット: これらのプロットは，行に主座標，列の寄与率座標，またはその逆を用

いる．各軸に対応するイナーシャのパーセンテージおよび2つの軸上で累積されたイナーシャ
のパーセンテージが，マップ上に表示される． “寄与率行プロット”では，行ポイントが列ポイ
ントに対して置かれる相対的な方向を調査でき，列ベクトルの長さはバイプロットの構築への
それらの寄与率を考慮に入れている．

注意: トレンド除去コレスポンデンス分析では，表示されるプロットは同じではない．"行と
列"オプションは，行の主座標と列の標準座標を同時に表示する．"行"オプションは，行の主座

標のみを表示するが，一方，"列"オプションは，列の標準座標のみを表示する．さらに，関係

する軸のそれぞれに対応するイナーシャ，およびグラフの累積イナーシャは表示されない．実

際，トレンド除去ステップは，分散の歪みを引き起こし，固有値をその分割として解釈するこ
とを妨げる．したがって，固有値は各軸の相対的な重要度を示すものとして解釈するべきであ
る．

回転がリクエストされた場合，行と列座標に最初に適用された**回転行列**とともに回転の結

果が表示される．これに続いて，回転に関与した軸のそれぞれに関連する修正された変動パー
センテージが表示される．回転後の座標，寄与度，および行と列のcosが続く表に表示され
る． "回転グラフ"オプションが選択されると，行と列の座標を表すグラフが表示される．

事例  

コレスポンデンス分析の使用法についてのチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトにあ
る:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの分割表からのコレスポンデンス分析-CA-チュートリア
ル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%88%86%E5%89%B2%E8%A1%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%88%86%E6%9E%90-CA-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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多重コレスポンデンス分析 (MCA)  
2個以上の質的変数のカテゴリ間のリンクを可視化するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

多重コレスポンデンス分析（MCA ：Multiple Correspondence Analysis）は，2個以上の質的変

数のカテゴリ間の連関を調査することを可能にする手法である．MCA は，主成分分析が量的変

数にすることを，質的変数にする．質的変数のカテゴリ間およびオブザベーション間の距離を
視覚的に観察できるマップが得られる．

多重コレスポンデンス分析(MCA)は，コレスポンデンス分析(CA) を2つより多くの変数がある
場合に一般化したものとして理解することもでる． 個のオブザベーションと  ( )個の質

的変数を持つ表を分割表に近い構造の表に要約するが，オブザベーション/変数の表（たとえ
ば，n 人の対象者 個の質問がされる調査）から開始するのがかなり一般的である． XLSTAT
は，完全分離表（indicator matrix）から開始することも可能にしている．

いずれにせよ分離表の生成が，MCAの計算の準備段階である． 個の質的変数が，各変数にあ
るカテゴリの数だけの列からなる  個の分離表 にブレークダウンされる． j 番
目の変数のカテゴリ がオブザベーション に対応するたびに，  の値を1に設定する． 
のその他の値は0である． 個の分離表は1つの完全分離表に連結される．

一連の変換は，イナーシャに基づく基準に対して最適な表現空間での質的変数のカテゴリの座

標，およびオブザベーションの座標の計算を可能にする．MCAの場合，合計イナーシャが，カ
テゴリの平均数マイナス1に等しいとを示すことができる．実際のところ，イナーシャは，カ
テゴリ間の連関の度合いのみにはよらないが，著しく膨張する．Greenacre (1993) は， Joint
Correspondence Analysis (JCA)からヒントを得て，イナーシャの修正済みバージョンを提案し
た．この修正は，マップのより高く意味のあるパーセンテージを持つことを可能にする．

**カテゴリの部分集合の分析**は，Greenacre および Pardo (2006)によって開発された最新手

法である．これは，入力テーブル中のすべての利用可能な情報を考慮に入れながら，いくつか
のカテゴリのみに関する分析に集中することを可能にする．XLSTAT では，部分集合に属する
カテゴリを選択できる．

n p p > 2

p

p

p Z  ,Z  , … ,Z  1 2 p

c i Z  (i, c)j

Z  j p
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般  タブ:

最初の選択フィールドは，2つのタイプの表のどちらかを選択することができる：

オブザベーション/変数の表: データ が  個の質的変数で 個のオブザベーションを記述する表

に対応する場合は，このオプションを選択する．列のヘッダも選択された場合は，“変数ラベ
ル”オプションが有効であることを確認する．

分離表: データが分離表に対応する場合は，このオプションを選択する．列のヘッダも選択さ
れた場合は，“変数ラベル”オプションが有効であることを確認する．このオプションが有効な
ら，追加オブザベーションおよび追加質的変数も分離表形式で選択されなけばならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 最初の行が変数ラベル（オブザベーション/変数の表の場合)またはカテゴリ・ラベ
ル（分離表の場合）を含む場合は，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションを重みづけしたい場合は，このオプションを有効にする．このオプシ
ョンを有効にしない場合，重みは1 に等しいとみなされる．重みは，0 以上でなければならな
い．“変数ラベル” オプションが有効の場合，選択のヘッダも選択されていることを確認する．

p n
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オプション タブ:

MCA タイプ:

分離表: このオプションを選択すると，MCAがオブザベーション/変数分離表で実行され
る．

Burt表: このオプションを選択すると，MCAが オブザベーション/変数Burt表で実行され
る．

調整済みイナーシャ: このオプションを選択すると，MCAがBurt表で実行され，得られた
イナーシャがGreenacre(1993)の方法で調整される．

高等解析:

なし: このオプションを選択すると，伝統的なMCAがアクティブな変数のすべてのカテゴ
リで実行される．

部分集合分析: このオプションを選択すると，XLSTATが計算の途中で分析する部分集合

に属するカテゴリを選択するように要求してくる．

カテゴリをアルファベット順に並べ替え: すべての変数のカテゴリをアルファベット順に並べ
るには，このオプションを有効にする．

変数-カテゴリラベル: 出力を表示するときに，変数-カテゴリのラベルを使用するには，このオ
プションを有効にする． 変数-カテゴリのラベルは，接頭に変数名，接尾にカテゴリ名を含

む．

因子をフィルタ: 表示される因子の数を減らすために，以下の3つのオプションの1つを有効に
できる：

M小%: このオプションを有効にして，表示する因子の数の最小パーセンテージを入力す
る．

M大数: 結果を表示するときに考慮に入れる因子の最大数を設定するには，このオプショ
ンを有効にする．

1/p: 固有値が 1/p より大きい（ここで p は変数の数）因子のみを考慮に言えっルには，
このオプションを有効にする．

追加データ タブ:

追加オブザベーション: 座標を計算して，追加オブザベーションを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．これらのオブザベーションは，相関行列の計算でも後続の計算で考慮に入

れられない（アクティブ（活性）なオブザベーションに対するパッシブ（不活性）なオブザベ
ーション）．追加オブザベーションのデータ選択の最初の行にヘッダを含むなら，"追加オブザ
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ベーションの変数ラベル"オプションを有効にしなければならない．表示のために使用する追加

オブザベーションのラベルも選択できる．

追加変数: 主軸の計算に使用されない変数の事後の座標を計算したい場合は，このオプション
を有効にする（アクティブ（活性）変数に対するパッシブ（不活性）変数）． * 量的: 量的追

加変数を含めたい場合は，このオプションを有効にする．メインの表の列のヘッダが選択され
た場合は，ここでもヘッダを選択する必要がある． * 質的: 質的追加変数を含めたい場合は，
このオプションを有効にする．メインの表の列のヘッダが選択された場合は，ここでもヘッダ
を選択する必要がある．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算の続行をやめるようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を含むオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を新しいカテゴリに分類: 欠損値を対応する変数の新しいカテゴリに分類するには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を置換: 欠損値を置き換えるには，このオプションを有効にする．欠損値が量的追加変

数であれば，変数の平均に置き換えます．欠損値が元の表の質的変数（活性変数）または質的

追加変数（不活性変数）であれば，その変数に新しく“欠損” カテゴリを作成する．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

分離表: 選択された質的変数に対応する完全分離表を表示するには，このオプションを有効に
する．

Burt 表: Burt 表を表示するには，このオプションを有効にする．

Burt表の3D表示: Burt表の3D可視化を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とスクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

結果を表示:

オブザベーションと変数: オブザベーションと変数に関する結果を表示するには，このオ
プションを有効にする．

オブザベーション: オブザベーションに関する結果を表示するには，このオプションを有

効にする．

変数: 変数に関する結果を表示するには，このオプションを有効にする．
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主座標: 主座標を表示するには，このオプションを有効にする．

標準座標: 標準座標を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与度: 寄与度を表示するには，このオプションを有効にする．

平方余弦: 平方余弦を表示するには，このオプションを有効にする．

検定値: 変数の検定値を表示するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 検定値が有意か否かを決定する有意水準を入力する．

チャート タブ:

変数 サブタブ:

カテゴリの因子マップ: アクティブおよび追加の質的変数のカテゴリの主座標を示すチャート
を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上にカテゴリのラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループで色づけ: 質的変数の水準に応じて変数ポイントを色づけしたい場合は，このオ
プションを有効にする．そして，アクティブな変数があるのと同じ行数のデータの垂直

系列を選択する．メイン・テーブルにヘッダが選択された場合は，この選択内にヘッダ
が含まれなければならない．

Cos2でポイント・サイズ変更: カテゴリ・ポイントのサイズが，選択された部分空間内

の平方余弦の個々の合計に比例するようにするには，このオプションを有効にする．

カテゴリをリンク: 与えられた変数に属するカテゴリがリンクされるようにするには，こ
のオプションを有効にする．このオプションは，特定の変数に属するカテゴリを素早く
識別することを可能にする．

追加変数の相関円: 追加の量的変数の相関サークルを表示するには，このオプションを有効に
する．

フィルタ: 表示する変数の数を調節するには，このオプションを有効にする:

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションがグラフに表示される． “オブザベーション
の数” N を指定する．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションがグラフに表示される． “オブザベーション
の数” N を指定する．
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グループ変数: このオプションを選ぶと，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要があ
る．1 は表示するオブザベーションを意味する．

オブザベーション サブタブ:

オブザベーションの因子マップ: オブザベーションの主座標を表現するグラフをを表示するに
は，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上にオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．表示するラベルの数は，フィルタ・オプションを用いて変更できる．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループごとに色づけ: 量的変数の水準に応じてオブザベーション・ポイントを色づけし
たい場合は，このオプションを有効にする．そして，アクティブなオブザベーションあ
るのと同じ行数の垂直系列を選択する．メイン・テーブルにヘッダが選択された場合

は，この選択内の変数にもラベルが存在することを確認する．

Cos2でポイント．サイズ変更: オブザベーション・ポイントのサイズが，選択された分

空間内の対応する平方余弦の合計に比例するようにするには，このオプションを有効に
する．

フィルタ: 表示するオブザベーションの数を調節するには，このオプションを有効にする:

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションがグラフに表示される． “オブザベーション
の数” N を指定する．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションがグラフに表示される． “オブザベーション
の数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選ぶと，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要があ
る．1 は表示するオブザベーションを意味する．

Sum(Cos2)>: 平方余弦の合計（共通性）が入力する値よりも大きいオブザベーションの
みがプロット上に表示される．

バイプロット サブタブ:

バイプロット: オブザベーションとカテゴリを同時に表現するグラフを表示するには，このオ
プションを有効にする．

対称プロット: オブザベーションの主座標とカテゴリの主座標を同じグラフに表示するに
は，このオプションを有効にする．
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非対称プロット: 非対称グラフを表示するには，このオプションを有効にする．これらの
グラフは，主座標と標準化座標を用いる．2種類のグラフが利用可能である:

非対称行プロット: オブザベーションの主座標とカテゴリの標準化座標を同じグラフに表

示するには，このオプションを有効にする．

非対称列プロット: カテゴリの主座標とオブザベーションの標準化座標を同じグラフに表

示するには，このオプションを有効にする．

変数のオプション:

カテゴリ・ラベル: バイプロットでオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

ベクトル: ベクトルの形式で初期変数を表示するには，このオプションを有効にする．

追加変数: PCAに追加変数を含めたなら，バイプロット上にそれらを表示するために，こ
のオプションを有効にする．

変数をフィルタ: 変数を表示するのに変数フィルタを使用すると，バイプロット上での変

数の表示をフィルタするために，同じ変数フィルタが使用される．

オブザベーションのオプション:

オブザベーション・ラベル: バイプロットでオブザベーション・ラベルを表示するには，
このオプションを有効にする．

ベクトル: ベクトルの形式でオブザベーションを表示するには，このオプションを有効に
する．

追加オブザベーション: MCAに追加オブザベーションを含めたなら，バイプロット上にそ
れらを表示するために，このオプションを有効にする．

変数をフィルタ: オブザベーションを表示するのに変数フィルタを使用すると，バイプロ
ット上でのオブザベーションの表示をフィルタするために，同じ変数フィルタが使用さ
れる．

ダイアログ・ボックス (部分集合カテゴリ)  

このダイアログ・ボックスは，MCAダイアログ・ボックスで**高等分析** / 部分集合分析 オプ
ションを選択した場合に表示される．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

アクティブな（活性）質的変数の完全が集合に対応する**カテゴリのリスト**が，分析で焦点

をあてるカテゴリの部分集合を選択できるようにするために表示される．

すべて: すべてのカテゴリを選択するには，このボタンをクリックする．
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なし: すべてのカテゴリを非選択にするには，このオプションをクリックする．

結果  

記述統計: この表は，入力データがオブザベーション/変数の表に対応する場合のみ表示され
る．

分離表: この表は，入力データがオブザベーション/変数の表に対応する場合のみ表示される．
この表は，選択された2つの変数に対応する分割表を得ることを可能にする中間の表である．

Burt 表: Burt 表は，ダイアログ・ボックスで対応するオプションが有効な場合のみ表示され
る．続く3D 棒グラフ は，この表のグラフィカルな可視化である．

固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値，イナーシャのパーセンテージ，修正済みイナ
ーシャのパーセンテージ，および対応するスクリー・プロットが表示される．重要な固有値の
みが表示される．ダイアログ・ボックスでフィルタリングがリクエストされた場合，それはこ
の表には適用されないが，続く結果のみに適用される．

この後，まず行ポイントについて，それから列ポイントについて，一連の結果が表示される：

主座標: この表は，対称および非対称のプロットでのプロファイル・ポイントの写像を表現す
るためにあとで用いる主座標を表示する．

標準座標: この表は，非対称プロットでのプロファイル・ポイントの写像を表現するために後

で使用する標準座標を表示する．

寄与度: 寄与度は，プロットを解釈するのに役立ちます．軸の計算に最も影響するカテゴリ
は，最も高い寄与度を持つ．ショートカットは，任意の軸についての寄与度が最初の列に表示

されている相対重みより高いカテゴリへの分析を制限する．

平方余弦: 他の分析手法と同様，2乗余弦は写像効果によるプロットの誤解釈を避けることを可

能にする．もし，任意のカテゴリについて，目的の軸上で余弦が低いなら，そのカテゴリの位

置のどのような解釈も危険である．

プロット（マップ）は，データの解釈をかなり推進するので，多重コレスポンデンス分析の究

極のゴールである．

対称プロット:これらのプロットは，もっぱら主座標に基づきます．ダイアログ・ボックスでな
される選択に応じて，オブザベーションと変数を混合した対称プロット，変数のカテゴリのみ
のプロット，オブザベーションのみのプロットが表示される．各軸に対応するイナーシャのパ
ーセンテージおよび2つの軸上で累積されたイナーシャのパーセンテージが，マップ上に表示

される．

非対称プロット: これらのプロットは，変数のカテゴリに主座標，オブザベーションに標準座

標，またはその逆を用います． 各軸に対応する調整済みイナーシャのパーセンテージおよび2
つの軸上で累積された調整済みイナーシャのパーセンテージが，マップ上に表示される．“非対

称行プロット”では，オブザベーションがカテゴリ・ベクトルに対して置かれている方向を調査

できる．後者は方向を示す：2つのオブザベーションがカテゴリ・ベクトルと同じ方向に表示

される場合，カテゴリ・ベクトルの方向で最も遠いオブザベーションが，選択されたカテゴリ
により強い反応を持つと考えられる．
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事例  

多重コレスポンデンス分析の使用法についてのチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトに
ある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの多重コレスポンデンス分析-MCAチュートリアル?
language=ja

参考文献  

Greenacre M. J. (1984). Theory and Applications of Correspondence Analysis. Academic
Press, London.

Greenacre M. J. (1993). Correspondence Analysis in Practice. Academic Press, London.

Greenacre, M.J. (1993). Multivariate generalizations of correspondence analysis, in Multivariate
Analysis: Future Directions 2 (Eds: C.M. Cuadras and C.R. Rao), Elsevier Science, Amsterdam.
327-340.

Greenacre M. J., Pardo R. (2006). Multiple correspondence analysis of subsets of response
categories. In Multiple Correspondence Analysis and Related Methods (eds Michael Greenacre
& Jörg Blasius), Chapman & Hall/CRC, London, 197-217.

Lebart L., Morineau A. and Piron M. (1997). Statistique Exploratoire Multidimensionnelle,
2ème édition. Dunod, Paris. 108-145.

Saporta G. (1990). Probabilités, Analyse des Données et Statistique. Technip, Paris. 217-239.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A4%9A%E9%87%8D%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%88%86%E6%9E%90-MCA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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多次元尺度法 (MDS)  
近接行列（類似度または非類似度）のみが利用可能なオブザベーションを2次元または3次元の
空間に表現するには，多次元尺度を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

多次元尺度法（MDS ：Multidimensional Scaling）は， 一連のN 個のオブジェクト間の**近接**
行列(類似または非類似)から，p次元の空間のこれらの同じオブジェクトの座標を求めるのに使

用される． p は，オブジェクトを簡単に可視化できるように，通常 2 または3 に固定されてい
る．たとえば，MDSを用いて，回転および対称を法として，都市間のキロメータでの距離（こ
の場合，ユークリッド距離である非類似度）から, 地図上の都市の位置をとても正確に再構成

することが可能である．

この事例は，手法の性能を実演することと，使用法の一般的な理解を与えることを意図してい
るだけである．実践的には，MDS は，サイコメトリー（認知分析）やマーケティング（顧客の
分類から得られる製品間の距離）でよく使用されるが，たくさんの領域でのアプリケーション
がある．

最初の行列が類似度行列（より近くにあるオブジェクトの類似度が大きい）ならば，それは計

算のために自動的に非類似度行列に変換される．変換は，対角線の値から行列データを差し引

いて実行される．

観察される非類似度の性質によって，2種類のMDS がある：

メトリックMDS: 非類似度は連続値とみなされ，可能な限り厳密に再現するための正確な
情報を与える．多数のサブ・モジュールがある：

絶対 MDS: 表現空間中で得られる距離は，できる限り厳密に最初の非類似度行列で観察

される距離に一致するはずである．

比率 MDS: 表現空間中で得られる距離は，比例係数（距離のすべての対について同一の
係数）を用いて，できる限り厳密に最初の非類似度行列で観察される距離に一致するは
ずである．

区間 MDS: 表現空間中で得られる距離は，線形関係（距離のすべての対について同一の
線形関係）を用いて，できる限り厳密に最初の非類似度行列で観察される距離に一致す
るはずである．
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多項 MDS: 表現空間中で得られる距離は，2次の多項関係（距離のすべての対について同

一の多項関係）を用いて，できる限り厳密に最初の非類似度行列で観察される距離に一

致するはずである．

注意: 絶対モデルは，元の空間の距離を用いて，表現空間内の距離を比較するために使用され
る．その他のモデルは，計算をスピードアップする利点がある．

ノン･メトリック MDS: このタイプのMDSでは，非類似度の順序のみをカウントする．言

い換えると，このMDS アルゴリズムは，非類似度を再現しようとはせず，それらの順序

のみを再現しようとする．2つのモデルが利用できる：

Ordinal (1): 表現空間での距離の順序が対応する非類似度の順序に一致しなければならな
い．同じランクの2つの非類似度がある場合，距離の一致に制限はない．言い換えると，
同じランクの非類似度が，必ずしも表現空間で等しい距離を与える必要はない．

Ordinal (2): 表現空間での距離の順序が対応する非類似度の順序に一致しなければならな
い．同じランクに複数の非類似度が存在する場合，対応する距離は等しくなければなら
ない．

MDSアルゴリズムは，モデルからのディスパリティ（disparity）行列と表現コンフィグレーシ
ョンで得られる距離行列の差を減らすことを目的としている．絶対モデルでは，ディスパリテ
ィは，最初の行列の非類似度に等しい．この差は，Stressを用いて測定され，複数のバージョ
ンが提案されている：

Raw Stress:

ここで  は，個体 と の間のディスパリティで, は同じ個体についての 表現でのユーク
リッド距離．  は， 近接の重み（デフォルト値は 1）．

Normalized Stress:

Kruskal's stress 1:

Kruskal's stress 2:
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ここで は，表現での距離の平均．

注意: 任意の次元の数について，stressが弱いほど表現の品質が良い．さらに，次元の数が高い
ほど，ストレスは弱くなる．

得られた結果が十分かどうかを調査し，データの忠実な表現を与えるために正確にいくつの次

元が必要かを決定するために，次元数によるstress の進展と，どのポイントからstress が安定

するかを観察することができる．シェパード・ダイアグラムは，距離の順序づけでのあらゆる
断絶を観察するのに使用する．グラフが線形に見えるほど良い表現である．絶対モデルの理想

表現については，ポイントが第1二等分線に沿って整列するはずである．

複数の  MDS アルゴリズムが含まれており，とくに  ALSCAL (Takane et al. 1977) および
SMACOF (Scaling by MAjorizing a COnvex Function) これは "Normalized Stress" (de Leeuw,
1977)を最小化する．XLSTAT はSMACOF アルゴリズムを使用する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

メインのデータ・エントリ・フィールドは，2つのタイプの表の1つを選択するのに使用する：

データ: 類似度または非類似度行列を選択する．下または上側の三角領域のみが利用可能なら
ば，その表は受け入れられる．選択された行列の下部と上部の間に差異が検出されると，
XLSTATは警告を出して，計算を継続するために（2つの部分の平均を計算して）データの変更

を提供する．

非類似度 / 類似度: データのタイプに対応するオプションを選ぶ．

モデル: 使用するモデルを選択する．詳細は解説を参照する．

d̄
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次元: オブジェクト表現空間の最小および最大次元数を入力する．アルゴリズムは，2つの境界

の間のすべての次元について繰り返される．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 選択に行と列のラベルを含めた場合は，このオプションを有効にする．

重み: データが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．そして，重み行列

を（行と列のラベルを選択せずに）選択する．このオプションを有効にしない場合は，重みは
1 とみなされる．重みは 0以上でなければならない．

オプション タブ:

ストレス: SMACOF アルゴリズムがraw stressを最小化するならば，結果を返すために使用す
るstressのタイプを選んでくだし．詳細は解説を参照する．

初期コンフィギュレーション:

ランダム: XLSTATに開始コンフィギュレーションをランダムに生成させるには，このオ
プションを有効にする．新しくランダムに生成されたコンフィギュレーションからアル
ゴリズムが繰り返されるべき回数を入力する．繰り返し数のデフォルト値は 100であ
る．注意: 結果に表示されるコンフィギュレーションは，最も良い結果が見つかった回で
ある．

ユーザー定義: 最適化を実行するための基盤としてアルゴリズムが使用する初期コンフィ
ギュレーションを選択するには，このオプションを有効にする．

停止条件:

繰り返し: SMACOF アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大数を超

えるとStress 最適化は停止する．デフォルト値: 100.

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの進展で，アルゴリズムが収束したとみなさ
れる最小値を入力する．デフォルト値: 0.00001.

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．
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欠損値を無視: このオプションを有効にすると，XLSTATは stressを最小化するときに欠損値に
対応する近接を含めません．

出力 タブ:

距離: 最適コンフィギュレーションに対応するユークリッド距離の行列を表示するには，この
オプションを有効にする．

ディスパリティ（差異）: 最適コンフィギュレーションに対応するディスパリテ行列を表示す
るには，このオプションを有効にする．

残差距離: 距離行列とディスパリティ行列の間の差に対応する残差距離の行列を表示するに
は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ストレスの進展: コンフィグレションにおける次元の数によるstressの変化過程を表示するに
は，このオプションを有効にする．

コンフィギュレーション: コンフィギュレーション表現グラフを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．このグラフは，それが計算されると2次元空間でのコンフィギュレーション
のみを表示する．

ラベル: オブジェクト・ラベルを表示したい場合は，このオプションを有効にする．

色つきラベル: ラベルをポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有効にす
る．

シェパード・ダイアグラム: シェパード・ダイアグラムを表示するには，このオプション
を有効にする．

結果  

M小化後のstress: この表は，得られた最終 stress，要求された繰り返し数，考慮された次元

に達した収束のレベルを示す．複数の次元が考慮された場合，次元数の関数として， stress の
展開を示すグラフが表示される．

以下の結果が，考慮された各次元数について表示される．

コンフィギュレーション: この表は，表現空間中のオブヘクトの座標を示す．これが2次元空間

なら，コンフィギュレーションのグラフィック表現が提供される．XLSTAT-3DPlotがあれば，3
次元のコンフィギュレーションを表示することもできる．

表現空間内で測定された距離: この表は，表現空間でのオブジェクト間の距離を示す．

モデルを用いて計算されたDisparities: この表は，選ばれたモデル（絶対，区間等）によって
計算されたディスパリティを表示する．

残差距離: これらの距離は，最初の行列の非類似度と表現空間で測定された距離の差である．
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比較表: この表は，オブジェクトの対のすべての組み合わせについての非類似度，ディスパリ
ティ，距離，およびこれらの3つの測度のランクを比較するのに使用する．

シェパード・ダイアグラム: このグラフは，非類似度へのディスパリティと距離を比較する．
メトリック手法では，ポイントが平面の第1二分線に沿って並ぶのがより良い表現で，ノンメ
トリック・モデルでは，非類似度/ディスパリティの線が一定して増加するのが，より良い表現

である．さらに，（非類似度/距離）ポイントが（非類似度/ディスパリティ）ポイントに近い
かどうかを観猿して，モデルの性能が評価できる．

事例  

多次元尺度法の使用法に関するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの多次元尺度法-MDS-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Borg I. and Groenen P. (1997). Modern Multidimensional Scaling. Theory and applications.
Springer Verlag, New York.

Cox T.C. and Cox M.A.A. (2001). Multidimensional Scaling (2nd edition). Chapman and Hall,
New York.

De Leeuw J. (1977). Applications of Convex Analysis to Multidimensional Scaling, in J.R. Barra
a.o. (eds.), Recent Developments in Statistics. North Holland Publishing Company, Amsterdam.
133-146.

Heiser W.J. (1991). A general majorization method for least squares multidimensional scaling of
pseudodistances that may be negative. Psychometrika, 56,1, 7-27.

Kruskal J.B., Wish M. (1978). Multidimensional Scaling. Sage Publications, London.

Takane Y., Young F. W. and DeLeeuw J. (1977). Nonmetric individual differences
multidimensional scaling: an alternating least squares method with optimal scaling features.
Psychometrika, 42, 7-67.
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k-means クラスタリング  
量的変数の集合によるオブジェクトの説明の基盤上で，オブジェクトの均質なグループ（クラ
ス）を構築するには，k-means クラスタリングを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

k-means クラスタリングは1967年にMcQueenによって提案された．他に同様なアルゴリズム
が，Forgey (1965) (moving centers)や Friedman (1967)によって開発された．

k-means クラスタリングは，とくに以下の利点を持っている：

あるオブジェクトが，1つの繰り返しの中であるクラスに割り当てられ，続く繰り返しでクラ
スを変更する．これは，割り当てが不可逆な凝集型階層クラスタリングでは不可能である．

開始ポイントと繰り返しの掛け算で，複数の解が探索され得る．

この手法の不利な点は，矛盾のないクラスの数が与えられないとか，決定されるクラスまたは
オブジェクト間の近接度が得られないということである．

したがって，k-means と AHC 手法は相補的である．

注意: クラスタリングで質的変数を考慮に入れたい場合は，多重コレスポンデンス分析(MCA)
を実行して，結果の因子軸上のオブザベーションの座標を新しい変数とみなすべきである．

k-means法の原理

k-means クラスタリングは，どこから開始しても解に収束する繰り返し手法である．得られる
解は，すべての開始ポイントについて同じであるとは限らない．この理由により，一般的に，
選択された基準での最適なソリューションを選ぶために，計算が複数回繰り返される．

最初の繰り返しでは，k 個のクラスの中心がk 個のオブジェクトに結びつける開始ポイントが
選ばれる（ランダムであってもなくてもどちらでもよい）．その後，オブジェクトと k 個の中

心の間の距離を計算して，最も近い中心にオブジェクトを割り当てる．そして，さまざまなク
ラスに割り当てられたオブジェクトから中心を再定義する．そして，オブジェクトは新しい中

心からの距離に基づいて再割り当てされる．これを収束に達するまで繰り返す．
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クラス分類基準

解に到達するための複数のクラス分類基準が使用できる．XLSTATは，最小化するべき4つの基

準を提供する．

トレース(W): Wトレース(pooled SSCP matrix)は，最も伝統的な基準である．任意のクラスの
数についてのW traceの最小化は，合計クラス内分散の最小化につながる．言い換えると，グル
ープの不均一性を最小化することである．この基準は，尺度効果に敏感である．特定の変数に
だけより重みを与えるのを避けるために，データは前もって正規化されなければならない．さ
らに言うと，この基準は，同じサイズのクラスを生み出す傾向がある．

デタミナント(W): 共分散行列でプールされたW の デタミナントは，W トレース よりもかなり
尺度効果への感度が少ない基準である．さらに，グループ・サイズは，trace 基準によるよりも
均質性が少ない．

Wilks のラムダ: この基準の最小化による結果は，W のデタミナント で与えられるのと同一で
ある．Wilk's のラムダ基準は，デタミナント(W) のデタミナント(T)による除算に一致する．こ
こでT は合計イナーシャ行列である．T のデタミナントで割ることは，つねに0 から 1 の間の
基準を与える．

トレース(W) / 中央値: この基準が選ばれると，クラスのセントロイドは，クラスの平均ポイン
トではなく，クラスのオブジェクトに対応する中央値ポイントになる．この基準の使用する
と，長い計算になる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
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ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: P個の記述子で記述されるN 個のオブジェクトからなる表を選択

する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

列重み: 列が重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオプションを有

効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．列ヘッダが選択さ
れた場合，"列ラベル"オプションが有効であることを確認する．

行重み: 行が重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオプションを有

効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．列ヘッダが選択さ
れた場合，"列ラベル"オプションが有効であることを確認する．

クラス分類基準: クラス分類基準を選ぶ（詳細は解説を参照する）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，行ラベル，行重み，列重み）の最初の行

がラベルを含む場合，このオプションを有効にする．

行ラベル: オブザベーション・ラベルが有効な場合，このオプションを有効にする． 対応する
データを選択する．”列ラベル” オプションが有効な場合，選択にヘッダを含める必要がある．
このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルは, XLSTATが自動で生成する
(Obs1, Obs2 …)．

列重み: 列を重みづけするには，このオプションを有効にする．このオプションを有効にしな
い場合は，重みは1とみなされる． 重みは0以上でなければならない．列ヘッダが選択されたな
ら，"列ラベル"オプションが有効であることを確認する．

行重み: 行を重みづけするには，このオプションを有効にする．このオプションを有効にしな
い場合は，重みは1とみなされる． 重みは0以上でなければならない．列ヘッダが選択されたな
ら，"列ラベル"オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

行をクラスタ: 列内の記述子で記述される行内のオブジェクトのクラスを作成したいなら，こ
のオプションを有効にする．

列をクラスタ: 行内の記述子で記述される列内のオプジェクトのクラスを作成したいなら，こ
のオプションを有効にする．

中心化: 計算を開始する前にデータを中心化したい場合は，このオプションを有効にする．
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尺度化: 計算を開始する前にデータを縮尺したい場合は，このオプションを有効にする．

そして，列で変換を適用したいかを選択することができる．

元の空間での結果: 元の空間での結果を表示するには，このオプションを有効にする． 中心化/
尺度化オプションが有効で，このオプションが有効でなければ，結果は標準化された空間で提

供される．

停止条件:

繰り返し: k-means アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．繰り返しが最大数を超

えると，計算が停止される．デフォルト値: 500.

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの進展で選ばれた基準について，アルゴリズ
ムが収束したとみなされる最小値を入力する．デフォルト値: 0.00001.

初期パーティション: 最初のパーティションが選ばれる方法，言い換えると，クラスタリン
グ・アルゴリズムの最初の繰り返しで，オブジェクトがクラスに割り当てられる方法を選ぶに
は，このオプションを有効にする．

データ順序によってN 個のクラス: オブジェクトが，その順番によってクラスに割り当て
られる．

ランダム: オブジェクトが無作為でクラスに割り当てられる．

ユーザー定義: オブジェクトが，ユーザーが定義した指示変数によってクラスに割り当て
られる．この場合，ユーザーはできるだけたくさんの行オブジェクト（オプションのヘ
ッダとともに）を含む列の指示変数を選び，クラスは1 から kの値で定義されていなけれ
ばならない．ここで，kはクラスの数である． ”列ラベル” オプションが有効な場合，選択

にヘッダを含める必要がある．

中心による定義: k個のクラスに対応する k 個の中心を選択する．行の数がクラスの数に
等しく，列の数がデータ表の列の数に等しくなければならない． ”列ラベル” オプション
が有効な場合，選択にヘッダを含める必要がある．

K++: このオプションは， 2006 年に Rafail Ostrovsky ，  Yuval Rabani ， Leonard
Schulman， Chaitanya Swamyによって導入されたk-means++アルゴリズムによって中心

を定義することを可能にする． 最初の中心は，オブザベーションからランダムに選ばれ
る．次は，オブザベーションと中心の間の距離に基づいて，オブザベーションから選ば
れる．中心からの距離が遠いオブザベーションほど選ばれる確率が高くなる．残りの 

個の中心も同じ方法で選ばれる．この手法は，データセット内で均等に選択された
中心から開始することができ，一般的に分割の品質を向上させ，アルゴリズムが解に到

達するスピードを上げることができる．ただし，このアルゴリズムは計算に時間がかか
るので，大規模で複雑なデータセット（中心が多い）では， K|| アルゴリズムを使用する
ことが推奨される．

K||: このオプションは，2012年にBahman Bahmani，Benjamin Moseley，  Andrea
Vattani，Ravi Kumar，Sergei Vassilvitskiiによって導入された K|| または "スケーラブル
K-means" アルゴリズムによって中心を定義することを可能にする．これは K++ アルゴ
リズムから派生し，並列化により中心を選ぶことを可能にする．K++と同様，最初にオブ
ザベーションからランダムに中心が選ばれるが，アルゴリズムの各繰り返しで，K++と同

じ方法で 個のオブザベーションがランダムにかつ独立で選ばれる．何度も実行した

k − 2

/2k
~
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後，データセットのサイズに応じて，得られた 個の中心が，K++を用いて 個の中心に
再クラスタ化される．このアルゴリズムは，2つの理由で，K++よりもかなり速いという
利点を持つ :最初のステップは，おもにK++によって処理される関連するオブザベーショ
ンの量を減らすことであり，各繰り返しでの中心の独立した選択は，最初のステップの
並列実装を可能にする．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データセットが推定データセットと同じように構造化されて
いることを確認する必要がある: 選択内で同じ順序の同じ変数．

オブザベーション/変数 表: 学習表と同じ 個のディスクリプタで記述される新しいオブジェク
トを構成する表を選択する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"が有効になっているこ
とを確認する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションが有効なら，選択内に
ヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合は，オブザベーション・ラベルが
XLSTATによって自動で生成される (Obs1, Obs2 …)．

変数ラベル: データ選択（変数およびオブザベーション・ラベル）の最初の行にヘッダが含ま
れるなら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するにはこのオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて，欠損値を推定

するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 有効化された各データセット（トーレーニング，予測）での選択された変数の記述

統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関行列: 選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を表示するには，このオプションを有

効にする．

M適化要約: 最適化の要約を表示するには，このオプションを有効にする．

セントロイド: クラスのセントロイドの表を表示するには，このオプションを有効にする．

X k

P
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中心オブジェクト: 各クラスのセントロイドへの最近傍オブジェクトの座標を表示するには，
このオプションを有効にする．

寄与度(分散分析) : 各変数の寄与度を提供する表を表示するには，このオプションを有効にす
る．

クラスごとの結果: 各クラスの統計量とオブジェクトに関する表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

オブジェクトごとの結果: 各オブジェクトが(初期のオブジェクトの順序で)割り当てられるクラ
スと，そのクラスのセントロイドからの距離に関する表を表示するには，このオプションを有

効にする．

セントロイドとの相関: オブジェクトとそのクラスのセントロイドの間のPearson相関を
表示するには，このオプションを有効にする．

シルエット・スコア: 各オブジェクトのシルエット・スコアを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

クラスごとの平均: クラスのそれぞれでの平均シルエット・スコアを表示するに
は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

基準の進展: 選ばれた基準の進展グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

プロファイル・プロット: 作成されたさまざまなクラスの平均を比較できるプロットを表示す
るには，このオプションを有効にする．

シルエット・スコア: 各オブジェクトのシルエット・スコアを示すプロットを表示するには，
このオプションを有効にする．

クラスごとの平均: 各クラスの平均シルエット・スコアを示すプロットを表示するには，この
オプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，オブジェクトの記述子，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値

の数，平均および標準偏差を表示する．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

クラス内分散の推移: 2個の境界の間でクラスの数を選択した場合，XLSTATはクラスの数の増

大に伴い数学的に減少するクラス内分散の推移を表示する．データが均質に分布しているな
ら，その降下は線形である．もし実際にグループ構造があるなら，関係するクラスの数のとこ
ろでエルボー（屈折）が観察される．

シルエット・スコアの推移: 2つの境界の間でクラスの数を選択した場合は，表とその関連する
グラフが各 でのシルエット・スコアの推移を示す．クラスの最適数は，シルエット・スコア
が1に最も近い である．

k

k
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M適化要約: この表は，クラス内分散の進展を示す． 複数の繰り返しがリクエストされた場合

は，各繰り返しの結果が表示される．

各繰り返しの統計: 選ばれた基準についての最適な結果から，繰り返しの進行のために繰り返

しの中で計算された種々の統計量の進展を見るには，このオプションを有効にする． 対応する
オプションがチャート・タブで有効にされている場合，繰り返しの進行のために選ばれた基準

の進展を示すグラフが表示される．

注意: 値が標準化されている（オプション・タブのオプション）場合，最適化要約の結果と各

繰り返しの統計量が標準化空間で計算される．一方，以下の結果は"オリジナル空間での結果"
オプションが有効な場合，オリジナル空間で表示される．

M適クラス分類のためのイナーシャ分解: この表は，クラス内イナーシャ，クラス間イナーシ
ャ，合計イナーシャを示す．

初期クラス・セントロイド: この表は，初期ランダム分割または K|| および K++ アルゴリズム
で計算された初期クラス・セントロイドを示す．ユーザーが中心を定義した場合，この表は，
選択されたクラス・セントロイドを示す．

クラス・セントロイド: この表は，さまざまな記述子についてのクラス・セントロイドを示

す．

クラス・セントロイド間の距離: この表は，さまざま記述子についてのクラス・セントロイド
間のユークリッド距離を示す． 中心オブジェクト: この表は，各クラスのセントロイドへの最

近傍オブジェクトの座標を示す．

Central objects: This table shows the coordinates of the nearest object to the centroid for each
class.

中心オブジェクト間の距離: この表は，さまざま記述子についてのクラス中心オブジェクト間

のユークリッド距離を示す．

クラスごとの結果: クラスの記述統計量（オブジェクトの数，重みの合計，クラス内分散，セ
ントロイドへの最小距離，セントロイドへの最大距離，セントロイドへの平均距離）が，表の
最初の部分に表示される．2番目の部分はオブジェクトを示す．

オブジェクトごとの結果: この表は，初期のオブジェクトの順序で各オブジェクトの割り当て
クラスを示す．

セントロイドへの距離: この列は，オブジェクトとそのクラス・センとロイドの間の距離

を示す．
セントロイドとの相関: この列は，オブジェクトとそのクラス・セントロイドの間の
Pearson相関を示す．
シルエット・スコア: この列は，各オブジェクトのシルエット・スコアを示す．

シルエット・スコアは，クラス内のオブザベーションのクラス分類の品質を定量化する．それ
は次式で書かれる: $$ s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{max(a(i),b(i))}, $$ ここで  は，  と同じクラス内

の他のすべてのポイントとの間の平均距離で， は，  と最も近いクラス内の他のすべての
ポイントとの間の平均距離である． シルエット・スコアは，  から  の間の値をとり，その
値が1に近いほど，オブザベーションがそのクラス内によりよく収まっている．

a(i) i

b(i) i

−1 1
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シルエット・スコア (クラスごとの平均): この表とそれのグラフは，各クラスの平均シルエッ
ト・スコアを表示し，最適分類でのシルエット・スコア（クラスごとの平均）を示す．

寄与度 (分散分析) : この表は，ANOVAを実行して，クラスの分割に最も寄与している変数を示

す．

プロファイル・プロット: このグラフは，作成されたさまざまなクラスの平均を比較すること
ができる．

事例  

k-meansクラスタリングに関するチュートリアルが Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのk-meansクラスタリング-チュートリアル?language=ja
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凝集型階層クラスタリング（AHC: Agglomerative
Hierarchical Clustering）  
変数の集合によるオブジェクトの記述の基盤にて，あるいはオブジェクト間の類似度または非

類似度を記述する行列からオブジェクトの均質なグループ（クラス）を構築するには，凝集型

階層クラスタリングを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

凝集型階層クラスタリング（AHC ：Agglomerative Hierarchical Clustering）は，以下の利点を
持つ分類手法である：

グループ分けしようとするオブジェクト間の非類似度から作業を行う．非類似度のタイプは，
調査される課題とデータの性質に適したものが選ばれる．

結果の1つは，データの漸進的なグルーピングを示すデンドログラムである．そして，データ
がグループ分けされるクラスの適切な数についての見解を得ることができる．

この手法の不利な点は，時間がかかることである．さらに，データが多すぎる場合，デンドロ
グラムは読むことができなくなることである．

AHCの原理

凝集型階層クラスタリングは，原理が単純な反復の分類手法である．

プロセスは， 個のオブジェクト間の非類似度の計算から始まる．そして，2つのオブジェク
トが任意の凝集基準を最小化するとき，それらは同じクラスタに集められ，したがって2つの
オブジェクトが1つのクラスタを構成する．

そして，このクラスタとN-2個の他のオブジェクトとの間の非類似度を凝集基準を用いて計算

する．そして，クラスタリングにより凝集基準を最小化する2つのオブジェクトまたはオブジ
ェクトのクラスタが，同じクラスタに集められる．すべてのオブジェクトがクラスタされるま
で，このプロセスを継続する．

これらの連続的なクラスタリング操作は，ルートがすべてのオブザベーションを含むクラスタ
であるバイナリのクラスタリング・ツリー（デンドログラム）を生み出す．このデンドログラ

N
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ムは，パーティションの階層を表現する．

そして，任意の水準でツリーを打ち切ることにより，パーティションを選ぶことができる．そ
の水準は，ユーザー定義の制約（ユーザーがいくつのクラスタが得られるべきかを知ってい
る）か，またはより客観的な基準による．

類似度と非類似度

2つのオブジェクト間の近接度が，どのポイントでそれらが類似しているか（類似度），また
は類似していないか（非類似度）を測定することによって測定される．AHCアルゴリズムは非

類似度を用いるので，ユーザーが類似度を選んだ場合，XLSTATはそれを非類似度に変換す
る．各オブジェクトの対についての変換は，すべての対での最大類似度から問題の対の類似度

を引き算して行う．

**類似度係数**は，次のように提案されている： Cooccurrence, Cosine, 共分散 (n-1), 共分散

(n), Dice 係数 （Sorensen 係数としても知られている）, General similarity, Gower 係数, イナー
シャ , Jaccard 係数 , Kendall 相関係数 , Kulczinski 係数 , Ochiai 係数 , Pearsonの相関係数 ,
Pearson Phi, Percent agreement, Rogers & Tanimoto 係数, Sokal & Michener 係数（または 単
純マッチング係数）, Sokal & Sneath 係数 (1), Sokal & Sneath 係数 (2), Spearman 相関係数．

提案されている**非類似度係数**：Bhattacharyaの距離, Bray and Curtisの距離, Canberraの距

離, Chebychevの距離, Chi² 距離, Chi² メトリック, Chord 距離, 2乗chord 距離, Dice 係数, ユー
クリッド距離, Geodesic 距離, Jaccard 係数, Kendall 非類似度, Kulczinski 係数, マハラノビスの
距離 , マンハッタン距離 , Ochiai 係数 , Pearsonの非類似度 , PearsonのPhi, 一般非類似度 ,
Rogers & Tanimoto 係数, Sokal & Michenerの係数, Sokal & Sneathの係数 (1), Sokal & Sneath
係数 (2), Spearman 非類似度．

注意: 上記の係数のいくつかは，バイナリ・データのみに使用するべきである．データがバイ
ナリでない場合，XLSTAT は，データを自動的にバイナリ・データに変換するべきかを聞いて
くる．

階層クラスタリングの品質

凝集型階層クラスタリングの品質は， cophenetic（コーフェン）相関係数によって評価でき
る．これは，分類から得られるデンドログラムで推定できるコーフェン距離と呼ぶ距離測度を
用いる．

2 つのオブザベーションを隔てるコーフェン距離は，2つのオブザベーションが同じクラスタに
属するデンドログラムの高さで与えられる．

最終的に，AHCで使用されれる非類似度行列とコーフェン距離行列の間のピアソン相関行列と
してコーフェン相関が計算される．1 に近い相関ほど，クラスタリングの品質が良い．

凝集法

オブジェクト A とBの2つのグループの間の非類似度を計算するには，さまざまな戦略が可能で
ある．XLSTAT は，以下の手法を提供する：

単連結（M短距離）: A と B の間の非類似度は，A のオブジェクトと B のオブジェクトの間の
最も類似した非類似度である．単連結を用いた凝集は，データ空間を縮小させ，デンドログラ
ムの各ステップの水準を平らにする傾向がる．A の要素と B の要素の間の非類似度は，A と B‑
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をリンクするのに十分であるので，この基準は，とても長いクラスタをつくりやすく（鎖効

果）,それらは均質でない．

完全連結（M長距離）: A と B の類似度は，A のオブジェクトと Bのオブジェクトの間の最も
大きい非類似度である．完全連結を用いた凝集は，データ空間を拡張させ，コンパクトなクラ
スタを生み出す傾向がある．

重みなし群間平均連結: A と B の類似度は，A のオブジェクトと Bのオブジェクトの間の非類

似度の平均である．重みなし群間平均連結を用いた凝集は，前述の2つの基準の間の妥協案

で，データ空間の特性の公正な表現を提供する．

重みつき群間平均連結: A のオブジェクトと Bのオブジェクトの間の平均非類似度が，両方の
グループに等しい重みが割り当てられるように，重みつき非類似度の合計として計算される．
重みなし群間平均連結と同様，この基準はデータ空間の特性の公正な表現を提供する．

柔連結: この基準は，[-1,+1]の間の値をよるβパラメータを使用する；これは，凝集基準のファ
ミリーを生成することができる．β = 0 では，基準は重みつき群間平均連結である．β が1に近

い場合，鎖状のクラスタになるが，β を減じていくと自然になってきて，だんだんと拡張が得

られる．

Ward法: この手法は，クラスタの均質性を保つために，グループ内のイナーシャの増加をでき
るだけ小さくしながら，2つのグループを凝集する．Ward (1963)によって提案されたこの手法

は，quadratic distance，すなわちユークリッド距離またはカイ2乗距離を持つ場合に限って使

用できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表/ 近接行列: データの形式に対応するオプションを選んで，データ
を選択する．**オブザベーション/変数の表**オプションでは， 個の量的既述子によって記述

される 個のオブジェクトからなる表を選択する．**近接行列**については，オブジェクト間

の近接度を与える正方行列を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプション

P

N
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が有効であることを確認する．近接行列については，列ヘッダが選択された場合，行ラベルも
選択されなければならない．

近接タイプ: 類似度 / 非類似度: 使用する近接タイプを選ぶ．データ・タイプと近接タイプは，
近接行列を計算するための可能な指標のリストを決定する．

凝集法: 凝集法を選んでください（詳細は解説 の節を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，行ラベル，行重み，列重み）の最初の行

にラベルを含む場合は，このオプションを有効にする．選択が近接行列であって，このオプシ
ョンが有効であれば，最初の列もオブジェクトのラベルを含まなければならない．

行ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そして，
対応するデータを選択する．”列ラベル” オプションが有効である場合，選択中にヘッダを含む
必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATが自動でオブザベーション・ラベル
を生成する (Obs1, Obs2 …)．

列重み: 列が重みづけされている場合，このオプションを有効にする．このオプションを有効

にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは， 0 以上でなければならない．列ヘッダが選択

された場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

行重み: 行が重みづけされている場合，このオプションを有効にする．このオプションを有効

にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは， 0 以上でなければならない．列ヘッダが選択

された場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

オプション タブ:

行をクラスタ: 列のデータで説明される行のオブジェクトのクラスタを作成したい場合は，こ
のオプションを有効にする．

列をクラスタ: 行のデータで説明される列のオブジェクトのクラスタを作成したい場合は，こ
のオプションを有効にする．

中心化: 計算を開始する前にデータを中心化したい場合は，このオプションを有効にする．

削減: 計算を開始する前にデータを削減したい場合は，このオプションを有効にする．そし
て，行または列のどちらで変換を適用したいかを選択することができる．

打ち切り: XLSTATに**自動**で打ち切り水準を定義させて，クラスタの数を保持したい場合，

または作成する**クラスタの数**，またはデンドログラムを打ち切る**水準**を定義したい場合

は，このオプションを有効にする．
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クラス内分散: クラス内分散を選択するには，このオプションを有効にする．このオプション
は，オブジェクトの重み（行のクラスタリングの場合は行重み，列のクラスタリングの場合は
列重み）が選択された場合のみ有効．このオプションは，前もって他の手法（たとえばk-
means ）を用いてオブジェクトをクラスタして，前もって得られているグループをクラスタす
るために，重みつき群間平均などの手法を使用したい場合に使用できる．列ヘッダが選択され
た場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．
M近傍: オブザベションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するには，
このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

近接行列: 近接行列を表示するには，このオプションを有効にする．

元の空間での結果: 元の空間での結果を表示するには，このオプションを有効にする．中心化/
削減オプションが有効で，このオプションが有効になっていないと，結果は標準化された空間

で提供される．

ノードの統計量: デンドログラムのノードの統計量を表示するには，このオプションを有効に
する．

セントロイド: クラスタのセントロイドの表を表示するには，このオプションを有効にする．

コーフェン距離行列: cophenetic 距離行列を表示するには，このオプションを有効にする．

コーフェン相関: cophenetic 相関を表示するには，このオプションを有効にする．

中心オブジェクト: 各クラスタのセントロイドに最も近いオブジェクトの座標を表示するに
は，このオプションを有効にする．

クラスごとの結果: 各クラスタの統計量とオブジェクトの表を表示するには，このオプション
を有効にする．

オブジェクトごとの結果: 各オブジェクトが初期のオブジェクトの順序でクラスタに割り当て
られるを表を表示するには，このオプションを有効にする． * セントロイドとの相関: オブジ



データ解析  284 凝集型階層クラスタリング（AHC: Agglomerative
Hierarchical Clustering）  

ェクトとそれらのクラスのセントロイドとの間のPearson相関を表示するには，このオプショ
ンに有効にする．

チャート タブ:

水準棒グラフ: 連続するクラスタリングの影響度を示す水準のダイアグラムを表示するには，
このオプションを有効にする．

デンドログラム: デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

水平: 水平のデンドログラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

垂直: 垂直のデンドログラムを表示するには，このオプションを選んぶ．

すべて: 完全なデンドログラム（すべてのオブジェクトが表現される）を表示するには，
このオプションを有効する．

***打ち切り**: 打ち切られたデンドログラム（打ち切りの水準で始まるデンドログラム）
を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: デンドログラム上にオブジェクト・ラベル（完全なデンドログラム）またはクラ
スタ(打ち切られたデンドログラム)を表示するには，このオプションを有効にする．

色: 完全なデンドログラム上のさまざまなグループに色を使用するには，このオプション
を有効にする．

プロファイル・プロット: 作成されたさまざまなクラスの平均を比較できるプロットを表示す
るには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，オブジェクトの記述子，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値

の数，平均および標準偏差を表示する．

ノードの統計量: この表は，デンドログラム内の連続するノードに関するデータを示す．最初

のノードは，1ずつ増えるオブジェクトの数であるインデックスを持つ．ゆえに，デンドログ
ラム中の新しいノードの水準で，オブジェクトまたはオブジェクトのグループが，もう1つの
オブジェクトまたはオブジェクトのグループと融合される場合，それをいつでも簡単に見るこ
とができる．

水準棒グラフ: この表は，デンドログラムのノードに関する統計量を表示する．

クラス内分散の推移: 2つの境界間のクラスの数を選択している場合，クラスの数が増大すると
き，数学的に減少するクラス内分散の推移をXLSTATが表示する．データが均質に分布してい
るなら，その減少は線形になる．実際にグループ構造があるなら，それに関連するクラス数

で，エルボー（屈曲部）が観察される．

デンドログラム: 完全なデンドログラムは，オブジェクトの漸進的なクラスタリングを表示す
る．打ち切りがリクエストされた場合，打ち切りが実行された水準を破線がマークする．打ち
切られたデンドログラムは，打ち切り後のクラスタを表示する．
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クラス・セントロイド: この表は，さまざまな記述子についてのクラス・セントロイドを示

す．

クラス・セントロイド間の距離: この表は，さまざまな記述子のクラス・セントロイド間のユ
ークリッド距離を示す．

中心オブジェクト: この表は，各クラスタのセントロイドに最も近いオブジェクトの座標を示

す．

中心オブジェクト間の距離: この表は，さまざまな記述子のクラス中心オブジェクト間のユー
クリッド距離を示す．

クラスごとの結果: クラスタの記述統計（オブジェクトの数，重みの合計，クラス内分散，セ
ントロイドへの最小距離，セントロイドへの最大距離，セントロイドへの平均距離）が，表の
最初の部分に表示される．2番目の部分は，オブジェクトを示す．

オブジェクトごとの結果: この表は，初期のオブジェクトの順序で各オブジェクトが割り当て
られるクラスタを示す．

プロファイル・プロット: このチャートは，作成されたさまざまなクラスの平均を比較でき
る．

事例  

凝集型階層クラスタリングのチュートリアルが，Addinsoftのウエブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/XLSTATでの凝集型階層クラスタリングの実行?language=ja

参考文献  

Arabie P., Hubert L.J. and De Soete G. (1996). Clustering and Classification. World Scientific,
Singapore.

Everitt B.S., Landau S. and Leese M. (2001). Cluster analysis (4th edition). Arnold, London.

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and Multivariate
Methods. Springer-Verlag, New York, 483-568.

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam, 403-406.

Saporta G. (1990). Probabilités, Analyse des Données et Statistique. Technip, Paris, 251-260.

Ward J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the
American Statistical Association, 58, 238-244.

https://help.xlstat.com/s/article/XLSTAT%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%87%9D%E9%9B%86%E5%9E%8B%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C?language=ja
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ガウス混合モデル  
多次元データをその分布によってクラスタするためにガウス混合モデルを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ガウス混合モデルは，複数のガウス分布によってデータをモデルすることができる．通常，こ
れらのモデルは，クラスタリングの枠組みで使用され，各ガウスは1つのグループに対応する
と仮定される．

混合モデル

はサイズ のベクトルを意味する．ここで ．各 は確率分布関数

に従って分布すると仮定する：

ここで はグループ の混合比率で ( ) ， は

モデル・パラメータを表す．関数 は，パラメータ による次元  の確率分布である．
たとえば，ガウス混合モデルでは， は平均 と分散 によるガウシアンである.すなわち

．

混合 分 布では，下 記で定 義されるラベル・ベクトル with 
 があることに注意せよ：

このベクトルは，しばしば未知で，クラスタリングの文脈または，密度推定の文脈では，各

の推定が主要な関心である．
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∑
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モデル・パラメータの推論

潜在変数 のために，混合モデルのパラメータの推定は，対数尤度の推定で直接行うことがで
きない．この最適化は， EM (Dempster et al. (1977)) や，その確率バージョンがMcLachlan お
よび Peel (2000)によって提案されたSEMなどの繰り返しアルゴリズムを必要とする．

パラメータが推定されると，次式で与えられる最も高い事後確率 を提供する成分に各  を
割り当てることにより，ラベルのベクトルが直接得られる：

クラスタリングの目的では，Celeux と Govaert (1992) が，k-means に似ていてEMのクラス分

類バージョンとしてみなせる CEM (Classification EM) アルゴリズムを提案した EM や SEMと

は異なり，CEM アルゴリズムは，対数尤度ではなく，  の量を最

大化する．

モデルの選択（成分の数の選択）

混合モデルの成分数はしばしば未知である．ベイジアン情報量基準(BIC:Bayesian Information
Criterion, Schwarz (1978)) または赤池情報量基準 ( AIC :kaike Information Criterion, Akaike
(1974)) などの複数の基準が使用できる．これらの基準は，観察された対数尤度 のペナ
ルティ付けに基づいている．2000年に，Biernacki らが，完全な対数尤度 をペナルテ
ィ付けすることを目的とする ICL (Integrated Completed Likelihood) を提案した．この基準は，
次式のエントロピー項  でペナルティ化されたBIC 基準として書くことができる：  

.

混合の成分数の評価では，よく分離されたクラスタを提供するモデルを見つけようとすること
ができる． Celeux および Soromengo (1996)が提案した NEC は，混合成分の重なりを定量化

するエントロピー・ベースの基準である：

ここで は 個の成分による混合モデルのエントロピーで， はその完全対数尤度（ML推定

で計算される)である．この基準は，診断的ツールとして使用することもできる．任意の成分数

で ， であれば，データ中にクラスタ構造があるということができる．

パーシモニアス・ガウス混合モデル ガウス混合モデルの文脈では，パラメータの数が 大き
く，利用可能なデータの品質が信頼できる推定を実現するのに十分でないかもしれない．従来

のアプローチは，分散共分散行列 で制約を適用することにより，パラメータの数を削減する
ものである．Bandfield とRaftery (1993) および Celeux とGovaert (1995) は，行列 をその固有

値分解の観点から表現することを提案した：
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ここで は k番目の成分の大きさである． は固有ベクトルの行列で， は降順で
並べられた の固有値によって， であるように構成された直交行列である．これら
の2つの行列 と は成分の方向と形状をコントロールすることができる．

モデル パラメータの数 モデル名

VVV

EEE

EEV

EVV

VEV

EEI

EVI

VVI

VEI

EII

VII

VEE

EVE

VVE

このように，多次元の場合，28種類のモデルがある．1次元の場合は，たった2つのだけが利用

可能である（等分散か否か）．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

Σ  =k λ  D  A  D  k k k k
′

λ  =k ∣Σ  ∣k  d
1

D  k A  k

Σ  k ∣A  ∣ =k 1
D  k A  k

λ  D  A  D  k k k k
′ a + Kb

λDAD′ a + b

λD  AD  k k
′ a + Kb − (K − 1)d

λD  A  D  k k k
′ a + Kb − (K − 1)

λ  D  AD  k k k
′ a + Kb − (K − 1)(d − 1)

λB a + d

λB  k a + Kd − K + 1

λ  B  k k a + Kd

λ  Bk a + d + K − 1

λI a + 1

λ  Ik a + d

λ  DADk a + b + K − 1

λDA  Dk a + Kb + (K − 1)(d − 1)

λ  DA  Dk k a + Kb + (K − 1)d
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: P個のディスクリプタで記述されたN個のオブジェクトを持つ表を
選択する．列ヘッダが選択された場合， "列ラベル" オプションが有効であることを確認する．

行重み: 行（オブザベーション）が重みづけされた場合は，このオプションを有効にする．こ
のオプションを有効にしない場合は，重みは 1とみなされる．重みは 0以上でなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認する．

部分ラベリング: いくつかの行が特定のグループに含まれるように制約を指定したい場合は，
このオプションを有効にする．このオプションを有効にしない場合は，すべての行のグループ
が未知であるとみなされる．グループ識別子は，1以上の整数でなければならない．列ヘッダ
が選択された場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認する．

データ次元: 1次元（列ごと）分析または多次元分析のいずれかを行えます．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択（オブザベーション/変数/行重み）の最初の行にラベルが格納されている場合

は，このオプションを選択する．

行ラベル: オブザベーション：ラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そして，
対応するデータを選択する． “列ヘッダ” オプションが有効になっている場合は，選択にヘッダ
を含める必要がある．このオプションが有効でない場合は，オブザベーション・ラベルが，
XLSTATによって自動で生成される (Obs1, Obs2…)．

オプション(1) タブ:

推論アルゴリズム: 推論に使用するアルゴリズムを選択する．
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EM: 通常， Dempster 他 (1977) が提案したEM を使用する．これがデフォルトのアルゴ
リズムである．

SEM: EM アルゴリズムの確率バージョン.オブザベーションをクラスタに割り当てる目的

で，従来の EM に確率ステップを追加したものである．このアルゴリズムは，空のクラ
スを導き，パラメータ推定をかく乱することがある．

CEM: EM アルゴリズムのクラス分類バージョン．オブザベーションをクラスタに割り当

てる目的で，従来の EM にクラス分類ステップを追加したものである．このアルゴリズ
ムは，空のクラスを導き，パラメータ推定をかく乱することがある．

選択基準: クラスタの数を推定する基準を選択する．

BIC: ベイジアン情報量基準．これがデフォルトの基準である．

AIC: 赤池情報量基準．この基準は，成分の数を多く推定する傾向がある．

ICL: 統合完備化尤度（Integrated Complete Likelihood）．この基準は，よく分離された
クラスタを提供するモデルを探索する．通常，選択されるクラスタの数は， BICで得ら
れる数よりも大きくなる．

NEC: 正規化エントロピー基準（Normalized Entropy Criterion）．NEC は，1成分のモデ
ルでは定義されていない．この基準は，モデルのパラメータ化よりも，成分の数の選択

に向いている．

初期化: 推論アルゴリズムを初期化する方法を選択する．

ランダム: オブジェクトが無作為にクラスへ割り当てられる．アルゴリズムの収束までの
繰り返し数で指定された回数だけ，アルゴリズムが実行される．すべての繰り返しでの
最善の推定が保持される．

ショートラン: オブジェクトが無作為にクラスへ割り当てられる．アルゴリズムは，最大

5回で指定された回数だけ実行される．すべての繰り返しでの最善の推定を保持して，ア
ルゴリズムを初期化する．

K-means: k-means アルゴリズムによって，オブジェクトがクラスに割り当てられる．

反復数: 初期化手法が，ランダムまたはショートランの場合，繰り返しの回数を指定する．反

復数: 初期化手法が，ランダム または ショートラン の場合，繰り返しの回数を指定する．

停止条件:

繰り返し: 推論アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが，最大数を超える
と，計算が停止する．デフォルト値: 500.

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの進展で，アルゴリズムが収束したとみなさ
れる最小値を入力する．デフォルト値: 0.00001.

オプションs(2) タブ:

混合モデル: データを適合するために使用したいモデルを選択する．選択基準によってベス
ト・モデルが保持される．
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クラスの数: クラスの最大および最小数を選択する．最小数は1 以上で，最大数はデータ・ポイ
ントの数よりも低くなければならない．デフォルト値は， 2 と 5．

均等比率: 混合比率が等しくなくように強制するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

基準の進展: 選択された基準の進展表を表示するには，このオプションを有効にする．

事後確率: 各クラスタの事後確率の表を表示するには，このオプションを有効にする．

MAPクラス分類: MAPルールによって得られるクラス分類の表を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

チャート タブ:

基準の進展: 選ばれた基準の進展チャートを表示するには，このオプションを有効にする．

MAPクラス分類: MAP ルールによって得られたクラス分類チャートを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

適合モデル: 選択されたモデルを表示するには，このオプションを有効にする．

累積密度関数: 経験および推定cdfの両方を表示するには，このオプションを有効にする．この
チャートは，診断ツールである．2つのcdf が類似しているなら，混合モデルがよく適合してい
る．このチャートは，1次元 の場合にだけ利用可能である．

Q-Q プロット:推定された混合分布に対する経験分布の Q-Q プロットを表示するには，このオ
プションを有効にする．このチャートは，診断ツールである． Q-Q プロットのポイントが，

の線上にほぼ並んでいるなら，2つの分布が類似しているとみなせます．

結果  

記述統計量: この表は，オブジェクトのディスクリプタについて，オブザベーションの数，欠

損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差を表示する．

y = x
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基準の進展:この表は，選択された各モデルの基準の値を表示する．グラフも表示される．

推定パラメータ: 3つの表が表示される：混合比率，各クラスタの平均および分散．

選択されたモデルの特徴: この選択されたモデルのいくつかの特徴を示す (BIC, AIC, ICL, 対数

尤度, NEC, エントロピー, DDL).

事後確率: 各クラスタに属する事後確率が，この表に表示される．

MAPクラス分類: この表は，MAP ルールによるオブザベーションの割り当てを表示する．グラ
フも，このクラス分類を表示する． 修正済みモデル: 適合されたモデルが，このグラフ上に表

される．

累積密度関数: このグラフは，経験 cdf と推定 cdf を比較することができる．

Q-Q プロット: このグラフは，推定された混合分布の四分位に対する経験分布の四分位を表示

することができる．

事例  

ガウス混合モデルのチュートリアルが Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのガウス混合モデル-クラスタリング-チュートリアル?
language=ja
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単変量クラスタリング  
単一の量的変数を用いた記述に基づいて，オブジェクトをk個の均質なクラスに最適にクラスタ
リングするには，単変量クラスタリングを使用する．

style="font-weight:bold; ">この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

単変量クラスタリングは，N 個の1次元の（単変量で記述される）オブザベーションをk 個の均

質なクラスに分ける．

等質度は，ここでは，クラス内分散の合計を用いて測定される．クラスの等質度を最大化する
ために，したがって，我々はクラス内分散の合計を最小化しようとする．

ここで使用するアルゴリズムは，とても速く，W.D. Fisher (1958)が提案した手法を使用する．
この手法は，量的変数を離散順序変数に変えるプロセスと見ることができる．たとえば，カラ
ースケールを作成するマッピング・アプリケーションや，均質なセグメントを作成するマーケ
ティングなど，たくさんのアプリケーションがある．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: P個の記述子で記述されるN 個のオブジェクトからなる表を選択

する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

行重み: 行が重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオプションを有

効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．列ヘッダが選択さ
れた場合，"列ラベル"オプションが有効であることを確認する．

クラスの数: アルゴリズムによって作成されるクラスタの数を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，行ラベル，行重み，列重み）の最初の行

がラベルを含む場合，このオプションを有効にする．

行ラベル: オブザベーション・ラベルが有効な場合，このオプションを有効にする． 対応する
データを選択する．”列ラベル” オプションが有効な場合，選択にヘッダを含める必要がある．
このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルは, XLSTATが自動で生成する
(Obs1, Obs2 …)．

欠損値  タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする． 欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するにはこのオプションを有効

にする．

平均またはM頻値: 平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて，欠損値を推定

するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

セントロイド: クラスのセントロイドの表を表示するには，このオプションを有効にする．
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中心オブジェクト: 各クラスのセントロイドへの最近傍オブジェクトの座標を表示するには，
このオプションを有効にする．

クラスごとの結果: 各クラスの統計量とオブジェクトに関する表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

オブジェクトごとの結果: 各オブジェクトが初期のオブジェクトの順序で割り当てられるクラ
スに関する表を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は，オブジェクトの記述子，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値

の数，平均および標準偏差を表示する．

クラス・セントロイド: この表は，さまざまな記述子についてのクラス・セントロイドを示

す．

クラス・セントロイド間の距離: この表は，さまざま記述子についてのクラス・セントロイド
間のユークリッド距離を示す．

中心オブジェクト: この表は，各クラスのセントロイドへの最近傍オブジェクトの座標を示

す．

中心オブジェクト間の距離: この表は，さまざま記述子についてのクラス中心オブジェクト間

のユークリッド距離を示す．

クラスごとの結果: クラスの記述統計量（オブジェクトの数，重みの合計，クラス内分散，セ
ントロイドへの最小距離，セントロイドへの最大距離，セントロイドへの平均距離）が，表の
最初の部分に表示される．2番目の部分はオブジェクトを示す．

オブジェクトごとの結果: この表は，初期のオブジェクトの順序で各オブジェクトの割り当て
クラスを示す．

事例  

参考文献  

Fisher W.D. (1958). On grouping for maximum homogeneity. Journal of the American Statistical
Association, 53, 789-798.
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データ・モデリング  
分布の適合  
連続または離散の量的データの標本に分布をあてはめるには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

データ標本への分布の適合は，分布のタイプを選んでから，分布のパラメータの推定で，その
標本ができるだけ最も可能性が高いように（最大尤度），少なくとも標本の特定の統計量（標

本の平均，分散）が，できるだけ分布のそれらに近づくにようにする．

分布

XLSTATは，以下の分布を提供する:

Arcsine : この分布の密度関数（Beta type Iの簡素化バージョン）は，次式により与え
られる:

 および  となる．

Bernoulli : この分布（ベルヌーイ分布）の密度関数は，次式により与えられる:

 および  となる．

スイスの数学者 Jacob Bernoulli (1654-1705)にちなんだBernoulli（ベルヌーイ）は，イベント
がそれぞれ と の確率で生起する場合のみ，2値現象を記述することができる．

(a)

f(x) =  (  ) ,  with 0 <
πx

sin(πα)
1 − x

x α−1 α < 1,x ∈ [0, 1]

E(X) = α V (X) = α(1 − α)/2

(p)

P (X = 1) = p,P (X = 0) = 1 − p,  with p ∈ [0, 1]

E(X) = p V (X) = p(1 − p)

p 1 − p
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Beta : この分布（またはBeta typeという）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Beta4 ( ): この分布の密度関数は次式で与えられる:

 およびd  となる．

type I beta分布では， は の範囲の値をとる． beta4分布は， と がどのような値でも取

りうる区間 上にあるような変数変換によって得られる．

Binomial  : この分布（2項分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

は試行の回数で， は成功の確率である．2項分布は，成功の確率が であると仮定した場合

の， 回の試行での成功回数の分布である．

Negative binomial type I : この分布（負の2項分布 type I）の密度関数は次式で与え
られる:

 および  となる，

は成功の回数で， は成功の確率である．負の2項分布type Iは， 回の成功を得る前に必要な
不成功の試行の回数 の分布である．

Negative binomial type II : この分布（負の2項分布 type II）の密度関数は次式で与

えられる:

(a, b)

f(x) =  x (1 −
B(α,β)

1 α−1 x)β−1

 with  α,β > 0,x ∈ [0, 1] and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) = α/(α + β) V (X) = αβ/[(α + β + 1)(α + β) ]2

α,β, c, d

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [c, d]
B(α,β)

1
(d − c)α+β−1

(x − c) (d − x)α−1 β−1

c, d ∈ R and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) =  (α+β)
c+(c−d)α

V (X) =  (α+β+1)(α+β)2
(c−d) αβ2

X [0, 1] c d

[c, d]

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n
x x p) ,  with n,x ∈n−x N,n > 0,x ∈ [0,n], p ∈ [0, 1]

E(X) = np V (X) = np(1 − p)

n p p

n

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n+x−1
x−1 n p) ,  with n,x ∈x N,n > 0, p ∈ [0, 1]

E(X) = n(1 − p)/p V (X) = n(1 − p)/p2

n p n

x

(k, p)
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 および  となる．

負の2項分布type IIは，離散的で高度に非同次の（不均一な）現象を表現するのに用いられる．
k は無限になる傾向があるので，負の2項分布 type II は， を持つポアソン分布に向かう
傾向がある．

: この分布（カイ2乗分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

カイ2乗分布は， 2乗標準正規分布の合計の分布に一致する．これは，仮説の検定によく使わ
れる.

Erlang : この分布（アーラン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

は形状パラメータであり， は率パラメータである．

デンマークの科学者 A. K. アーラン (1878-1929) が電話のトラフィックを研究しているときに
開発したこの分布は，待ち行列問題の研究でより一般的に使用される．

注意: のとき，この分布は指数分布に相当する．2つのパラメータを持つガンマ分布は，
が実数で整数でない場合の アーラン分布の一般化である（ガンマ分布では，尺度パラメータ 

が使用される）．

Exponential : この分布（指数分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

指数分布は，品質管理でのライフタイムを研究するのによく使用される．

Fisher : この分布（F分布）の密度関数は次式で与えられるt:

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!Γ(k)(1 + p)k+x

Γ(k + x)px

N , k, p > 0

E(X) = kp V (X) = kp(p + 1)

λ = kp

Khi (df)2

f(x) =  x e ,  with x >
Γ(df/2)
(1/2)df/2

 −12
df −x/2 0, df ∈ N∗

E(X) = df V (X) = 2df

df

(k,λ)

f(x) = λ x  ,  with x ≥k k−1

(k − 1)!
e−λx

0 and k,λ > 0 and k ∈ N

E(X) = k/λ V (X) = k/λ2

k λ

k = 1
k

β = 1/λ

(λ)

f(x) = λ exp(−λx),  with x > 0 and λ > 0

E(X) = 1/λ V (X) = 1/λ2

(df  , df  )1 2
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 if , および   if  とな
る．

生物学者，遺伝学者で統計学者のRonald Aylmer Fisher (1890-1962)の名前から取ったフィッシ
ャーの分布（F分布）は, 2つのカイ2乗分布の比に一致する．これは，仮説の検定によく使用さ
れる．

Fisher-Tippett : の分布の密度関数は次式で与えられる:

 および となる．ここで  はEuler-Mascheroni定数であ
る．

Fisher-Tippett 分布は，Log-Weibull （ワイブル）または極値分布とも呼ばれ，極限現象の研究

でよく使用される． Gumbel 分布は， で の場合のFisher-Tippett分布の特殊例であ
る．

Gamma : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメータである．

GEV : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一般化極値（GEV：Generalized Extreme Values）分布は， 洪水のモデリングのために水文学

でとてもよく使用される． は通常，-0.6 から 0.6 の間である．

Gumbel: この分布の密度関数は次式で与えられる:

  

f(x) =   1 −  

xB(df  /2, df  /2)1 2

1 (
df  x + df  1 2

df  x1 )
df  /21

(
df  x + df  1 2

df  x1 )
df /22

 with x > 0 and df  , df  ∈ N1 2
∗

E(X) = df  /(df  −2 2 2) df  >2 2 V (X) =  

df  (df  −2) (df  −4)1 2 2 2

2df  (df  +df  −2)2
2

1 2 df  >2 4

(β,μ)

f(x) =  exp −  − exp −  ,  with β >
β

1 (
β

x − μ (
β

x − μ)) 0

E(X) = μ + βγ V (X) = (πβ) /62 γ

β = 1 μ = 0

(k,β,μ)

f(x) = x − μ  ,  with x >( )k−1

β Γ(k)k

e−(x−μ)/β

μ and k,β > 0

E(X) = μ + kβ V (X) = kβ2

k β

(β, k,μ)

f(x) =  1 + k  exp − 1 + k  ,  with  β >
β

1 (
β

x − μ)
−1/k−1

( (
β

x − μ)
−1/k

) 0

E(X) = μ +  Γ(1 +
k

β k) V (X) =  Γ(1 + 2k) − Γ (1 + k)(
k

β)
2
( 2 )

k

f(x) = exp(−x − exp(−x))
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 お よ び   と な る ． こ こ で   は ， Euler-Mascheroni 定 数

(0.5772156649…)．

Emil Julius Gumbel (1891-1966)にちなんだGumbel分布は， で の場合のFisher-
Tippett分布の特殊例である．これは降水，洪水，地震などの極限現象の研究に用いられる．

Logistic : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal2 : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および 

そして:

 および  となる．

この分布は，Lognormal 分布の再パラメータ化にすぎない．

Normal  : この分布（正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Standard normal: この分布（標準正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，  および の場合の正規分布の特殊例である．

E(X) = γ V (X) = π /62 γ

β = 1 μ = 0

(μ, s)

f(x) =  ,  with s >
s(1 + e )−  s

(x−μ)

e−  

s

(x−μ)

0

E(X) = μ V (X) = (πs) /32

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

E(X) = exp(μ + σ /2)2 V (X) = exp(σ ) − 1 exp(2μ +( 2 ) σ )2

(m, s)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

μ = ln(m) − ln(1 + s /m )/22 2 σ =2 ln(1 + s /m )2 2

E(X) = m V (X) = s2

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with σ >
σ  2π

1 −  

2σ2
(x−μ)2

0

E(X) = μ V (X) = σ2

f(x) =  e
 2π

1 −  2
x2

E(X) = 0 V (X) = 1

μ = 0 σ = 1
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Pareto : この分布（パレート分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

イタリアの経済学者 Vilfredo Pareto (1848-1923)にちなんだパレート分布は， Bradford 分布と
しても知られている．この分布は，最初，社会学において，80%の富が母集団の20%のよって
所有されるというパレートの法則により，富の分布を表現するのに用いられた．

PERT : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および   と
なる．

PERT分布は，beta4 分布の特殊例である．これは，その定義区間 [a, b] と最も確からしい値

（最頻値）によって定義される．PERT は， Program Evaluation and Review Technique の頭

文字語で，プロジェクトの管理と計画の手法である．PERT 手法とPERT 分布は，米海軍とロ
ッキード社によって1956年 から 1960年の間に，潜水艦から打ち上げるポラリス・ミサイルを
開発するプロジェクトの中で開発された． PERT 分布は，チームがプロジェクトを終了させる
のにかかりそうな時間をモデルするのに便利である．単純な三角分布は，区間と最も確からし
い値で定義するところが，PERT 分布に似ている．

Poisson : この分布（ポアソン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

ラプラス，ラグランジェ，ルジャンドルの弟子である数学者で天文学者の  Siméon-Denis
Poisson (1781-1840) が発見したポアソン分布は，待ち行列現象の研究によく使用される．

(a, b)

f(x) =  ,  with a, b >
xa+1

aba
0 with x ≥ b

E(X) = ab/(a − 1) V (X) =  (a−1) (a−2)( 2 )
ab

2

(a,m, b)

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [a, b]
B(α,β)

1
(b − a)α+β−1

(x − a) (b − x)α−1 β−1

a, b ∈ R with B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

α =  

b − a

4m + b − 5a

β =  

b − a

5b − a − 4m

E(X) = (b − a)α/(α + β) V (X) = (b − a) αβ/ α + β + 1 α + β)2 (( ) ( 2))

(λ)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!

exp(−λ)λx

N with λ > 0

E(X) = λ V (X) = λ
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Student  : この分布（T分布）の密度関数は次式で与えられる:

 if  および  if  となる．

英国の化学者で統計学者のWilliam Sealy Gosset (1876-1937)は，彼の匿名性を保持するため
に，彼の成果を公開するときに Student というニックネームを使用した（ギネス醸造所は，他

の研究者によって機密情報を追跡される公開を従業員に禁じていた）．Studentの分布は， 
変数 ，標準正規変数の平均の分布である． のとき，Studentの分布は，期待値も分散

も持たない特殊性のあるCauchy 分布となる．

Trapezoidal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，2つの極値( と )の間の値をとるが，その区間内の2つの値( と )の間の値をとる
ことがより確からしいことがわかっている現象を表現するのに便利である．

Triangular : この分布（三角分布)の密度関数は次式で与えられる:

 および   とな
る．

(df)

f(x) = (1 +
 Γ(df/2)πdf

Γ((df + 1/2))
x /df) ,  with df >2 −(df+1)/2 0

E(X) = 0 df > 1 V (X) = df/(df − 2) df > 2

df

df = 1

(a, b, c, d)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a, b](d+c−b−a)(b−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [b, c](d+c−b−a)
2

f(x) =  , x ∈ [c, d](d+c−b−a)(d−c)
2(d−x)

f(x) = 0, x < a, x > d

with a < b < c < d

E(X) =  3(d+c−b−a)
d +c −b −a +cd−ab

2 2 2 2
V (X) =  −6(d+c−b−a)

(c+d)(c +d )−(a+b)(a +b )2 2 2 2

E (X)2

a d b c

(a,m, b)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a,m](b−a)(m−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [m, b](b−a)(b−m)
2(b−x)

f(x) = 0, x < a, x < b

with a < m < b

E(X) = (a + m + b)/3 V (X) = (a +2 m +2 b −2 ab − am − bm)/18
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TriangularQ : この分布の密度関数は，三角分布の再パラメータ化であ
る．最初のステップは，パーセンテージ および が一致する および 分位数から，
三角分布の および  パラメータの推定を必要とする．これを行なったら，三角分布関数

を用いて，分布関数を計算することができる．

Uniform : この分布（一様分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一様 (0,1) 分布は，シミュレーションでよく用いられる．すべての分布の累積分布関数は，0 と
1の間であるのであるべての分布で，逆の計算をするための無作為標本をとるのに使用される
．

Uniform discrete : この分布（離散一様分布） の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

離散一様分布は，一様分布が整数に制限されている場合に対応する．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

は， Weibull 分布の形状パラメータである．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる.

は，分布の形状パラメータで，  は尺度パラメータである． のとき，Weibull分布は，
パラメータ を持つ指数分布となる．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

(q  ,m, q  , p  , p  )1 2 1 2

p1 p2 q1 q2
a b

(a, b)

f(x) =  ,  with b >
b − a

1
a with x ∈ [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = (b − a) /122

(a, b)

P [X = x] =  ,  with (a, b,x) ∈
b − a + 1

1
N ,x ∈3 [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = [(b − a + 1) −2 1]/12

(β)

f(x) = βx exp(−x ),  with x >β−1 β 0 with β > 0

E(X) = Γ(  +β
1 1) V (X) = Γ(  +β

2 1) − Γ (  +2
β
1 1)

β

(β, γ)

f(x) =  (  ) e ,  with x >
γ

β

γ

x β−1 −(  )γ
x β

0,  with β, γ > 0

E(X) = γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β β = 1
1/γ

(β, γ,μ)

f(x) =   e ,  with x >
γ
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(

γ

x − μ
)

β−1
−  ( γ

x−μ )β

μ,  with β, γ > 0
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 および  となる．

Tスウェーデンの Ernst Hjalmar Waloddi Weibull (1887-1979)にちなんだWeibull分布は，品質管

理と生存時間分析にとてもよく使用される．  は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメ
ータである． で のとき，Weibull 分布は，パラメータ を持つ指数分布とな
る．

フィッティング法

XLSTATは2つのフィッティング法を提供する:

モーメント： この単純な手法は，分布を決定するパラメータの関数として分布のモーメントの
定義をしようする．ほとんどの分布では，平均と分散の使用が有効である．しかしながら，特

定の分布では. 平均で十分（たとえば，ポアソン分布）であったり，あるいは，非対称係数が
必要な場合（たとえば，Weibullの分布）がある．

尤度: 標本の尤度を最大化することによって，分布のパラメータを推定する．やや複雑なこの
手法は，すべての分布において厳密さの利点があり，パラメータの推定量について得られるべ
き標準偏差の近似を可能にする．最尤法は，負の2項type II分布，Fisher-Tippett分布， GEV 分
布，Weibull 分布に提供される．

特定の分布では，モーメント法が最尤法と正確に同じ結果になる．これはとくに正規分布では
真である．

適合度検定

選ばれた分布のパラメータが推定されると，標本を通して観察される現象が問題の分布に従っ
ているかを確認するために，仮説が検定されなければならない．XLSTAT は，2つの適合度検定

を提供する．

**カイ2乗適合度検定**は，（推定されたパラメータで決定される）理論分布のヒストグラムと
標本の経験分布のヒストグラムの間の（カイ2乗の）距離を用いたパラメトリック検定であ
る．ヒストグラムは，ユーザーが選ぶk個の区間を用いて計算される． 漸進的に計算された統

計量が，自由度 (n-k) を持つカイ2乗分布に従うことが示される．ここで，n は，標本中のオブ
ザベーションの数である．この検定は，離散分布に良く，各クラスでの期待度数が5より少な
くないことを確認することを推奨する．

1つのクラスが他よりカイ2乗に寄与しているデータに対しては，カイ2乗検定が悪い分布の適

合を導くことがあり得る．この場合，その結論が問題のクラスのみに起因しているのか，それ
とも本当は正しくない適合なのかを確認するために，問題のクラスと隣のクラスの連合を使用

する．

**Kolmogorov-Smirnov適合度検定**は，理論分布関数（そのパラメータの既知の値によって完

全に決定される）と標本の経験分布関数の間の最大距離に基づく正確なノン・パラメトリック
検定である．この検定は，連続分布にのみ使用できる．

パラメータ推定が適合度検定に先行している場合，パラメータは，データにできる限り近い理

論分布をもたらそうとすることで推定されているので，Kolmogorov-Smirnov 検定は正確では

E(X) = μ + γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β γ

β = 1 μ = 0 1/γ
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ない．これで適合度の仮説を確認すると，Kolmogorov-Smirnov検定は楽観的であるというリス
クがある．

使用される分布が正規分布である場合では，Lilliefors および Stephens （正規性の検定を参

照）が，検定される標本でパラメータが推定できる修正Kolmogorov-Smirnov 検定を提案し
た． ＊＊

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: 適合度検定を計算するデータを選択する．同時に複数の標本で実行したい場合は，複

数の列（列モード）または行（行モード）を選択できる．

分布: フィッティングや適合度検定に使用する確率分布を選ぶ．提供されている分布に関する
詳細情報は， 解説の節を参照する．自動 オプションは， XLSTAT に（Kolmogorov-Smirnov検
定を用いて決定される）ベストフィットする分布を識別させることができる．

パラメータ: 分布のパラメータを**入力**するか，それらを**推定**するかを選べます．パラメ
ータを入力することを選んだら，それらの値を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．



データ・モデリング  307 分布の適合  

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

標本ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）に標本ｒ

ベルがある場合は，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

標準化重み: このオプションを有効にすると，重みは，その合計がオブザベーションの数

に等しくなるように標準化される．

オプション タブ:

検定: 適合度検定の種類を選ぶ（検定についての詳細は解説 の節を参照）．

Kolmogorov-Smirnov: コルモゴロフ-スミノフ 検定を実行するには，このオプションを
有効にする．

カイ2乗: カイ2乗検定を実行するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 上記の検定の有意水準を入力する．

推定手法: 選んだ分布のパラメータを推定する手法を選ぶ（推定法の詳細については，解説の
節を参照）．

モーメント: モーメント法を使用するには，このオプションを有効にする．

M大尤度: 最尤法を使用するには，このオプションを有効にする．そして，アルゴリズム
が収束したとみなされる収束限界を変更する．デフォルト値： 0.00001．

区間: カイ2乗分布の場合，または選んだ分布の密度と標本のヒストグラムを比較したい場合

は，以下のオプションの1つを選ぶ：

数: 作成する区間の数を入力するには，このオプションを選ぶ．

幅: 区間の固定幅を定義するには，このオプションを選ぶ．

ユーザー定義: 最初の区間の下限とすべての区間の上限を昇順で含む列を選択する．

M小: 最初の区間の下限の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，
系列の最小値以下でなければならない．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．
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平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

については，密度関数が表示される．

バー: 各区間のバーでヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

連続線: 連続線でヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

累積ヒストグラム: 標本の計算されたヒストグラムを表示するには，このオプションを有効に
する．理論分布については分布関数が表示される．

ヒストグラムに基づく: ヒストグラムと同じ区間定義に基づく累積ヒストグラムを表示す
るには，このオプションを選ぶ．

経験累積分布: 標本の実際の経験累積分布に対応する累積ヒストグラムを表示するには，
このオプションを選ぶ．

結果  

***要約統計**: この表は，選択された表について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差を表示する．

推定パラメータ: この表は分布のパラメータを表示する．

入力データで推定された統計量と分布の推定パラメータを用いて計算された統計量: この表

は，平均，分散，歪度係数，尖度係数を標本から計算されたのと，分布のパラメータ値から計

算されたので比較するために使用する．

Kolmogorov-Smirnov検定: 対応するオプションが有効にされた場合，Kolmogorov-Smirnov検
定の結果が表示される．

カイ2乗検定: 対応するオプションが有効にされた場合，カイ2乗検定の結果が表示される．

観察された度数と理論度数の比較: この表は，カイ2乗検定がリクエストされると表示される．

区間についての記述統計: この表はヒストグラムがリクエストされると表示される．これは各

区間について，度数，相対度数を標本と選んだ分布の密度とともに示す．

事例  
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分布のあてはめについてのチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/histograms-and-distribution-fitting-tutorial-in-excel?language=ja
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線形回帰  
説明または予測のために線形の単回帰または重回帰モデルを作成するには，このツールを使用

する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

線形回帰は，疑いなく最もよく使われる統計手法である．通常，単回帰（1つの説明変数のみ
による）と重回帰（複数の説明変数）は区別されるが，全体的なコンセプトと計算方法は同一

である．

線形回帰の原理は， 個の量的説明変数 の線形結合によって，量的従属変数Y
をモデルすることである．決定論的モデル（ランダム性を考慮に入れない）は，オブザベーシ
ョンi について次式で書ける：

ここで はオブザベーション i について観察された従属変数の値， はオブザベーションi に
ついて変数j が取る値， はモデルの誤差である．

これ以上の統計的枠組みや仮説は，このモデルのフィッテングには不要である．さらに，最小

2乗法（2乗誤差 の合計が最小化される）は，正確な分析解を提供する．ただし，仮説の検定

を可能にしたり，モデル中のさまざまな説明変数の説明力を測定したりするために，統計的枠

組みが必要である．

線形回帰の仮説は，次のことである： 誤差 は，同じ正規分布 に従い，かつ独立であ
る．

追加されたこの仮説によるモデルの定義は，線形回帰モデルの枠組み内で， を 平均 および
分散 による確率変数の式として書ける．ここで，

係数とそれらの共分散行列の計算は次式で与えられる:

p X  ,X  , … ,X  1 2 p

y  =i β  +0  β  x  +
j=1

∑
p

j ij ϵ  i (1)

y  i x  ij

ϵ  i

ϵ  i
2

e  i N(0, s)

y  i μ  i

s2

μ  =i β  +0 β  x  

j=1

∑
p

j ij (2)

β
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および

提案されたさまざまな検定を線形回帰で使用するには，基礎となる仮説が正しく検証されたこ
とをレトロスペクティブに（過去に遡って）確認することを推奨する．残差の正規性は，正規

性の検定を用いていくつかのグラフを分析して確認することができる．残差の独立性は，いく
つかのグラフを分析するかDurbin-Watson 検定を用いて確認することができる．

不均一分散と自己相関の補正

誤差項の分散が独立で等しく分布し，かつ正規分布すると仮定する線形回帰において，誤差項

の等分散性と独立が重要な仮説である．これらの仮定を保持することが不可能な場合（時系列

メニューにあるDurbin Watsonまたは White 検定がこれらの仮説を変更することを可能にす
る），結果は共分散行列が古典的な式を用いて計算できず，線形モデルの 係数に対応するパ
ラメータの分散もそれらの信頼区間も間違っているかもしれない．予測変数が反対であるにも
かかわらず，有意（またはそれぞれ否）と言える．XLSTAT は，不均一分散と事項相関を補正

することができる．時系列ではとくにこれが起きやすい．

不均一分散の懸念については，White (1980)とそれに続く複数の著者が，線形回帰の計算から
得られる残差と てこ比（leverage）を用いて共分散の古典的な計算を補正する方法を探索した
（MacKinnon (1985) および Zeileis (2006) のレビューを参照）．古典的な線形回帰の仮定が保

持されない場合，係数の計算は変更されないが，ベータ・パラメータの共分散行列の単純化(式
4を見よ)は成り立たず，一般式に戻さなければならない :

次式が成り立つとき，式 (5) は式 (4) に相当する:

をWの対角成分とする． のさまざまな  不均一分散一致（HC: heteroscedasticity
consistent）推定量が次式で与えられる:

ここで は残差で， はi番目のオブザベーションの中心化てこ比で， は予測変数の数であ
る．

 =β̂ (X X) X Yt −1 t (3)

V ar(  ) = (X X)β̂ σ̂2 t −1 (4)

β

V ar(β) = (X X) (X ΩX)(X X)t −1 t t −1 (5)

Ω = Iσ̂2 (6)

ω  i ω  i

  

HC0 :

HC1 :

HC2 :

HC3 :

HC4 :

 ω  =  i e  î
2

 ω  =   i e  î
2

(n − p − 1)
n

 ω  =  i (1 − h  )i

 e  î
2

 ω  =  i (1 − h  )i 2

 e  î
2

 ω  =   with δ  = min(4,h  / )i (1 − h  )i δ  i

 e  î
2

i i h̄

 e  î h  i p
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Newey および West (1987) が自己相関と不均一分散の両方を補正する計算を提案したが，ユー
ザーからはlagが知られている（XLSTATでは時系列の記述分析またはARIMA関数がそれのため
に使用できる)． lag=0 (事項相関なし)では，次式が成り立つ:

ここで は，i番目のオブザベーションの予測変数のベクトル（モデルの切片で1 を含む)であ
る． lag m (m>0)では，次式が成り立つ:

Newey West 推定量の非調整版は，  調整係数なしの式に等しい．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

X ΩX =t X Ω  X =t
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量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数が選択された場合，XLSTATは，各変

数について別々に計算を実行する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有

効であることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: 量的説明変数をExcel ワークシート内で選択する．選択されるデータは，数値タイプ
でなければならない．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であるこ
とを確認する．

質的変数: ANCOVA分析を実行するには，このオプションを有効にする．そして，質的説明変

数（因子）をExcel ワークシート内で選択する．選択されるデータはどのようなタイプでも構

いませんが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選択された場

合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションを有効にしている場

合，ヘッダを選択に含める必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATがオブザ
ベーション・ラベルを自動で生成する(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1になる．重みは 0 以上でなけれ
ばならない． 2 の重みは，同じオブザベーションを2回繰り返すことに相当する．列ヘッダが
選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

回帰重み: 重みつき最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは1 とみなされる．重みは0 以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

モデル サブタブ:

固定定数: 回帰モデルの定数（切片）を固定するには，このオプションを有効にして，値を入

力する（デフォルトは0 ）．

許容度: 値が一定であるか，すでにモデルに使用されている他の変数と相関しすぎている変数

を考慮に入れるモデルを避けるには，このオプションを有効にする．（デフォルトは0.0001
）．
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交互作用/水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大相互作用

水準（1 から 4の値）を入力する．

信頼区間 (%): さまざまな検定で使用したり，パラメータと予測値のまわりの信頼区間を計算す
るための信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値: 95.

モデル選択: 提供される4つの選択手法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効にす
る：

ベスト・モデル: この手法は，すべてのモデルの中から最良のモデルを選ぶことがで
き，"最小変数" から"最大変数"までの変数の数を取り扱うことができる．さらに，最良モ
デルを決定するための複数の"基準"を選ぶことができる．

基準: 次の中から基準を選ぶ： 修正済み R²，平均2乗誤差(MSE)， Mallows Cp，赤

池のAIC，SchwarzのSBC，雨宮の PC.

M小変数: モデルに使用する変数の最小数を入力する．

M大変数: モデルに使用する変数の最大数を入力する．

注意: この手法は，探索されるモデルの数が，"最小変数" から"最大変数"の間の値をとるkにつ
いてのCn,kの合計であるので，計算時間が長くなるかもしれない．ここで，Cn,k はn!/[(n-k)!k !]
に等しくなる．"最大変数" の値を少しずつ増加することを推奨する．

ステップワイズ: 選択プロセスは，モデルへの最大寄与度を持つ変数を追加して開始する
（使用される基準はスチューデントのt統計量）．第2の変数が，そのtに関連する確率

が"投入の確率"より低い場合，それはモデルに追加される．第3の変数が追加されると，
モデル中の各変数の除去の影響が評価される（ここでもt 統計量を使用）．確率が"除去
の確率"より大きい場合，その変数は除去される．この手順は，それ以上追加したり除去

する変数がなくなるまで続けられる．

フォワード: この手順は，変数が追加されるのみで除去されないことを除いては，ステッ
プワイズ選択と同じである．

バックワード: この手順は，すべての変数を一度に追加して開始する．そして，ステップ
ワイズ選択で使用される手順に従って，変数が除去される．

共分散 サブタブ:

このタブでは，不均一分散と自己相関の補正の適用を選ぶことができる．計算の詳細は 解説
を参照．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にす
る．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションをどのように得るかを定義するには，以下のオプ
ションの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される． “オブザベーションの数” N を指定す
る．
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M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選択すると，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は検証に使用するオブザベーションを意味する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されていることを
確かめる必要がある：選択での順番で同じ変数．一方，変数ラベルは選択されてはならない：
以下にあげられた選択の最初の行は，データに対応しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行は，変数ラ
ベルを含んではならない．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行は，変数ラ
ベルを含んではならない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合は， XLSTAT が自動で
オブザベーション・ラベルを生成する(PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

各Yを別々にチェック: 興味のあるY が欠損値を持つ場合のみ，選択の Y (従属) 変数に欠

損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有効にする．

すべてのYで: 興味のあるY が欠損値を持たない場合でも，Y (従属) 変数に欠損値を持つ
オブザベーションを除去するには，このオプションを有効にする．

欠損データを無視: 欠損データを無視するには，このオプションを有効にする．従属変数に欠

損データが存在する場合，対応するオブザベーションが予測される．説明変数に欠損データが
存在する場合，対応するオブザベーションがペアワイズ除去による相関係数行列を計算するの
に使用される．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数に平均（量的変数）または最頻値（質的変数）で欠損値

を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．
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出力 タブ:

一般 サブ・タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 量的変数の（従属変数または説明変数）の相関行列を表示するには，このオプションを
有効にする．

多重共線性統計: すべての説明変数で多重共線性統計を表示するには，このオプションを有効

にする．

分散分析: 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type I/III SS: Type I および Type III 平方和の表を表示するには，このオプションを有効にす
る．

Press: Press（予測残差平方和）統計を計算して表示するには，このオプションを有効にす
る．

解釈: 回帰の結果の自動の解釈を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションについて予測値と残差を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

X: 予測値と残差の表に説明変数を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 予測に関する信頼区間を計算して表示するには，このオプションを有効にす
る．

調整済み予測: 予測値と残差の表に修正された予測値を計算して表示するには，このオプ
ションを有効にする．

影響度診断: 各オブザベーションの影響度統計を格納する表を計算して表示するには，こ
のオプションを有効にする．

対比 サブ・タブ:

対比を計算: 対比（contrasts）を計算するには，このオプションを有効にして，対比ごとに1
列，モデルの各係数ごとに1行からなる対比の表を選択する．

仮定の検定 サブ・タブ:

出力/一般タブで**予測値と残差**がリクエストされた場合のみ，このオプションが有効であ
る．

正規性検定: 残差でShapiro-Wilk検定を実行するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:
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回帰グラフ: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

予測値と残差: 以下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 回帰の線: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合のみ表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場

合のみ表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) から (4) に信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示します． オ
ブザベーションの数，欠損値，非欠損値の数，平均，分散（不偏）が，従属変数(緑)と量的説

明変数について表示されます．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それ
ぞれの度数とともに表示されます．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示されま
す．

変数選択の要約: 選択手法を選ばれた場合，XLSTATは選択の要約を表示します．ステップワイ
ズ選択については，個々のステップに対応する統計量が表示されます． p から q の値をとる変

数の数についてのベスト・モデルが選択された場合，各数または変数についてのベスト・モデ
ルが，対応する統計量とともに表示され，選ばれた基準についてのベスト・モデルが太字で表

示されます．

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示されます：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で，  はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選択したモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から1の間のこの係数は，モデルの定数がユーザーによっ
て固定されていない場合のみ表示される．その値は，次式で定義される：
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は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，良いモデルである． の問題は，モデルを適合するために使用している変数の数を考慮に
入れていないことである．

調整済み R²: モデルの調整済み決定係数．調整済み は， がゼロに近い場合，負数に
なることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されていない場合

のみ計算される．その値は次式によって定義される：

調整済み R² は，モデルに使用した変数の数を考慮に入れて，R² を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 平均2乗誤差平方根 (RMSE) は MSEの平方根．.

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は次数（order） 1の自己相関係数で，モデルの残差が自己相関していないことを確認

するために使用する．残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを仮定している．
ユーザーは，残差の独立性仮説が採択できることを確認するために， Durbin-Watson統計量の
表を参照できる．

Cp: MallowsのCp係数は，次式で定義される：

ここで SSE は p個の説明変数によるモデルの誤差の平方和で，  はすべての説明変数からなる
モデルの残差の分散の推定．Cp 係数が p*に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：
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赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC 基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．

Press: Press（予測残差平方和）の統計量は，対応するオプションがダイアログ・ボック
スで有効にされた場合のみ表示される．これは次式で定義される：

ここで，  は，オブザベーションi がパラメータ推定に使用されていない場合，そのオブ
ザベーションの予測値である．そして，次式が得られる：

そして，Press RMSE がRMSEと比較できる．この2つの差が大きいと，そのモデルが，モデル
中の特定のオブザベーションの有無に敏感であることを示す．

Q²: 交差検証 R²としても知られるこの統計量は，ダイアログボックスでPress オプション
が有効にされた場合のみに表示される．次式で定義される：

これは，対応するオブザベーションがモデル中に存在せず，予測値が計算されたときに，説明

変数によって説明された合計分散の比率を示し． Q² と R² の差が大きいのは，モデル中にある
オブザベーションが存在するかしないかにモデルが敏感であることを示す．
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2

  ŷi(−i)

 Press RMSE =   

W − p∗

Press

Q =2 1 −  

 (y  −  )∑i=1
n

i y 2

 Press 
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分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設定さ
れていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数のみ
を含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場合，従

属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効になっている場合は，対応する表が表示される．

Type I SS（平方和）値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，または
FisherのFに関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視

化するのに使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのそ
の変数の寄与度がより高い．Type I 表での平方和は，常にモデル平方和とつじつまが合う．注

意：モデル中での変数が選択される順序が，得られる値に影響する．

Type II SS（平方和）値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，または
FisherのFに関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持さ
れ，それらの効果が存在する（交互作用）と期待されるモデル（交互作用がモデルに含まれる
場合，その変数に依存する交互作用も削除される）の適合に持つ影響を可視化するのに使用す
る．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄与度が
より高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影

響しない．

Type III SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持されて，効果

の存在（交互作用）が期待されるモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が
低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．
注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．
交互作用がないか，または計画がバランスしている場合，Type II とType IIIは同一である．

モデルのパラメータ の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する確

率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読んだり再利用するのを簡単にするために，**モデルの式**が表示される．

標準化係数 （ベータ係数）の表は，変数の相対重みを比較するのに使用する．係数の絶対値が
大きいほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値0（これは標

準化係数のグラフで簡単に見られる）の場合，モデル中の変数の重みは有意でない．

予測値と残差 の表は，各オブザベーションについて，その重み，従属変数の観察値，モデルの
予測値，残差，ダイアログ・ボックスで対応するオプションが有効になっている場合は，調整

済み予測値とともに信頼区間が示される．2種類の信頼区間が表示される：平均の信頼区間

（説明変数の任意の値の集合を持つ無限数のオブザベーションで予測がなされた場合に対応す
る）と単独の予測値（説明変数の任意の値についての単独の予測値の場合に対応する）．2番
目の区間は常に1番目よりも大きく，ランダムな値がより大きい．検証データが選択された場

合，それらが表の最後に表示される．

上記の結果を示す**チャート**が続く． モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．
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次に**3つのチャート** が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

**影響度診断**の表は，各オブザベーションについて，その重み，対応する残差，（

で割った）標準化残差，スチューデント化残差，削除後残差，削除後スチューデント残差，中

心化てこ比，マハラノビス距離，CookのD，CovRatio(共分散比），DFFit，標準化DFFit，
DFBetas（モデル係数ごとに1個）および標準化DFBetasを示す．

そして，**4つのチャート**が表示されて，予測または特別な調査を必要とする係数に影響を与

えるオブザベーションを簡単に識別できる．

**正規性検定**がリクエストされた場合，対応する結果が表示される．

**新しいオブザベーションでの予測値**を計算するために使用するデータを選択した場合，対

応する表が次に表示される．

事例  

線形単回帰のチュートリアルが Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの線形単回帰チュートリアル?language=ja

線形重回帰のチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの線形重回帰チュートリアル?language=ja
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ANOVA  
1つまたは複数の釣り合いまたは非釣り合い因子の分散分析（ANOVA : ANalysis Of VAriance）
を実行するには，このモデルを使用します． 高度なオプションは，モデル上の制約条件を選ん
だり，因子間の交互作用を考慮に入れたりすることができます．多重比較検定が計算できま
す．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

分散分析（ANOVA ：Analysis of Variance ）は，線形回帰と同じ概念的枠組みを用いている．
主な違いは，説明変数の性質による：量的ではなく，ここでは，それらは質的である．ANOVA
では，説明変数はしばしば因子と呼ばれる．

が因子の数であるとすると，ANOVA モデルは次式のように書ける：

ここで は，オブザベーションiでの従属変数の観察された値，k(i,j) は，オブザベーションi で
の因子jのカテゴリのインデックス，そして は，モデルの誤差である．

ANOVAで使用される仮説は，線形回帰で使用されるそれと同じである：誤差  が，同じ正規

分布  に従い，かつ独立である．

この追加された仮説によるモデルの定義は，線形回帰モデルの枠組みの中で，  は 平均 と
分散 を持つ確率変数の式であると書ける．ここで，

係数およびそれらの共分散行列は，次式で与えられる:

および

p

y  =i β  +0  β  +
j=1

∑
p

k(i,j),j ϵ  i (1)

y  i

ϵ  i

ϵ  i

N(0, s)

y  i μ  i

s2

μ  =i β  +0  β  

j=1

∑
p

k(i,j),j (2)

β

 =β̂ (X X) X Yt −1 t (3)
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提案されているさまざまな検定をANOVAの結果で使用するために，基礎となる仮説が正しく検

証されていることを遡及的に確認することをお勧めします。特定のグラフを分析して，正規性

検定を用いて，または，さまざまなグループの分散が均質であるならLeveneの検定を実行し
て，残差の正規性を確認できる．残差の独立性は，いくつかのグラフを分析して，または，
Durbin Watson 検定を用いて確認できる．

データ選択

通常，XLSTATでANOVAを実行するには，単一の列に各変数を入れる必要がある．

3個までの因子（説明変数）がある場合，XLSTATでは2とおりの方法でデータを選択できる:

各変数（従属および因子）で単一の値の列を選択．

行が1個の因子によりデータをカテゴライズし，列がその他の因子（1または2変数）によ
りデータをカテゴライズする表を選択．この場合，欠損値は不可能である．したがっ
て，それらは削除されなければならない．

不均一分散と自己相関の補正

誤差項の分散が独立で，等しく分布し，正規分布していると仮定されている線形回帰および
ANOVAでは，誤差項の等分散性と独立が重要な仮説である．これらの仮定が保持できない場合

（時系列メニューにあるDurbin Watson または White 検定がこれらの仮説に挑戦できる），結

果として、共分散行列は古典的な式を使用して推定できず、線形モデルの係数に対応するパラ
メーターの分散も，それらの信頼区間も間違っている可能性がある．予測変数は，その反対で
ありながら，有意である（またはそれぞれ有意でない）と言える．XLSTAT は，とくに時系列

で発生しうる不均一分散と自己相関を補正することができる．

不均一分散については、White (1980)に続いて、線形回帰計算から得られる残差と中心化てこ
比を用いて、共分散の古典的な推定値を補正する方法を何人かの著者が模索してきた（レビュ
ーのために、MacKinnon (1985)とZeileis (2006)を参照）。古典的な線形回帰の仮定が保持され
ない場合， 係数の推定値は変わらないが、 パラメータの共分散行列(式3参照)は簡略化して書

くことができないので、一般的な式に戻さなければならない:

式 (5) は，次式が成り立つ場合，式 (4) に相当する．

をWの直交要素とする．  でのさまざまな不均一分散係数（HC : heteroscedasticity
coefficients)の推定量は次式で与えられる：

V ar(  ) = (X X)β̂ σ̂2 t −1 (4)

β

V ar(β) = (X X) (X ΩX)(X X)t −1 t t −1 (5)

Ω = Iσ̂2 (6)

ω  i ω  i
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ここで，  は残差で，  は 番目のオブザベーションでの中心化てこ比で，  は予測変数の数

である．

Newey と West (1987) が自己相関と不均一分散の両方を補正する推定量を提案しているが，ユ
ーザーは遅延を知っていなければならない（時系列の記述分析またはXLSTATのARIMA関数

が，それのために使用される）．lag=0 (自己相関なし)では，次式が得られる:

ここで  はi番目のオブザベーションでの予測変数のベクトル (モデルの切片での a 1 を含

む)．lag m (m>0)では，次式が得られる:

Newey West推定量の無調整バージョンは，  調整係数なしと一致する．

交互作用

交互作用は，少なくとも測定された2つの因子の間の交互作用を反映する人工的な因子（測定

されていない）を意味する．たとえば，植物の手入れをしていて，2つの異なる光の強度でテ
ストが実行されるとするなら，2つの因子間の可能性のある交互作用を同定するために使用で
きる交互作用因子treatment*lightをモデルに含めることができる．2つの因子の間に交互作用が
ある場合，我々は光が強く，手入れがタイプ2であるときの植物で有意に大きな効果を観察す
るであろう．一方，弱い光で手入れ2と強い光で手入れ1 の組み合わせでは，効果が平均的であ
る．

線形回帰と平行にするために，ここで得られている交互作用は2つの変数間の単純な乗算であ
るにすぎないが，交互作用は連続の説明値の間の積に相当する．ただし，因子Aと因子Bとの間

の交互作用を表現する表記法は，A*Bである．

モデル中で使用する交互作用は， XLSTATで簡単に定義できる．

入れ子効果

  

HC0 :

HC1 :

HC2 :

HC3 :

HC4 :

ω  =  i e  î
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2
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1つの因子のすべての水準と他の因子のすべての水準を交差することを制約が阻む場合，入れ
子因子を使用できる．1つの因子のすべての水準よりも他の因子の各水準内で少なく発生する
場合，入れ子効果を持つという．これの例として，さまざまな機械とさまざまなオペレータの
効果をいくつかの出力特性で調査したいが，機械を動かすオペレータの変更ができない場合が
考えられる．この場合，各オペレータは各機械と交差せず，1つの機械のみを動かす． XLSTAT
は，入れ子因子を発見する自動機構を持ち，1つの入れ子因子をモデルに含めることができ
る．

釣り合い型および非釣り合い型ANOVA

すべての因子（および，もしあれば交互作用で）各カテゴリ内のオブザベーションの数が等し
い場合，釣り合い型ANOVAと呼ぶ．それが真でなければ，ANOVAは非釣り合いであるとい
う． XLSTAT は両方の場合を取り扱える．

変量効果

ランダムな因子をANOVAに含めることができる．いくつかの因子がランダムであると想定され
る場合，XLSTATは期待平均2乗の表を表示する．

制限付きanova

制限付きモデルの仮定は，固定因子とランダム因子の間に交互作用があり，固定因子の各イン
デックスにわたる交互作用項内の変量効果の合計がゼロであると仮定した場合に発生する．一

言で言えば，固定因子の水準に対する交互作用効果の合計はゼロである．

制約

計算の際，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全分離表である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す：  個のカテゴリがある場合，副行列の階は  ではなく である．これは，副行列の1
つの列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後でしようとしている解釈

によって複数の戦略がある:

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ1の従属変数の平均に等し
くなる．

2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループg の従属変数の平均に等し
くなる．

3) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．この選択は，ANOVAがバランスしている
とき，モデルの定数を従属変数の平均に等しくなるように強制する．

4) Sum (ni.ai) = 0: パラメータの重みつき合計をヌル値にする．この選択は，ANOVAがアンバ
ランスであるときでも，モデルの定数を従属変数の平均に等しくなるように強制する．

注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やType III平方和を除くさまざまな適

合度統計には影響しない．

多重比較検定

g g g − 1



データ・モデリング  327 ANOVA  

ANOVAの主な応用の1つは，ある因子のさまざまなカテゴリのパラメータが，有意に異なるか
否かを確認することを目的とする多重比較検定である．たとえば，植物に4つの手入れが適用

される場合，我々は，手入れが有意な効果を持つかだけではなく，手入れが異なる効果を持つ
かも知りたい．

カテゴリの平均を比較するために，たくさんの検定が提案されてきた．これらの検定のほとん
どは，標本が正規分布していることを仮定する．XLSTAT は，下記に含まれる主要な検定を提

供する：

TukeyのHSD検定: この検定が最もよく使用される (HSD: Honestly Significant Difference
)．

FisherのLSD検定: これは，さまざまなカテゴリでの平均がすべて等しいという仮説を検

定するStudentの検定である(LSD: Least Significant Difference )．

Bonferroniのt*検定t: この検定は，Studentの検定から派生したもので，複数の比較が同

時に行われることを考慮に入れているので信頼できない．したがって，検定の有意水準

は次式のように修正される:

ここで g は，カテゴリが比較されている因子のカテゴリの数である．

Dunn-Sidakの検定: この検定は，Bonferroniの検定から派生している．これはいくつかの
状況でより信頼できる．

以下の検定は，結果が各カテゴリについて検定される残りの組み合わせの数による繰り返し手

順に基づいているので，より複雑である．

Newman-Keuls'の検定 (SNK): この検定は，Studentの検定から派生していて（SNK:
Student Newman-Keuls），あまり信頼できないのだが，とてもよく使用される．

Duncanの検定: この検定はあまり使用されない．

REGWQ 検定: この検定は，ほとんどの状況で最も信頼できるものの1つである (REGW:
Ryan-Einot-Gabriel-Welsch).

もう1つのアプローチが Benjamini-Hochberg オプションによって可能:偽発見率(FDR : False
Discovery Rate) をコントロールするには，このオプションを使用する．このp値罰則手順は，
あまりコンサバティブ（厳格）ではない．

Games-Howell (GH) 検定は，分散が等質性を欠いている場合の1元配置ANOVAで使用でき
る．標本サイズが等しくなくても使用できるが，最小の標本が5要素以上で使用することを推

α =′
 

g(g − 1)/2
α

α =′ 1 − (1 − α)2/[g(g−1)]
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奨する．それ以外はリベラル（ゆる）すぎる．**TamhaneのT2**検定は，よりコンサバティブ
であるが，GH検定のようには強力でない．

上記の検定はすべて，カテゴリのすべての対の間で比較することができ，MCA 検定ファミリ
（Multiple Comparisons of All, または All-Pairwise Comparisons）に属する．

その他の検定は，すべてのカテゴリとコントロール・カテゴリの間で比較がなされる． これら
の検定は，MCB 検定（ Multiple Comparisons with the Best,または  Comparisons with a
control）と呼ばれる．XLSTAT は，最もよく使用される  Dunnett 検定を提供する．3つの
Dunnett 検定がある：

両側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説が2つのカテゴリの平均が異なることを仮定する．

左側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説がコントロール・カテゴリの平均が，検定されるカテゴリの平均よりも
低いことを仮定する．

右側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説がコントロール・カテゴリの平均が，検定されるカテゴリの平均よりも
高いことを仮定する．

一元配置ANOVAでの平均比較のロバスト検定

分散分析では，分散が等しいと仮定できないことがあり得る．この場合，ANOVA の F 検定を
使用するには，十分にロバストでない．XLSTAT は，従来のF 検定よりもロバストなF 分布に
基づく2つの検定を提供する．

これらの検定は:

Welch 検定または Welch ANOVA (Welch, 1951)．Welch検定は，帰無仮説が真である場

合，グループ内分散の異質（不均一）性にかかわらず，F 値の分母を調整して，分子と
同じ期待値を持つようにする．p値は，分散分析表と同じ要領で解釈できる．

Brown-Forsythe 検定または Brown-ForsytheのF比 (1974)．この検定は，ANOVA でのF
の式で異なる分母を使用する．平均2乗誤差で割るのではなく， 2乗平均が各グループの
観察された分散を用いて調整される． p値は，分散分析表と同じ要領で解釈できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

データ形式  :

列: データを列で入力するには，このオプションを有効にしてください．

表: データを表で入力するには，このいプションを有効にしてください（より詳細は，上のデ
ータ選択の節を参照）．最大3個の因子が可能です．

データ形式 = 列 :

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択してください．複数の変数を選択した場合，

XLSTAT は，各変数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は，
"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認してください．

X / 説明変数:

量的変数: ANCOVA分析を実行するには，このオプションを有効にしてください．そし
て，Excel ワークシートで量的説明変数を選択してください．選択されるデータは，数値

タイプでなければなりません．変数ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプショ
ンが有効になっていることを確認してください．

質的変数: Excel ワークシートで質的説明変数（因子）を選択してください．どのような
タイプのデータでも選択できますが，数値データは自動的に名義値とみなされます．変

数ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認

してください．

データ形式 = 表e :

データ表: 応答変数と説明変数のデータ表を選択してください．
因子の数: 分析のための因子の数を入れてください．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

変数ラベル: データ選択（従属および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にしてください．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にしてください．そして，対応するデータを選択してください．”変数ラベル” オプションが有

効になっている場合，選択中にヘッダを含む必要があります．このオプションが有効でない場

合，XLSTATによってオブザベーション・ラベルが自動的に生成されます(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にしてください．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となります． 重み
は，0以上でなければなりません．2の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当

します．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認してく
ださい．

回帰重み: 重みつき最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にしてください．
このオプションを有効にしない場合，重みは 1とみなされます．.重みは，0以上でなければな
りません．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認して
ください．

オプション タブ:

モデル サブ・タブ:

固定定数: 回帰モデルの定数を固定するには，このオプションを有効にして，値を入力してく
ださい（デフォルトは0 ）．

許容度: 値が一定であるか，またはすでにモデル中に使用されている他の変数と相関しすぎて
いる変数を考慮に入れるモデルを避けるには，このオプションを有効にしてください（デフォ
ルトは0.0001 ）

交互作用 / 水準: モデル中に交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大交互作

用水準（1 から 4の値）を入力してください．

信頼区間 (%): さまざまな検定に使用し，パラメーターと予測の信頼区間を計算するために使用

する信頼区間のパーセンテージの範囲を入力してください．デフォルト値: 95．

モデル選択: 提供されている4つの選択手法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効

にしてください：
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ベスト・モデル: この手法は，すべてのモデルの中から最良のモデルを選ぶことがで
き，"最小変数" から"最大変数"までの変数の数を取り扱うことができます．さらに，最良

モデルを決定するための複数の"基準"を選ぶことができます．

基準: 次の中から基準を選んでください： 調整済みR²，平均2乗誤差(MSE)， Mallows
Cp，赤池のAIC，SchwarzのSBC，雨宮のPC．

M小変数: モデルに使用する変数の最小数を入力してください．

M大変数: モデルに使用する変数の最大数を入力してください．

注意: この手法は，探索されるモデルの数が，"最小変数" から"最大変数"の間の値をとる につ
いての の合計であるので，計算時間が長くなるかもしれません．ここで，  は

に等しくなります．"最大変数" の値を少しずつ増加することを推奨します．

ステップワイズ: 選択プロセスは，モデルへの最大寄与度を持つ変数を追加して開始しま
す（使用される基準はスチューデントのt統計量）．第2の変数が，そのtに関連する確率

が"投入の確率"より低い場合，それはモデルに追加されます．第3の変数が追加される
と，モデル中の各変数の除去の影響が評価されます（ここでもt 統計量を使用）．確率

が"除去の確率"より大きい場合，その変数は除去されます．この手順は，それ以上追加し
たり除去する変数がなくなるまで続けられます．

フォワード: この手順は，変数が追加されるのみで除去されないことを除いては，ステッ
プワイズ選択と同じです．

バックワード: この手順は，すべての変数を一度に追加して開始します．そして，ステッ
プワイズ選択で使用される手順に従って，変数が除去されます．

ANOVA/ANCOVA サブ・タブ:

制約: さまざまなオプションについての詳細は，ANOVAの解説の節にあります．

a1 = 0: 各因子の最初のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有

効にしてください．

an = 0: 各因子の最後のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有

効にしてください．

Sum (ai) = 0: 各因子について，さまざまなカテゴリに関係するパラメータの合計を0に設

定．

Sum (ni.ai) = 0: 各因子について，度数で重みづけされたさまざまなカテゴリに関係する
パラメータの合計を0に設定．

入れ子効果: モデルに1個の入れ子（ネスト）因子を含めるには，このオプションを有効にして
ください．

変量効果: モデルにランダム因子の効果を含めるには，このオプションを有効にしてくださ
い．それらの影響は，_混合モデル - 分析 Type III 平方和_表の期待平均2乗にのみ見られます.

k

C  n,k C  n,k

n!/[(n − k)!k!]
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制限付きanova: 制限付きANOVAによって課せられる制約に従い，混合効果（固定/ランダム）
の計算を実行するには，このオプションを有効にします．それらの影響は，Fisherの F 検定と
表 _混合モデル - 分析 Type III 平方和_の期待平均2乗にのみ見られます．

共分散 サブ・タブ:

このタブでは，不均一分散と自己相関の補正を適用することを選べます．計算の詳細は，解説
の節を参照してください．

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にして
ください．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションをどのように得るかを定義するには，以下のオプ
ションの1つを選んでください：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択されます． "オブザベーションの数" N を指定

してください．

M後のN行: 最後のN個のオブザベーションが検証のために選択されます．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定してください．

M初のN行:最初のN個のオブザベーションが検証のために選択されます．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定してください．

グループ変数: このオプションを選択すると，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要

があります．1 は検証に使用するオブザベーションを識別します．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にしてくださ
い．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合と同様に構造化されて
いることを確かめる必要があります：選択での順番で同じ変数．一方，変数ラベルは選択しな
いでくだい：以下にあげられた選択の最初の行は，データに対応しなければなりません．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にしてください．最初の行

に，変数ラベルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にしてください．最初の行

に，変数ラベルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にしてください．対応するデータを選択してください．このオプションが有効でない場合は，
XLSTAT が自動でオブザベーション・ラベルを生成します(PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にしてください．
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各Yを別々にチェック: 興味のあるYが欠損値を持つ場合のみ，選択の Y (従属) 変数で欠

損値を持つオブザベーションを除去するために，このオプションを有効にしてくださ
い．

すべてのYで: 興味のあるYが欠損値を持たない場合でも，Y (従属) 変数に欠損値を持つオ
ブザベーションを除去するには，このオプションを有効にしてください．

欠損値を無視: 欠損データを無視するには，このオプションを有効にしてください．従属変数

に欠損データが存在する場合，対応するオブザベーションが予測されます．説明変数に欠損デ
ータが存在する場合，ペアワイズ除去による相関係数行列を計算するために，対応するオブザ
ベーションが使用されます．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

平均またはM頻値: 対応する変数に平均（量的変数）または最頻値（質的変数）で欠損値

を推定するには，このオプションを有効にしてください．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にしてください．

出力 タブ:

一般 サブ・タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にしてくださ
い．

相関: 量的変数の（従属変数または説明変数）の相関行列を表示するには，このオプションを
有効にしてください．

多重共線性統計: すべての説明変数で多重共線性統計量を表示するには，このオプションを有

効にしてください．

分散分析: 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にしてください．

Type I/II/III SS: Type I，Type II，および Type III平方和の表を表示するには，このオプションを
有効にしてください．Type II の表は，Type IIIと異なる場合のみ表示されます．

Press: 予測残差平方和（Press : predicted residual error sum of squares）の係数を計算して表

示するには，このオプションを有効にしてください．

解釈: 結果の自動解釈を表示するには，このオプションを有効にしてください．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にしてください．

予測値と残差: すべてのオブザベーションについて予測値と残差を表示するには，このオプシ
ョンを有効にしてください．
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信頼区間: 予測値の信頼区間を計算して表示するには，このオプションを有効にしてくだ
さい．

調整済み予測値: 予測値と残差の表に調整された予測値を計算して表示するには，このオ
プションを有効にしてください．.

影響診断: 各オブザベーションでの影響度統計を格納する表を計算して表示するには，こ
のオプションを有効にしてください．

Welch検定およびBrown-Forsythe検定: one-way（一元配置） ANOVAの場合に，Welch 検定

と Brown-Forsythe 検定（この章の解説を参照）を表示するには，このオプションを有効にし
てください．

平均 サブ・タブ:

平均: 主および交互作用因子のカテゴリの平均を計算して表示するには，このオプションを有

効にしてください．

LS 平均: 観察平均の代わりに最小2乗平均を計算するには，このオプションを有効にして
ください．

標準誤差: 平均とともに標準誤差を表示するには，このオプションを有効にしてくださ
い．

信頼区間: 平均まわりの信頼区間を追加で表示するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

多重比較: 多重比較検定（事後検定）を実行するには，このオプションを有効にしてくだ
さい．多重比較検定に関する情報は，解説の節にあります．

すべての因子に適用: すべての因子で選択された検定を計算するには，このオプションを
有効にしてください．

昇順にソート: 比較されたカテゴリを昇順に並べるには，このオプションを有効にしてく
ださい．ソートの基準はそれぞれの平均です．このオプションが有効でない場合，ソー
トは降順です．

信頼区間: 平均の差まわりの信頼区間を追加で表示するには，このオプションを有効にし
てください．

ペアワイズ比較: このオプションを有効にして，比較手法を選んでください．

対照群との比較: このオプションを有効にして，実行したい Dunnett 検定のタイプを選ん
でください．

MSEを選択: 多重比較の参照として平均2乗誤差を取ることを選択するには，このオプシ
ョンを有効にしてください． 変量因子（random factors）を使用している場合，モデル
の平均2乗誤差を使用すること（伝統的方法）は，適切でありません．その場合，ユーザ
ーはモデルの他の項（通常，交互作用項）に関連づけた平均2乗誤差を選ぶべきです．こ
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のオプションが有効になっている場合，使用する変数を選択できる新しいダイアログが
現れます．

対比 サブ・タブ:

対比を計算: 対比（contrasts）を計算するには，このオプションを有効にして，対比ごとに1
列，モデルの各係数ごとに1行からなる対比の表を選択してください．

仮定を検定 サブ・タブ:

これらのオプションは，出力/一般タブで **予測値と残差**がリクエストされたときだけ利用可

能です．

正規性の検定: 残差についてShapiro-Wilk検定を実行するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

Leveneの検定: 分散の等質性検定を実行するには，このオプションを有効にしてください．各

因子でのさまざまなカテゴリの分散を比較するために，検定が実行されます．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰チャートを表示するには，このオプションを有効にしてください:

標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にしてください．

予測値と残差: 下のグラフを表示するには，このオプションを有効にしてください．

(1) 回帰の線: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合のみ表示され
ます．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場

合のみ表示されます．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) から (4) に信頼区間を表示するには，このオプションを有効にしてくださ
い．

平均グラフ: さまざまな因子のさまざまなカテゴリの平均を表示するために使用するグラフを
表示するには，このオプションを有効にしてください．

信頼区間: 同じグラフに平均の信頼区間を表示するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

要約チャート: 各因子について，すべての従属変数 Yでのすべてのカテゴリの平均の比較を表

示する要約図を表示するには，このオプションを有効にしてください．**Yをフィルタ**は，モ
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デルのFisherの F が有意なYについてのみ結果を表示させるか，それともすべてのYについて表

示させるかを決定できるようにします．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示します． オ
ブザベーションの数，欠損値，非欠損値の数，平均，分散（不偏）が，従属変数(青)と量的説

明変数について表示されます．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それ
ぞれの度数とともに表示されます．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示されま
す．

変数選択の要約: 選択手法を選ばれた場合，XLSTATは選択の要約を表示します．ステップワイ
ズ選択については，個々のステップに対応する統計量が表示されます． p から q の値をとる変

数の数についてのベスト・モデルが選択された場合，各数または変数についてのベスト・モデ
ルが，対応する統計量とともに表示され，選ばれた基準についてのベスト・モデルが太字で表

示されます．

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示されます：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で，  はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選択したモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から1の間のこの係数は，モデルの定数がユーザーによっ
て固定されていない場合のみ表示される．その値は，次式で定義される：

は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，良いモデルである． の問題は，モデルを適合するために使用している変数の数を考慮に
入れていないことである．

調整済み R²: モデルの調整済み決定係数．調整済み は， がゼロに近い場合，負数に
なることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されていない場合

のみ計算される．その値は次式によって定義される：

修正済み R² は，モデルに使用した変数の数を考慮に入れて，R² を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：
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i ŷi ȳi
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RMSE: 平均2乗誤差平方根 (RMSE) は MSEの平方根．.

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は次数（order） 1の自己相関係数で，モデルの残差が自己相関していないことを確認

するために使用する．残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを仮定している．
ユーザーは，残差の独立性仮説が採択できることを確認するために， Durbin-Watson統計量の
表を参照できる．

Cp: MallowsのCp係数は，次式で定義される：

ここで SSE は p個の説明変数によるモデルの誤差の平方和で，  はすべての説明変数からなる
モデルの残差の分散の推定．Cp 係数が p*に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC 基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：
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2

Cp =  +
σ̂

SSE
2p −∗ W

σ̂

AIC = W ln(  ) +
W

SSE
2p∗

SBC = W ln(  ) +
W

SSE
ln(W )p∗



データ・モデリング  338 ANOVA  

雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．

Press: Press（予測残差平方和）の統計量は，対応するオプションがダイアログ・ボック
スで有効にされた場合のみ表示される．これは次式で定義される：

ここで，  は，オブザベーションi がパラメータ推定に使用されていない場合，そのオブ
ザベーションの予測値である．そして，次式が得られる：

そして，Press RMSE がRMSEと比較できる．この2つの差が大きいと，そのモデルが，モデル
中の特定のオブザベーションの有無に敏感であることを示す．

Q²: 交差検証 R²としても知られるこの統計量は，ダイアログボックスでPress オプション
が有効にされた場合のみに表示される．次式で定義される：

これは，対応するオブザベーションがモデル中に存在せず，予測値が計算されたときに，説明

変数によって説明された合計分散の比率を示し． Q² と R² の差が大きいのは，モデル中にある
オブザベーションが存在するかしないかにモデルが敏感であることを示す．

分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設定さ
れていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数のみ
を含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場合，従

属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効になっている場合は，対応する表が表示される．

Type I SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのFに
関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視化するのに
使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄

与度がより高い．Type I 表での平方和は，常にモデル平方和とつじつまが合う．注意：モデル
中での変数が選択される順序が，得られる値に影響する．

Type II SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべて の変数が維持されているモ
デルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすで
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に存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル
中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．

Type III SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持されて，効果

の存在（交互作用）が期待されるモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が
低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．
注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．
交互作用がないか，または計画がバランスしている場合，Type II とType IIIは同一である．

モデルのパラメータ の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する確

率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読んだり再利用するのを簡単にするために，**モデルの式**が表示される．

標準化係数 （ベータ係数）の表は，変数の相対重みを比較するのに使用する．係数の絶対値が
大きいほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値0（これは標

準化係数のグラフで簡単に見られる）の場合，モデル中の変数の重みは有意でない．

予測値と残差 の表は，各オブザベーションについて，その重み，質的説明変数の値を示す．従

属変数の観察された値が1個だけの場合，モデルの予測値，残差，ダイアログ・ボックスで対

応するオプションが有効になっている場合は，調整済み予測値とともに信頼区間が示される．
2種類の信頼区間が表示される：平均の信頼区間（説明変数の任意の値の集合を持つ無限数の
オブザベーションで予測がなされた場合に対応する）と単独の予測値（説明変数の任意の値に
ついての単独の予測値の場合に対応する）．2番目の区間は常に1番目よりも大きく，ランダム
な値がより大きい．検証データが選択された場合，それらが表の最後に表示される．

上記の結果を示す**チャート**が続く． モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート** が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

**影響度診断**の表は，各オブザベーションについて，その重み，対応する残差，（

で割った）標準化残差，スチューデント化残差，削除後残差，削除後スチューデント残差，中

心化てこ比，マハラノビス距離，CookのD，CovRatio(共分散比），DFFit，標準化DFFit，
DFBetas（モデル係数ごとに1個）および標準化DFBetasを示す．

そして，**4つのチャート**が表示されて，予測または特別な調査を必要とする係数に影響を与

えるオブザベーションを簡単に識別できる．

**新しいオブザベーションでの予測値**を計算するために使用するデータを選択した場合，対

応する表が次に表示される．

**仮定を検定**がリクエストされている場合，対応する結果が表示される．.

RMSE
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**多重比較検定**がリクエストされている場合，対応する結果が表示される．

一元配置ANOVAが適用されていて，対応するオプションが有効になっている場合， Welch and
Brown-Forsythe 検定の結果が表される．関連する統計量，自由度，およびp値が表示される．

複数の従属変数が選択されて，多重比較オプションが有効になっている場合，すべてのYで，
各因子の各カテゴリでの平均が表示される．表のセルが，青から赤のスペクトル尺度を用いて
色づけされる． 10 を超えるカテゴリがある場合，最も低い 5つと最も高い5 つの平均が色づけ
される．グラフは同じ結果を可視化することがでる．

2番目のグラフは，多重比較グルーピング記号つきで推定平均を可視化できます．このグラフ
は， Type III SS ANOVA 表により問題の因子で有意な従属変数のみを表示する．

事例  

一元配置ANOVAと多重比較検定のチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにあります：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの一元配置分散分析-one-way-ANOVA-と多重比較検定チ
ュートリアル?language=ja

2元配置ANOVAのチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにあります：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの交互作用のある 2元配置アンバランスANOVA?
language=ja
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ANCOVA  
線形モデルの部分に量的および質的説明変数を用いて量的従属変数をモデルするには，このモ
ジュールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

共分散分析（ANCOVA：ANalysis of COVAriance）は，従属変数が同じタイプで，モデルは線

形であり，仮説が同一であるので，ANOVAと線形回帰の組み合わせと見ることができる． 実
際には，ANOVAと線形回帰をANCOVAの特殊例とみなす方がより正確である．

が量的変数の数で， が因子（量的変数間の交互作用を含む量的変数）の数であるなら，
ANCOVAモデルは次式のように書ける:

ここで はオブザベーション で従属変数の観察された値， はオブザベーション で量的変

数 がとる値， は，オブザベーション での因子 のカテゴリのインデックス，そして，
はモデルの誤差である．

 係数およびそれらの共分散行列の推定量は次式で与えられる:

および

結果のANCOVAで提案されているさまざまな検定を使用するには，基礎となる仮説が正しく検

証されていることを遡及的に確認することをお勧めします。特定のグラフを分析して，正規性

検定を用いて，または，さまざまなグループの分散が均質であるならLeveneの検定を実行し
て，残差の正規性を確認できる．残差の独立性は，いくつかのグラフを分析して，または，
Durbin Watson 検定を用いて確認できる．

量的変数と因子の間の交互作用

p q

y  =i β  +0  β  x  +
j=1

∑
p

j ij  β  +
j=1

∑
q

k(i,j),j ϵ  i (1)

y  i i x  ij i

j k(i, j) i j

ϵi

β

 =β̂ (X X) X Yt −1 t (2)

V ar(  ) = (X X)β̂ σ̂2 t −1 (3)
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ANCOVA の特徴の１つは，量的変数と因子の間の交互作用を考慮に入れることができることで
ある．主要な応用は，ある因子（量的変数）の水準が量的変数の係数（この文脈ではよく傾

き，スロープと呼ばれる）に影響を持つかどうかを検定することである．因子のさまざまな水

準に対応する傾きが有意に異なるかどうかを検定するのに比較検定が使用される．１つの量的

変数と交互作用を持つ因子によるモデルは，次式のように書ける:

これは次の設定によって単純化できる．

ゆえに結果として次式を得る．

因子が傾きに影響を持つかどうかを検定するのに， パラメータの比較が使用される．

不均一分散と自己相関の補正

誤差項の分散が独立で，等しく分布し，正規分布していると仮定されている線形回帰および
ANOVAでは，誤差項の等分散性と独立が重要な仮説である．これらの仮定が保持できない場合

（時系列メニューにあるDurbin Watson または White 検定がこれらの仮説に挑戦できる），結

果として、共分散行列は古典的な式を使用して推定できず、線形モデルの係数に対応するパラ
メーターの分散も，それらの信頼区間も間違っている可能性がある．予測変数は，その反対で
ありながら，有意である（またはそれぞれ有意でない）と言える．XLSTAT は，とくに時系列

で発生しうる不均一分散と自己相関を補正することができる．

不均一分散については、White (1980)に続いて、線形回帰計算から得られる残差と中心化てこ
比を用いて、共分散の古典的な推定値を補正する方法を何人かの著者が模索してきた（レビュ
ーのために、MacKinnon (1985)とZeileis (2006)を参照）。古典的な線形回帰の仮定が保持され
ない場合， 係数の推定値は変わらないが、 パラメータの共分散行列(式3参照)は簡略化して書

くことができないので、一般的な式に戻さなければならない:

式 (7) は，次式が成り立つ場合，式 (3) に相当する．

をWの直交要素とする．  でのさまざまな不均一分散係数（HC : heteroscedasticity
coefficients)の推定量は次式で与えられる：

y  =i β  +0 β  x  +1 i1 β  +k(i,1),1 β  x  +k(i,1),2 i1 ϵ  .i (4)

γ  =k(i,1),1 β  +1 β  k(i,1),2 (5)

y  =i β  +0 β  +k(i,1),1 γ  x  +k(i,1),1 i1 ϵ  .i (6)

γ

β

V ar(β) = (X X) (X ΩX)(X X) .t −1 t t −1 (7)

Ω = I.σ̂2 (8)

ω  i ω  i
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ここで，  は残差で，  は 番目のオブザベーションでの中心化てこ比で，  は予測変数の数

である．

Newey と West (1987) が自己相関と不均一分散の両方を補正する推定量を提案しているが，ユ
ーザーは遅延を知っていなければならない（時系列の記述分析またはXLSTATのARIMA関数

が，それのために使用される）．lag=0 (自己相関なし)では，次式が得られる:

ここで  はi番目のオブザベーションでの予測変数のベクトル (モデルの切片での a 1 を含

む)．lag m (m>0)では，次式が得られる:

Newey West推定量の無調整バージョンは，  調整係数なしと一致する．

変量効果

ランダムな因子をANOVAに含めることができる．いくつかの因子がランダムであると想定され
る場合，XLSTATは期待平均2乗の表を表示する．

制約

計算の際，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全分離表である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す：  個のカテゴリがある場合，副行列の階は  ではなく である．これは，副行列の1
つの列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後でしようとしている解釈

によって複数の戦略がある:

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ1の従属変数の平均に等し
くなる．

  

HC0 :

HC1 :

HC2 :

HC3 :

HC4 :

ω  =  i e  î
2

ω  =   i e  î
2

(n − p − 1)
n

ω  =  i (1 − h  )i

 e  î
2

ω  =  i (1 − h  )i 2

 e  î
2

ω  =   with δ  = min(4,h  / )i (1 − h  )i δ  i

 e  î
2

i i h̄

 e  î h  i i p
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êi
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∑
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∑
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n/(n − p − 1)
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2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループg の従属変数の平均に等し
くなる．

3) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．この選択は，ANOVAがバランスしている
とき，モデルの定数を従属変数の平均に等しくなるように強制する．

4) Sum (ni.ai) = 0: パラメータの重みつき合計をヌル値にする．この選択は，ANOVAがアンバ
ランスであるときでも，モデルの定数を従属変数の平均に等しくなるように強制する．

注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やType III平方和を除くさまざまな適

合度統計には影響しない．

多重比較検定

ANOVAの主な応用の1つは，ある因子のさまざまなカテゴリのパラメータが，有意に異なるか
否かを確認することを目的とする多重比較検定である．たとえば，植物に4つの手入れが適用

される場合，我々は，手入れが有意な効果を持つかだけではなく，手入れが異なる効果を持つ
かも知りたい．

カテゴリの平均を比較するために，たくさんの検定が提案されてきた．これらの検定のほとん
どは，標本が正規分布していることを仮定する．XLSTAT は，下記に含まれる主要な検定を提

供する：

TukeyのHSD検定: この検定が最もよく使用される (HSD: Honestly Significant Difference
)．

FisherのLSD検定: これは，さまざまなカテゴリでの平均がすべて等しいという仮説を検

定するStudentの検定である(LSD: Least Significant Difference )．

Bonferroniのt*検定t: この検定は，Studentの検定から派生したもので，複数の比較が同

時に行われることを考慮に入れているので信頼できない．したがって，検定の有意水準

は次式のように修正される:

ここで g は，カテゴリが比較されている因子のカテゴリの数である．

Dunn-Sidakの検定: この検定は，Bonferroniの検定から派生している．これはいくつかの
状況でより信頼できる．

以下の検定は，結果が各カテゴリについて検定される残りの組み合わせの数による繰り返し手

順に基づいているので，より複雑である．

α =′
 ,

g(g − 1)/2
α

α =′ 1 − (1 − α) .2/[g(g−1)]



データ・モデリング  346 ANCOVA  

Newman-Keuls'の検定 (SNK): この検定は，Studentの検定から派生していて（SNK:
Student Newman-Keuls），あまり信頼できないのだが，とてもよく使用される．

Duncanの検定: この検定はあまり使用されない．

REGWQ 検定: この検定は，ほとんどの状況で最も信頼できるものの1つである (REGW:
Ryan-Einot-Gabriel-Welsch).

もう1つのアプローチが Benjamini-Hochberg オプションによって可能:偽発見率(FDR : False
Discovery Rate) をコントロールするには，このオプションを使用する．このp値罰則手順は，
あまりコンサバティブ（厳格）ではない．

Games-Howell (GH) 検定は，分散が等質性を欠いている場合の1元配置ANOVAで使用でき
る．標本サイズが等しくなくても使用できるが， 最小の標本が5要素以上で使用することを推

奨する．それ以外はリベラル（ゆる）すぎる．**TamhaneのT2**検定は，よりコンサバティブ
であるが，GH検定のようには強力でない．

上記の検定はすべて，カテゴリのすべての対の間で比較することができ，MCA 検定ファミリ
（Multiple Comparisons of All, または All-Pairwise Comparisons）に属する．

その他の検定は，すべてのカテゴリとコントロール・カテゴリの間で比較がなされる． これら
の検定は，MCB 検定（ Multiple Comparisons with the Best,または  Comparisons with a
control）と呼ばれる．XLSTAT は，最もよく使用される  Dunnett 検定を提供する．3つの
Dunnett 検定がある：

両側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説が2つのカテゴリの平均が異なることを仮定する．

左側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説がコントロール・カテゴリの平均が，検定されるカテゴリの平均よりも
低いことを仮定する．

右側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説がコントロール・カテゴリの平均が，検定されるカテゴリの平均よりも
高いことを仮定する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
ある．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右向き
の矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTAT は，各変

数について別々に計算を行なう．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有

効になっていることを確認すること．

X / 説明変数:

量的変数: Excel ワークシートで量的説明変数(因子）を選択する．選択されるデータは，数値

タイプでなければならない．変数ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効

になっていることを確認する．

質的変数: Excel ワークシートで質的説明変数（因子）を選択する．どのようなタイプのデータ
でも選択できるが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択された場合

は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認すること．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは，0以上でなけ
ればならない．2 の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当する．列ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．
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回帰重み: 重みつき最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは 1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

オプション タブ:

モデル サブ・タブ:

固定定数: 回帰モデルの定数を固定するには，このオプションを有効にして，値を入力する
（デフォルトは0 ）．

許容度: 値が一定であるか，またはすでにモデル中に使用されている他の変数と相関しすぎて
いる変数を考慮に入れるモデルを避けるには，このオプションを有効にする（デフォルトは
0.0001 ）

交互作用 / 水準: モデル中に交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大交互作

用水準（1 から 4の値）を入力する．

信頼区間 (%): さまざまな検定に使用し，パラメーターと予測の信頼区間を計算するために使用

する信頼区間のパーセンテージの範囲を入力する．デフォルト値: 95．

モデル選択: 提供されている4つの選択手法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効

にする：

ベスト・モデル: この手法は，すべてのモデルの中から最良のモデルを選ぶことがで
き，"最小変数" から"最大変数"までの変数の数を取り扱うことができる．さらに，最良モ
デルを決定するための複数の"基準"を選ぶことができる．

基準: 次の中から基準を選ぶ： 調整済みR²，平均2乗誤差(MSE)， Mallows Cp，赤池の
AIC，SchwarzのSBC，雨宮のPC．

M小変数: モデルに使用する変数の最小数を入力する．

M大変数: モデルに使用する変数の最大数を入力する．

注意: この手法は，探索されるモデルの数が，"最小変数" から"最大変数"の間の値をとる につ
いての の合計であるので，計算時間が長くなるかもしれない．ここで，  は

に等しくなる．"最大変数" の値を少しずつ増加することを推奨する．

ステップワイズ: 選択プロセスは，モデルへの最大寄与度を持つ変数を追加して開始する
（使用される基準はスチューデントのt統計量）．第2の変数が，そのtに関連する確率

が"投入の確率"より低い場合，それはモデルに追加される．第3の変数が追加されると，
モデル中の各変数の除去の影響が評価される（ここでもt 統計量を使用）．確率が"除去
の確率"より大きい場合，その変数は除去される．この手順は，それ以上追加したり除去

する変数がなくなるまで続けられる．

フォワード: この手順は，変数が追加されるのみで除去されないことを除いては，ステッ
プワイズ選択と同じである．

k

C  n,k C  n,k n!/[(n −
k)!k!]
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バックワード: この手順は，すべての変数を一度に追加して開始する．そして，ステップ
ワイズ選択で使用される手順に従って，変数が除去される．

ANOVA/ANCOVA サブ・タブ:

制約: さまざまなオプションについての詳細は，ANOVAの解説の節にある．

a1 = 0: 各因子の最初のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有

効にする．

an = 0: 各因子の最後のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有

効にする．

Sum (ai) = 0: 各因子について，さまざまなカテゴリに関係するパラメータの合計を0に設

定．

Sum (ni.ai) = 0: 各因子について，度数で重みづけされたさまざまなカテゴリに関係する
パラメータの合計を0に設定．

入れ子効果: モデルに1個の入れ子（ネスト）因子を含めるには，このオプションを有効にす
る．

共分散 サブ・タブ:

このタブでは，不均一分散と自己相関の補正を適用することを選べます．計算の詳細は，解説
の節を参照してください．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にす
る．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションをどのように得るかを定義するには，以下のオプ
ションの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される． "オブザベーションの数" N を指定す
る．

M後のN行: 最後のN個のオブザベーションが検証のために選択されます．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN行:最初のN個のオブザベーションが検証のために選択されます．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選択すると，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は検証に使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:
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予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されていることを
確かめる必要がある：選択での順番で同じ変数．一方，変数ラベルは選択しないこと：以下に
あげられた選択の最初の行は，データに対応しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行に，変数ラ
ベルを含んではいる．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行に，変数ラ
ベルを含んではいけない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合は， XLSTAT が自動で
オブザベーション・ラベルを生成する(PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

各Yを別々にチェック: 興味のあるYが欠損値を持つ場合のみ，選択の Y (従属) 変数で欠

損値を持つオブザベーションを除去するために，このオプションを有効にする．

すべてのYで: 興味のあるYが欠損値を持たない場合でも，Y (従属) 変数に欠損値を持つオ
ブザベーションを除去するには，このオプションを有効にする．

欠損値を無視: 欠損データを無視するには，このオプションを有効にする．従属変数に欠損デ
ータが存在する場合，対応するオブザベーションが予測される．説明変数に欠損データが存在

する場合，ペアワイズ除去による相関係数行列を計算するために，対応するオブザベーション
が使用される．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数に平均（量的変数）または最頻値（質的変数）で欠損値

を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

一般 サブ・タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 量的変数の（従属変数または説明変数）の相関行列を表示するには，このオプションを
有効にする．
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多重共線性統計: すべての説明変数で多重共線性統計量を表示するには，このオプションを有

効にする．

分散分析: 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type I/II/III SS: Type I，Type II，および Type III平方和の表を表示するには，このオプションを
有効にしてください．Type II の表は，Type IIIと異なる場合のみ表示される．

Press: 予測残差平方和（Press : predicted residual error sum of squares）の係数を計算して表

示するには，このオプションを有効にする．

解釈: 結果の自動解釈を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションについて予測値と残差を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

X:予測値と残差の表に説明変数を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 予測値の信頼区間を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

調整済み予測値: 予測値と残差の表に調整された予測値を計算して表示するには，このオ
プションを有効にする．

影響診断: 各オブザベーションでの影響度統計を格納する表を計算して表示するには，こ
のオプションを有効にする．

Welch検定およびBrown-Forsythe検定: one-way（一元配置） ANOVAの場合に，Welch 検定

と Brown-Forsythe 検定（この章の解説を参照）を表示するには，このオプションを有効にす
る．

平均 サブ・タブ:

平均: 主および交互作用因子のカテゴリの平均を計算して表示するには，このオプションを有

効にする．

LS 平均: 観察平均の代わりに最小2乗平均を計算するには，このオプションを有効にす
る．

標準誤差: 平均とともに標準誤差を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 平均まわりの信頼区間を追加で表示するには，このオプションを有効にする．

多重比較: 多重比較検定（事後検定）を実行するには，このオプションを有効にする．多

重比較検定に関する情報は，解説の節にある．

すべての因子に適用: すべての因子で選択された検定を計算するには，このオプションを
有効にする．
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昇順にソート: 比較されたカテゴリを昇順に並べるには，このオプションを有効にする．
ソートの基準はそれぞれの平均である．このオプションが有効でない場合，ソートは降

順である．

信頼区間: 平均の差まわりの信頼区間を追加で表示するには，このオプションを有効にし
てください．

ペアワイズ比較: このオプションを有効にして，比較手法を選ぶ．

対照群との比較: このオプションを有効にして，実行したい Dunnett 検定のタイプを選

ぶ．

MSEを選択: 多重比較の参照として平均2乗誤差を取ることを選択するには，このオプシ
ョンを有効にする． 変量因子（random factors）を使用している場合，モデルの平均2乗
誤差を使用すること（伝統的方法）は，適切でない．その場合，ユーザーはモデルの他

の項（通常，交互作用項）に関連づけた平均2乗誤差を選ぶべきである．このオプション
が有効になっている場合，使用する変数を選択できる新しいダイアログが現れる．

傾きの比較: 量的変数およびし質的変数間の交互作用のスロープを比較するには，このオ
プションを有効にする（詳細は解説 の節を参照）．

対比 サブ・タブ:

対比を計算: 対比（contrasts）を計算するには，このオプションを有効にして，対比ごとに1
列，モデルの各係数ごとに1行からなる対比の表を選択する．

仮定を検定 サブ・タブ:

これらのオプションは，出力/一般タブで **予測値と残差**がリクエストされたときだけ利用可

能．

正規性の検定: 残差についてShapiro-Wilk検定を実行するには，このオプションを有効にする．

Leveneの検定: 分散の等質性検定を実行するには，このオプションを有効にする．各因子での
さまざまなカテゴリの分散を比較するために，検定が実行される．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰チャートを表示するには，このオプションを有効にする:

標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

予測値と残差: 下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 回帰の線: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合のみ表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場

合のみ表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．
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(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) から (4) に信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

平均グラフ: さまざまな因子のさまざまなカテゴリの平均を表示するために使用するグラフを
表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 同じグラフに平均の信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

要約チャート: 各因子について，すべての従属変数 Yでのすべてのカテゴリの平均の比較を表

示する要約図を表示するには，このオプションを有効にする．**Yをフィルタ**は，モデルの
Fisherの F が有意なYについてのみ結果を表示させるか，それともすべてのYについて表示させ
るかを決定できるようにする．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示す． オブザ
ベーションの数，欠損値，非欠損値の数，平均，分散（不偏）が，従属変数(青)と量的説明変

数について表示される．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それぞれの
度数とともに表示される．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

変数選択の要約: 選択手法を選ばれた場合，XLSTATは選択の要約を表示する．ステップワイズ
選択については，個々のステップに対応する統計量が表示される． p から q の値をとる変数の
数についてのベスト・モデルが選択された場合，各数または変数についてのベスト・モデル
が，対応する統計量とともに表示され，選ばれた基準についてのベスト・モデルが太字で表示

される．

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で，  はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選択したモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から1の間のこの係数は，モデルの定数がユーザーによっ
て固定されていない場合のみ表示される．その値は，次式で定義される：

n

W

R =2
  with   =

 w  (y  −   )∑i=1
n

i i ȳi
2

 w  (   −   )∑
i=1
n

i ŷi ȳi
2

ȳ   w  y  

W

1

i=1

∑
n

i i
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は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，良いモデルである． の問題は，モデルを適合するために使用している変数の数を考慮に
入れていないことである．

調整済み R²: モデルの調整済み決定係数．調整済み は， がゼロに近い場合，負数

になることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されていない場

合のみ計算される．その値は次式によって定義される：

修正済み R² は，モデルに使用した変数の数を考慮に入れて，R² を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 平均2乗誤差平方根 (RMSE) は MSEの平方根．.

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は次数（order） 1の自己相関係数で，モデルの残差が自己相関していないことを確認

するために使用する．残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを仮定している．
ユーザーは，残差の独立性仮説が採択できることを確認するために， Durbin-Watson統計量の
表を参照できる．

Cp: MallowsのCp係数は，次式で定義される：

ここで SSE は p個の説明変数によるモデルの誤差の平方和で，  はすべての説明変数からなる
モデルの残差の分散の推定．Cp 係数が p*に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC:赤池情報量基準は，次式で定義される：

R2 R2

R2

R2 R2

=R̂2 1 − (1 − R )  ⋅2
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赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC 基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．

Press: Press（予測残差平方和）の統計量は，対応するオプションがダイアログ・ボック
スで有効にされた場合のみ表示される．これは次式で定義される：

ここで，  は，オブザベーションi がパラメータ推定に使用されていない場合，そのオブ
ザベーションの予測値である．そして，次式が得られる：

そして，Press RMSE がRMSEと比較できる．この2つの差が大きいと，そのモデルが，モデル
中の特定のオブザベーションの有無に敏感であることを示す．

Q²: 交差検証 R²としても知られるこの統計量は，ダイアログボックスでPress オプション
が有効にされた場合のみに表示される．次式で定義される：

これは，対応するオブザベーションがモデル中に存在せず，予測値が計算されたときに，説明

変数によって説明された合計分散の比率を示し． Q² と R² の差が大きいのは，モデル中にある
オブザベーションが存在するかしないかにモデルが敏感であることを示す．

SBC = W ln(  ) +
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ln(W )p ⋅∗

PC =  ⋅
W − p∗

(1 − R )(W + p )2 ∗

Press =  w  (y  −
i=1

∑
n

i i   ) ,ŷi(−i)
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分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設定さ
れていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数のみ
を含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場合，従

属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効になっている場合は，対応する表が表示される．

Type I SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのFに
関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視化するのに
使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄

与度がより高い．Type I 表での平方和は，常にモデル平方和とつじつまが合う．注意：モデル
中での変数が選択される順序が，得られる値に影響する．

Type II SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべて の変数が維持されているモ
デルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすで
に存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル
中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．

Type III SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持されて，効果

の存在（交互作用）が期待されるモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が
低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．
注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．
交互作用がないか，または計画がバランスしている場合，Type II とType IIIは同一である．

Type III SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持されて，効果

の存在（交互作用）が期待されるモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が
低いほど，モデル中にすでに存在している他のすべての変数に対して，その変数のモデルへの
寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られ
る値に影響しない．交互作用がないか，または計画がバランスしている場合，Type II とType
IIIは同一である．

モデルのパラメータ の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する確

率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読んだり再利用するのを簡単にするために，**モデルの式**が表示される．

標準化係数 （ベータ係数）の表は，変数の相対重みを比較するのに使用する．係数の絶対値が
大きいほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値0（これは標

準化係数のグラフで簡単に見られる）の場合，モデル中の変数の重みは有意でない．

予測値と残差 の表は，各オブザベーションについて，その重み，質的説明変数の値を示す．従

属変数の観察された値が1個だけの場合，モデルの予測値，残差，ダイアログ・ボックスで対

応するオプションが有効になっている場合は，調整済み予測値とともに信頼区間が示される．
2種類の信頼区間が表示される：平均の信頼区間（説明変数の任意の値の集合を持つ無限数の
オブザベーションで予測がなされた場合に対応する）と単独の予測値（説明変数の任意の値に
ついての単独の予測値の場合に対応する）．2番目の区間は常に1番目よりも大きく，ランダム
な値がより大きい．検証データが選択された場合，それらが表の最後に表示される．
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上記の結果を示す**チャート**が続く． モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート** が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

**影響度診断**の表は，各オブザベーションについて，その重み，対応する残差，（

で割った）標準化残差，スチューデント化残差，削除後残差，削除後スチューデント残差，中

心化てこ比，マハラノビス距離，CookのD，CovRatio(共分散比），DFFit，標準化DFFit，
DFBetas（モデル係数ごとに1個）および標準化DFBetasを示す．

そして，**4つのチャート**が表示されて，予測または特別な調査を必要とする係数に影響を与

えるオブザベーションを簡単に識別できる．

**新しいオブザベーションでの予測値**を計算するために使用するデータを選択した場合，対

応する表が次に表示される．

**仮定を検定**がリクエストされている場合，対応する結果が表示される．.

**多重比較検定**がリクエストされている場合，対応する結果が表示される．

複数の従属変数が選択されて，多重比較オプションが有効になっている場合，すべてのYで，
各因子の各カテゴリでの平均が表示される．表のセルが，青から赤のスペクトル尺度を用いて
色づけされる． 10 を超えるカテゴリがある場合，最も低い 5つと最も高い5 つの平均が色づけ
される．グラフは同じ結果を可視化することがでる．

2番目のグラフは，多重比較グルーピング記号つきで推定平均を可視化できます．このグラフ
は， Type III SS ANOVA 表により問題の因子で有意な従属変数のみを表示する．

事例  

ANCOVAのチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの共分散分析ANCOVAチュートリアル?language=ja
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反復測定ANOVA  
反復測定 ANOVA (ANalysis Of VAriance)を実行するには，このツールを使用します．高度なオ
プションは，モデルでの制約を選んだり，因子間の交互作用を考慮に入れたりすることが可能

になります．多重比較検定が計算できます．

XLSTAT は，反復測定 ANOVAを取り扱う2つの方法を提案します．古典的なANOVAと同じモ
デルに基づく最小2乗推定(LS)を用いた古典的な方法と，最尤推定(REML and ML)に基づく代替

的方法です．この章では，1番目の手法に充てられています．2番目の手法に関する詳細は，混

合モデルの章を読んでください．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

反復測定分散分析 (Repeated measures ANOVA)は，古典的なANOVAと同じ概念的枠組みを用

いる．主な違いは，説明変数の性質に由来する．この説明変数は，異なる時間またはオペレー
ションにおいて測定されたものである．ANOVAでは，説明変数をしばしば因子と呼ぶ．, が
因子の数であるとすれば，ANOVA モデルは以下のように書ける：

ここで は，測定 でのオブザベーション の従属変数の観察値で， はオブザベーション 
での因子 のカテゴリのインデックス， はモデルの誤差である．.

TANOVA で使用される仮説は，線形回帰で用いるものと同じである：誤差は同じ正規分布

に従い，独立である．

ただし，反復測定 ANOVAの場合，その他の仮説が必要である．測定が，同じ被験者から異な
る時間に採取されるので，反復間は相関する．反復測定 ANOVA では，我々は，yの間の共分散

行列が球形である（たとえば，複合対称性（CS : compound symmetry）が球形である）．我々

は，最大尤度ベースのアプローチを用いた場合，この仮説を省略することができる．

反復測定 ANOVA の原理は簡単である．各測定について，古典的な ANOVAモデルが推定さ
れ，そして Mauchlyの検定，Greenhouse-GeisserイプシロンまたはHuynt-Feldtイプシロンを用

いて測定間の共分散行列の球形性が検定される．球形性仮説が棄却されない場合，被験者間効

果と被験者内効果が検定される．

p

y =i
t β  +0  β  +

j=1

∑
p

k(i,j),j ϵ  i (1)

y  i
t t i k(i, j)

i j ϵ  i

N(0, s)
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交互作用

交互作用は，少なくとも測定された2つの因子の間の交互作用を反映する人工的な因子（測定

されていない）を意味する．たとえば，植物の手入れをしていて，2つの異なる光の強度でテ
ストが実行されるとするなら，2つの因子間の可能性のある交互作用を同定するために使用で
きる交互作用因子treatment*lightをモデルに含めることができる．2つの因子の間に交互作用が
ある場合，我々は光が強く，手入れがタイプ2であるときの植物で有意に大きな効果を観察す
るであろう．一方，弱い光で手入れ2と強い光で手入れ1 の組み合わせでは，効果が平均的であ
る．

線形回帰と平行にするために，ここで得られている交互作用は2つの変数間の単純な乗算であ
るにすぎないが，交互作用は連続の説明値の間の積に相当する．ただし，因子Aと因子Bとの間

の交互作用を表現する表記法は，A*Bである．

モデル中で使用する交互作用は， XLSTATで簡単に定義できる．

入れ子効果

1つの因子のすべての水準と他の因子のすべての水準を交差することを制約が阻む場合，入れ
子因子を使用できる．1つの因子のすべての水準よりも他の因子の各水準内で少なく発生する
場合，入れ子効果を持つという．これの例として，さまざまな機械とさまざまなオペレータの
効果をいくつかの出力特性で調査したいが，機械を動かすオペレータの変更ができない場合が
考えられる．この場合，各オペレータは各機械と交差せず，1つの機械のみを動かす． XLSTAT
は，入れ子因子を発見する自動機構を持ち，1つの入れ子因子をモデルに含めることができ
る．

制約

計算の際，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全分離表である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す： g 個のカテゴリがある場合，副行列の階は g ではなく g-1である．これは，副行列の1つの
列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後でしようとしている解釈によ
って複数の戦略がある:

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ1の従属変数の平均に等し
くなる．

2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループg の従属変数の平均に等し
くなる．

3) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．この選択は，ANOVAがバランスしている
とき，モデルの定数を従属変数の平均に等しくなるように強制する．

4) Sum (ni.ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．この選択は，ANOVAがアンバランスで
あるときでも，モデルの定数を従属変数の平均に等しくなるように強制する．
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注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には影響し
ない．

多重比較検定

ANOVAの主な応用の1つは，ある因子のさまざまなカテゴリのパラメータが，有意に異なるか
否かを確認することを目的とする多重比較検定である．たとえば，植物に4つの手入れが適用

される場合，我々は，手入れが有意な効果を持つかだけではなく，手入れが異なる効果を持つ
かも知りたい．

カテゴリの平均を比較するために，たくさんの検定が提案されてきた．これらの検定のほとん
どは，標本が正規分布していることを仮定する．XLSTAT は，下記に含まれる主要な検定を提

供する：

TukeyのHSD検定: この検定が最もよく使用される (HSD: Honestly Significant Difference
)．

FisherのLSD検定: これは，さまざまなカテゴリでの平均がすべて等しいという仮説を検

定するStudentの検定である(LSD: Least Significant Difference )．

Bonferroniのt*検定t: この検定は，Studentの検定から派生したもので，複数の比較が同

時に行われることを考慮に入れているので信頼できない．したがって，検定の有意水準

は次式のように修正される:

ここで g は，カテゴリが比較されている因子のカテゴリの数である．

Dunn-Sidakの検定: この検定は，Bonferroniの検定から派生している．これはいくつかの
状況でより信頼できる．

以下の検定は，結果が各カテゴリについて検定される残りの組み合わせの数による繰り返し手

順に基づいているので，より複雑である．

Newman-Keuls'の検定 (SNK): この検定は，Studentの検定から派生していて（SNK:
Student Newman-Keuls），あまり信頼できないのだが，とてもよく使用される．

Duncanの検定: この検定はあまり使用されない．

REGWQ 検定: この検定は，ほとんどの状況で最も信頼できるものの1つである (REGW:
Ryan-Einot-Gabriel-Welsch).

もう1つのアプローチが Benjamini-Hochberg オプションによって可能:偽発見率(FDR : False
Discovery Rate) をコントロールするには，このオプションを使用する．このp値罰則手順は，
あまりコンサバティブ（厳格）ではない．

α =′
 ,

g(g − 1)/2
α

α =′ 1 − (1 − α) .2/[g(g−1)]
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Games-Howell (GH) 検定は，分散が等質性を欠いている場合の1元配置ANOVAで使用でき
る．標本サイズが等しくなくても使用できるが，最小の標本が5要素以上で使用することを推

奨する．それ以外はリベラル（ゆる）すぎる．**TamhaneのT2**検定は，よりコンサバティブ
であるが，GH検定のようには強力でない．

上記の検定はすべて，カテゴリのすべての対の間で比較することができ，MCA 検定ファミリ
（Multiple Comparisons of All, または All-Pairwise Comparisons）に属する．

その他の検定は，すべてのカテゴリとコントロール・カテゴリの間で比較がなされる． これら
の検定は，MCB 検定（ Multiple Comparisons with the Best,または  Comparisons with a
control）と呼ばれる．XLSTAT は，最もよく使用される  Dunnett 検定を提供する．3つの
Dunnett 検定がある：

両側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説が2つのカテゴリの平均が異なることを仮定する．

左側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説がコントロール・カテゴリの平均が，検定されるカテゴリの平均よりも
低いことを仮定する．

右側検定: 帰無仮説が検定されるカテゴリとコントロール・カテゴリの間の等質性を仮定

する．対立仮説がコントロール・カテゴリの平均が，検定されるカテゴリの平均よりも
高いことを仮定する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:
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Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択してください．複数の変数を選択した場合，XLSTAT
は，各変数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オ
プションが有効になっていることを確認してください．

すべての反復で1列: 従属変数が1列のみで構成されている場合，このオプションを有効にして
ください．その場合，反復の名前を持つ1つの変数と被験者の名前を持つもう1つの変数を説明

変数として選ばなければなりません．より詳細は，混合モデルの章を参照してください．

反復ごとに1列: 従属変数がT回の反復についてT列ある場合は，このオプションを有効にしてく
ださい．その場合，因子を選択するときに，反復という因子と，被験者という因子が現れま
す．

X / 説明変数:

質的変数: Excel ワークシートで質的説明変数（因子）を選択してください．どのようなタイプ
のデータでも選択できますが，数値データは自動的に名義値とみなされます．変数ヘッダが選

択された場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認してください．

量的変数: Excel シートで1つまたは複数の量的変数を選択してください．変数ラベルが選択さ
れた場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認してください．質的変数

が選択されていない場合は，反復測定線形回帰になります．質的変数と量的変数が選択された
場合は，反復測定ANCOVAになります．説明変数が選択されていない場合は，一元反復測定

ANOVAになります．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

変数ラベル: データ選択（従属および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にしてください．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にしてください．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となります． 重み
は，0以上でなければなりません．2の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当

します．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認してく
ださい．

回帰重み: 重みつき最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にしてください．
このオプションを有効にしない場合，重みは 1とみなされます．.重みは，0以上でなければな
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りません．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認して
ください．

オプション タブ:

固定定数: 回帰モデルの定数を固定するには，このオプションを有効にして，値を入力してく
ださい（デフォルトは0 ）．

許容度: 値が一定であるか，またはすでにモデル中に使用されている他の変数と相関しすぎて
いる変数をOLS回帰の計算で考慮に入れるのを避けるには，このオプションを有効にしてくだ
さい（デフォルトは0.0001 ）．

交互作用 / 水準: モデル中に交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大交互作

用水準（1 から 4の値）を入力してください．

入れ子効果: モデルに入れ子効果を含めるには，このオプションを有効にしてください．

信頼区間 (%): さまざまな検定，およびパラメータと予測値の信頼区間を計算するために使用す
る信頼区間のパーセンテージ範囲を入力してください．デフォルト値： 95．

制約: さまざまなオプションについての詳細は，解説の節にあります．.

a1 = 0: 各因子の最初のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有効にし
てください．

an = 0: 各因子の最後のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有効にし
てください．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にしてください．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

平均またはM頻値: 欠損値を推定するために，対応する変数の平均（量的変数）または最

頻値（質的変数）を用いるには，このオプションを有効にしてください．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にしてください．

出力 タブ:



データ・モデリング  365 反復測定ANOVA  

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にしてくださ
い．

分散分析: 各反復 t の分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にしてください．

Type I/III SS: 反復t に関係する各ANOVA のType I および Type III 平方和の表を表示するには，
このオプションを有効にしてください．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にしてください．.

予想値と残差: すべてのオブザベーションについて予測値と残差を表示するには，このオプシ
ョンを有効にしてください．

多重比較:

多重比較検定に関する情報は，解説の節にあります．

すべての因子に適用: すべての因子に選択された検定を計算するには，このオプションを有効

にしてください．

M小2乗平均を使用: 最小2乗推定（モデルのパラメータから得られた）を用いて平均を比較す
るには，このオプションを有効にしてください．このオプションを有効にしてない場合，デー
タに基づくそれらの推定を用いて平均が比較されます．

昇順にソート: 比較されたカテゴリを昇順に並べるには，このオプションを有効にしてくださ
い．ソートの基準はそれぞれの平均です．このオプションが有効でない場合，ソートは降順で
す．

ぺアワイズ比較: このオプションを有効にして，比較手法を選んでください．.

対照群と比較: このオプションを有効にして，実行したい Dunnett 検定のタイプを選んでくだ
さい．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰チャートを表示するには，このオプションを有効にしてください:

予測値と残差: 下のグラフを表示するには，このオプションを有効にしてください．

(1) 回帰の線: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合のみ表示され
ます．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場

合のみ表示されます．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．
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(5) 標準化残差の棒グラフ．

平均グラフ: さまざまな因子のさまざまなカテゴリの平均を表示するために使用するグラフを
表示するには，このオプションを有効にしてください．

因子と反復ダイアログ・ボックス  

最初のダイアログが消えると，2番目のダイアログが現れ，各因子の性質を明確にすることが
できます．固定因子（固定効果），反復測定因子，被験者因子を選択する必要があります．反
復ごとに1列 のレイアウトを選択すると，反復測定という因子と被験者という因子が表示さ
れ，それぞれ反復測定因子と被験者因子として選択しなければなりません．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示す． オブザ
ベーションの数，欠損値，非欠損値の数，平均，分散（不偏）が，従属変数(青)と量的説明変

数について表示される．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それぞれの
度数とともに表示される．

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で，  はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選択したモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: Thモデルの決定係数．値が0から1の間のこの係数は，モデルの定数がユーザーによ
って固定されていない場合のみ表示される．その値は，次式で定義される：

R² は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． R² が 1に近いほ
ど，良いモデルである．R² の問題は，モデルを適合するために使用している変数の数を考慮に
入れていないことである．

調整済み R²: モデルの修正済み決定係数．修正済み R² は，R² がゼロに近い場合，負数

になることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されていない場

合のみ計算される．その値は次式によって定義される：

調整済み R² は，モデルに使用した変数の数を考慮に入れて，R² を補正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

n

W

R =2
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RMSE: 平均2乗誤差平方根 (RMSE) は MSEの平方根．

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error） は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は次数（order） 1の自己相関係数で，モデルの残差が自己相関していないことを確認

するために使用する．残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを仮定している．
ユーザーは，残差の独立性仮説が採択できることを確認するために， Durbin-Watson 統計量の
表を参照できる．

Cp: MallowsのCp 係数は，次式で定義される：

ここで SSE は p 個の説明変数によるモデルの誤差の平方和で，  はすべての説明変数からな
るモデルの残差の分散の推定．Cp 係数が p*に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC 基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：
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雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．

分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設定さ
れていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数のみ
を含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場合，従

属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効になっている場合は，対応する表が表示される．

Type I SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのFに
関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視化するのに
使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄

与度がより高い．Type I 表での平方和は，常にモデル平方和とつじつまが合う．注意：モデル
中での変数が選択される順序が，得られる値に影響する．

Type II SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべて の変数が維持されているモ
デルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすで
に存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル
中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．

Type III SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持されて，効果

の存在（交互作用）が期待されるモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が
低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．
注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．
交互作用がないか，または計画がバランスしている場合，Type II とType IIIは同一である．

モデルのパラメータ の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する確

率，および信頼区間を表示する．

標準化係数 （ベータ係数）の表は，変数の相対重みを比較するのに使用する．係数の絶対値が
大きいほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値0（これは標

準化係数のグラフで簡単に見られる）の場合，モデル中の変数の重みは有意でない．

予測値と残差 の表は，各オブザベーションについて，その重み，質的説明変数の値を示す．従

属変数の観察された値が1個だけの場合，モデルの予測値，残差，ダイアログ・ボックスで対

応するオプションが有効になっている場合は，調整済み予測値とともに信頼区間が示される．
2種類の信頼区間が表示される：平均の信頼区間（説明変数の任意の値の集合を持つ無限数の
オブザベーションで予測がなされた場合に対応する）と単独の予測値（説明変数の任意の値に
ついての単独の予測値の場合に対応する）．2番目の区間は常に1番目よりも大きく，ランダム
な値がより大きい．検証データが選択された場合，それらが表の最後に表示される．

PC =  ⋅
W − p∗

(1 − R )(W + p )2 ∗
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上記の結果を示す**チャート**が続く． モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート** が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

最後に反復測定分析に関係する表が表示される：

Mauchlyの球形性検定 は，反復測定間の共分散行列の球形性を検定するのに使用される．これ
は，小規模な標本では検定力が小さく信用できない． この表では，Greenhouse-Geisser およ
び Huynt-Feldt のイプシロンも発見できます．これらが1に近いほど，共分散行列はより球形で
ある．

そして，**被験者内効果の検定**が表示される．これは，どの因子が反復にわたって有意な効

果を持っているかを示す．

そして，**被験者間効果の検定**が表示される．これは，反復間ではなく，被験者間のどの因

子が効果を持っているか（1人の被験者ともう1人の被験者の被験者で有意な差がある）を示

す．

参考文献  

反復測定ANOVAのチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにあります:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの反復測定ANOVAチュートリアル?language=ja
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混合モデル  
反復因子，ランダム成分または反復測定によるANOVA モデルを構築するには，このツールを
使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

因子と交互作用ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

混合モデルは，一般線形モデルと同じ原理に基づく複雑なモデルである．それらは，一方で反

復測定のコンセプトを，もう一方でランダム（確率）因子のコンセプトを考慮に入れることが
できるようにする．説明変数は，量的変数でも質的変数でも可能である．混合モデルの枠組み
内では，説明変数はしばしば因子と呼ばれる．XLSTAT は，反復測定ANOVA を実行するため
に，混合モデルを使用する．

混合モデルは，次式で書ける：

ここで は従属変数， はすべての固定因子（これらの因子は，伝統的なOLS回帰変数または
ANOVA因子）を収集し，  は固定因子に関係するパラメータのベクトル， はすべての変量

効果（固定して設定できない因子）を収集する行列，  は変量効果に関係するパラメータのベ
クトル，そして ， は誤差ベクトルである．一般線形モデルと混合モデルとの主な違いは，

 および  である．

すなわち:

の分散は，次式のように書ける： ，ここで は および の
未知のパラメータに関係するパラメータのベクトルである．すなわち， .

推定するモデルによって，行列 および は異なる形をとる：

• 伝統の線形モデルでは，  かつ が成り立つ．

y = Xβ + Zγ + ϵ (1)

y X

β Z

γ

ϵ

γ ∼ N(0,G(θ  ))G ϵ ∼ N(0,R(θ  ))R

E  =[γ
ϵ

]   and V ar  =[0
0

] [γ
ϵ

]   [G
0

0
R

]

y V ar(y) = V (θ) = Z GZ +′ R θ G R

y ∼ N(Xβ,V (θ))

R G

Z = 0 R = σ I  

2
n
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• 反復測定ANOVAでは，  かつ が成り立つ．ここで はユーザー
が定義した計画による正方ブロック行列である．各ブロックは，同じ被験者の異なる測

定（それは相関する）の間の共分散を収集する．説明変数は，すべて質的変数である．

For a random component model, we have , where  is a matrix with a user-defined
design.• ランダム・コンポーネント・モデルでは，  が成り立つ．ここで
はユーザーが定義した計画による行列である．

以下の表は， 行列および 行列（次元 ）のXLSTAT 内で実装された計画を示す：

共分散構造 パラメータの数 式

分散成分
変量因子の数 (変量因子なしの
場合 =1)

, は 番目の行に関係す
る変量効果

自己回帰(1) 2

複合対称性 2

無構造

Toeplitz （テプリ
ッツ）

Toeplitz(q) Min(p,q)

パラメータ推定は，最大尤度アプローチを用いて実行される．2つの手法がある：伝統的な最

尤法 (ML) と制限付き最尤法 (REML)． XLSTATでは後者がデフォルトである．尤度関数は次式

で与えられる：

ここで . パラメータは １次と2次の導関数を用いて得られる．これ
らの行列の詳細については，Wolfinger, Tobias および Sall (1994)を参照できる．  パラメータ
を得るために分析手法を使用することは不可能である．XLSTAT は，計算の間，分散をプロフ
ァイルせず，共分散行列の初期値は一般線形モデルによって得られる分散である．したがっ
て，我々は， の推定を得るためにNewton-Raphson反復アルゴリズムを使用する． が得られ
ると，下記の方程式系を解くことによって，係数 と が計算される：

我々は次式を得る：

Z = 0 cov(ϵ) = R(θ) R

G

cov(γ) = G G

R G p × p

σ  =ij σ  I  k
2

(i=j) k i

σ  =ij σ ρ2 ∣i−j∣

σ  =ij σ  +1 σ I  

2
(i=j)

p(p + 1)/2 σ  =ij σ  ij

p σ  =ij σ  ∣i−j∣+1

σ  =ij σ  I  ∣i−j∣+1 (∣i−j∣<q)

l  (G,R) =REML −  log ∣
2
1

V ∣ −  log ∣
2
1

X V X ∣′ −1 −  r V r −
2
1 ′ −1

 log(2π)
2

n − p
(2)

r = y − X  β̂ l  (G,R)REML

θ θ

β γ

   =[X X′R̂−1

Z X′R̂−1
X Z′R̂−1

Z Z +′R̂−1 Ĝ−1] [  β̂

 γ̂
]  [X y′R̂−1

Z y′R̂−1 ] (3)
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ここで  は，一般逆行列である．モデルの解釈は，線形の場合と同じ方法でなされる．

データ形式

混合モデルの枠組み内では，データは特定の形式を持つ：

反復測定がない場合は，各固定因子に関係する変数ごとに1列と各変量効果に関係する変数ご
とに1列となる．

反復測定がある場合は，すべての反復が順々になっていなければならない．我々は，各反復に
1列を持つことはできない．したがって，各反復を識別する因子と各反復内で扱われる被験者

を識別する因子を定義する．したがって，3 回の反復と 2人の被験者によるデータで，そし
て，2人の被験者について時間 と で測定された変数について，我々は以下の表を得る：

fact.rep fact.suj

1 1

1 2

2 1

2 2

3 1

3 2

XLSTAT は，反復測定因子と被験者因子を選択することを可能にする．これらの因子は，質的

変数であり，反復測定ANOVAに必要で，混合モデルに利用可能である．

交互作用

交互作用は，少なくとも2つの因子の間の交互作用を反映する人工的な（測定されていない）
因子を意味する．たとえば，植物の手入れを実行する際，2つの異なる光の強さのもとで検定

が行われ，我々は，2つの因子の間の可能な交互作用を識別するのに使用する交互作用因子

treatment*light をモデル中に含めることができる．2つの因子の間に交互作用がある場合，我々

は光が強く，手入れがタイプ2であるときの植物で有意に大きな効果を観察するであろう．一

方，弱い光で手入れと強い光で手入れ1 の組み合わせでは，効果が平均的である．

線形回帰を平行にするため，交互作用は連続の説明値の間の積に相当する．質的変数では，こ
れはもう少し複雑になり，モデルでの多重共線性を避けるために制約を定義しなければならな
い（下記参照）．ただし，因子Aと因子Bの間の交互作用を表現する表記法は，A*Bである．

モデル中に使用する交互作用は， XLSTATでは簡単に定義できる．

  

 β̂

 γ̂

= X X X y( ′ V̂ −1 )
−

′ V̂ −1

= Z y − X  Ĝ ′ V̂ −1 ( β̂)
(4)

()−

T  1 T  2

X

x  1
T  1

x  1
T  2

x  1
T  2

x  2
T  1

x  1
T  3

x  2
T  3
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制約

計算の間，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全な分離表 である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す： 個のカテゴリがある場合，副行列の階は ではなく である．これは，副行列の1つ
の列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後であろうとしている解釈に
よって複数の戦略がある：

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ1の従属変数の平均に等し
くなる．

2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ の従属変数の平均に等し
くなる．

注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には影響し
ない．

推論と検定

XLSTAT は，固定因子のtype I, II および III の検定を計算することができる．これらの検定の原

理は，線形モデルの場合のそれと同じである．とはいうものの，それらの計算はやや異なる．
これらのすべての検定は，下記のF 統計量に基づく：

ここで  は各固定因子に関係する固有の行列で，検定のタイプによって異なる．我々は
を用いる．p値は，  および  自由度を持つフッ

シャー分布を用いて得られる．推定されたモデルによって，  が成り立

ち，  は推定されるモデルに依存する．XLSTATは下記を使用する：

変量効果を選択する場合，contain 法を使用する: .

変量効果を選択しない場合，residual 法を使用する: .

非釣り合いデータセットの場合  Satterthwaite's approximation 法を使用する : 
.

ここで  はDの 番目の対角要素で， は で計算された に関する の勾配であ
る．

 は のスペクトル分解から得られる．ここで  は固有ベクトルの直交行列

で， は次元 の固有値の対角行列である． は の 番目の行である．

g g g − 1

g

F =  

r

L (L(X X) L ) L  β̂ ′ ′ ′ V̂ −1 − ′ − β̂

L r =
rang(L(X X) L )′ V̂ −1 − ′ Num.DF Den.DF

Num.DF = rank(L)
Den.DF

Den.DDL = N − rang(XZ)

Den .DDL = n − rang(X)

Den .DDL =  

E−q
2E

with E =   I(v  >
m=1

∑
q

v  − 2m

v  m
m 2); v  =m  ;

g  Ag  m
′

m

2(D  )m
2

D  m m g  m θ̂ θ l  Cgl  m m
′

D  m =LCL′^ P DP′ P

D q × q l  m PL m



データ・モデリング  375 混合モデル  

, where  は行列の一般化逆行列で， は固定パラメータの分散/共分散

行列に一致し， は未知の分散パラメータ（混合モデルの変量および残差部）のベクトルであ
る．

多重比較検定（ 反復測定 ANOVAのみ)

伝統的なANOVAと同様，反復測定 ANOVA では，多重比較が実行できる．これは，因子のさま
ざまなカテゴリが有意に異なるか否かを確認することを目的にしている．たとえば，4つの処

理が植物に適用されるこのケースでは，手入れが有意な効果を持つかだけではなく，手入れに
よって異なる効果を持つかどうかを知りたい．

カテゴリの平均を比較するために，たくさんの検定が提案されてきた．これらの検定のほとん
どは，標本が正規分布していることを仮定する．XLSTAT は，主要な検定を提供する．反復測

定ANOVAの場合，最大尤度推定を用いて標準偏差が得られる．検定についてのより詳細は，
ANOVA の解説の節を参照せよ．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTAT は，各変

数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプション
が有効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

C = (X V X)′ −1 − ()− C

θ
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量的変数: ANCOVA 分析を実行するには，このオプションを有効にする．そして，Excel ワー
クシートで量的説明変数を選択する．選択されるデータは，数値タイプでなければならない．
変数ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

質的変数: Excel ワークシートで質的説明変数（因子）を選択する．どのようなタイプのデータ
でも選択できるが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択された場合

は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択(従属変数，説明変数．重み，オブザベーション・ラベル)の最初の行が
ヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは，0以上でなけ
ればならない．2 の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当する．列ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

回帰重み: 重みつき最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは 1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

固定定数（切片）: 回帰モデルの定数を固定するには，このオプションを有効にして，値を入

力する（デフォルトは0 ）．

許容度: 値が一定であるか，またはすでにモデル中に使用されている他の変数と相関しすぎて
いる変数をOLS回帰の計算で考慮に入れるのをやめるには，このオプションを有効にしてくあ
さい（デフォルトは0.0001 ）．

交互作用/ 水準: モデル中に交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大交互作

用水準（1 から 4の値）を入力する．

信頼区間 (%): さまざまな検定，およびパラメータと予測値の信頼区間を計算するために使用す
る信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95.

制約: さまざまなオプションについての詳細は，解説の節にある．
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a1 = 0: 各因子の最初のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有効にす
る．

an = 0: 各因子の最後のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有効にす
る．

反復測定: モデルに反復測定を含めたい場合は，このオプションを有効にする．

共分散構造: R 行列にしたい共分散構造を選ぶ． XLSTAT は次の構造を提供する：自己回帰(1),
複合対称性, Toeplitz, Toeplitz(q), 無構造 および分散コンポーネント． さまざまなオプションの
詳細は，解説の節にある．

変量効果（混合モデルのみ）: モデルに変量効果を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．

共分散構造: R 行列にしたい共分散構造を選ぶ． XLSTAT は次の構造を提供する：自己回帰(1),
複合対称性, Toeplitz, Toeplitz(q), 無構造 および分散コンポーネント． さまざまざまなオプショ
ンの詳細は，解説の節にある．

Satterthwaiteのt検定: 分母の自由度のSatterthwaiteの公式を用いて，固定係数 ベータ のt検定

を計算するには，このオプションを有効にする．固定効果の検定に関するF検定も，個の方法

によって計算される．非釣り合いデータセットでの混合モデルは，Satterthwaite 近似を用いて
自動的に計算される．

Newton-Raphsonの初期値: 繰り返しNewton-Raphsonアルゴリズムに初期値を設定する方法

を選択する． OLSオプションを使用して通常の最小2乗初期値を指定するか，MIVQUE0 (最小

分散2次不偏推定値)のいずれかを選択する． 共分散構造が基本の場合，MIVQUE0推定値は
REML推定値となる．より複雑な共分散構造では，最適化ルーチンが妥当な推定値で収束でき
るように，母集団の値にできるだけ近づけるために，MIVQUE0が選ばれる．

推定法: モデルを推定するために REML と ML のいずれかを選ぶ．詳細は，解説の節にある．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数に平均（量的変数）または最頻値（質的変数）で欠損値

を推定するには，このオプションを有効にする．
M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

一般:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．
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相関: 量的変数の（従属変数または説明変数）の相関行列を表示するには，このオプションを
有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

共分散パラメータ: 共分散パラメータの表を表示するには，このオプションを有効にする．

Null モデル尤度比検定: null モデル尤度比検定の結果を表示するには，このオプションを有効

にする．

固定効果係数: 固定効果係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．

変量因子係数（混合モデルのみ）: 変量効果係数の表を表示するには，このオプションを有効

にする．

固定効果のType III 検定: 固定効果の type III 検定の結果を表示するには，このオプションを有

効にする．

固定効果のType I 検定: 固定効果のtype I 検定の結果を表示するには，このオプションを有効に
する．

固定効果のType II 検定: 固定効果のtype II検定の結果を表示するには，このオプションを有効

にする．

R 行列: 最初の被験者についての誤差共分散行列 R を表示するには，このオプションを有効に
する．

G 行列（混合モデルのみ）: 変量効果共分散行列 Gを表示するには，このオプションを有効に
する．

残差:

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

原残差: 予測値と残差の表に原残差を表示するには，このオプションを有効にする．

スチューデント化残差: 予測値と残差の表にスチューデント化残差を表示するには，この
オプションを有効にする．

ピアソン残差: 予測値と残差の表にピアソン残差を表示するには，このオプションを有効

にする．

比較（反復測定 ANOVAのみ）:

多重比較:

多重比較検定に関する情報は，解説の節にある．

すべての因子に適用: すべての因子について選択された検定を計算するには，このオプション
を有効にする．
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M小2乗平均を使用: 最小2乗平均（モデルのパラメータから得られる）を使用して平均を比較

するには，このオプションを有効にする．このオプションが有効でない場合，平均はデータに
基づく推定を用いて比較される．

昇順: 比較されるカテゴリを昇順でソートするには，このオプションを有効にする．ソートの
基準は，それぞれの平均である．このオプションが有効でない場合，ソートは降順である．

ペアワイズ比較: このオプションを有効にして，比較手法を選ぶ．

因子と交互作用ダイアログ・ボックス  

最初のダイアログ・ボックスが消えると，2番目のダイアログ・ボックスが現れて，各因子が
どのタイプの因子に対応するかを可能にする．ダイアログ・ボックスのレイアウトと目的は，
実行したいANOVA のタイプによる：

反復測定が選択された場合，固定因子（固定効果），反復因子，および被験者因子を選択する
必要がある．

変量効果が選択された場合，どの因子が固定で，どの因子がランダムであるかを指定する必要

がある．

反復測定と変量効果の両方が選択された場合，どの因子が固定で，どの因子がランダムかを指

定し，どれが反復因子で，どれが被験者因子であるかを定義する必要がある．

各因子は，1回だけ選択されなければならない．反復因子と被験者因子は，質的変数でなけれ
ばならない．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示す． オブザ
ベーションの数，欠損値，非欠損値の数，平均，分散（不偏）が，従属変数(青)と量的説明変

数について表示される．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それぞれの
度数とともに表示される．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で，n はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で，W は重みの
合計．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

AIC = −2l(θ) + 2d
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ここで l は尤度関数で，d は推定されるパラメータの数に等しい．赤池 (1973) によって提案さ
れたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback とLeiblerの測度 (1951)を使用してい
る．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量を提供しない場合，モデルを罰す
るモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定している．目的は AIC 基準を最小化す
ることである．

AICC: AIC から派生したこの基準は，次式で定義される：

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

CAIC: この基準 (Bodzogan, 1987) は，次式で定義される：

繰り返し: この値は，Newton-Raphson アルゴリズムの収束に達するために必要な繰り返

しの数を与える．

共分散パラメータ: この値は，共分散行列 V で推定されるパラメータの数を与える．

固定効果の数: この値は，選択された固定効果の数を与える．

変量効果: この値は，選択された変量効果の数を与える．

共分散パラメータ – 反復因子: この表は，反復因子に関係する共分散パラメータを表示する．
各パラメータについて，対応する標準誤差，Z 統計量，対応する確率，および信頼区間が提示

される．

共分散パラメータ – 変量因子（混合モデルのみ）: この表は，変量因子に関係する共分散パラ
メータを表示する．各パラメータについて，対応する標準誤差，Z 統計量，対応する確率，お
よび信頼区間が提示される． Null モデル尤度比検定の表 は，nullモデルの尤度と選択されたモ
デルの尤度を比較する． 尤度比，カイ2乗統計量，および対応する確率が表示される．

モデル・パラメータ の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Student のt，対応する確

率，そして信頼区間を表示する．

変量効果係数 （混合モデルのみ）の表は，変量効果の推定，対応する標準誤差，自由度の数，

Student のt，対応する確率，そして信頼区間を表示する．

固定効果の Type I 検定とType III 検定がリクエストされた場合，対応する表が表示される．

**固定効果のType I 検定**の 表の値は，Fisher のF または対応するp-値によって，説明変数を
追加していくことの，モデルの適合における影響を評価するために用いる．確率が低いほど，
（先に追加されたすべての変数がモデル中にあることを仮定して）モデルに対する変数の寄与

度が大きい．

AICC = −2l(θ) + 2dn/(n − d − 1)

SBC = −2l(θ) + d ln(n)

CAIC = −2l(θ) + d(ln(n) + 1)
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注意: モデル中で変数が選択される順番が，得られる値に影響する．

**固定効果のType III 検定**の表の値は，Fisher のF または対応するp-値によって，説明変数を
除去していく（他のすべての変数は残っている）ことの影響を評価するために用いる．確率が
低いほど，（他のすべての変数がモデル中にすでに存在しているとして）モデルへのその変数

の寄与度が大きい．

注意: 固定効果のType I 検定とは異なり，モデル中で変数が選択される順番は，得られる値に
何も影響しない．

**予測と残差**の表は，各オブザベーションについて，その重み，従属変数の観察された値，

そのモデルの予測，残差，信頼区間を示す．複数の種類の残差が表示される：

原残差:

チューデント化残差:

Pearsonの残差:

1つまたはそれ以上の変量効果が選択されると，次式が成り立つ:

条件付き原残差:

スチューデント化条件付き残差:

Pearsonの条件付き残差:

多重比較検定がリクエストされると，対応する結果が表示される．

事例  

反復測定ANOVA に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある：

r  =i y  −i x   i
′ β̂

r  =i
stud
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r  i
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 var(y  )i

r  i
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https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの混合モデルを用いた反復測定ANOVAチュートリアル?
language=ja

変量成分モデルに関するチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのランダム成分混合モデル-チュートリアル?language=ja
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多変量分散分析（MANOVA）  
複数の釣り合い型または非釣り合い型の因子で MANOVA (Multivariate ANalysis Of Variance：
多変量分散分析)を実行するには，このモデルを使用する．高度なオプションは，モデルでの信

頼水準を選んで，因子間の交互作用を考慮に入れることを可能にする．多変量検定が計算でき
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

MANOVAはANOVAと同じ概念的枠組みを用いる．主な違いは，従属変数の性質に由来する: 1
つだけではなく，多数のそれを調査することができる．MANOVAでは，説明変数はしばしば因

子と呼ばれる．因子の効果が，複数の応答変数の組み合わせで推定される．

複数同時 ANOVAに反してMANOVAの利点は，データに含まれる情報のより豊富な使用の結

果，応答変数間の相関を考慮に入れることにある．

MANOVA は，複数の応答変数での因子の水準の組み合わせの間で，有意な差の存在を検定す
る．またMANOVAはANOVA によって検定されるすべての仮説の同時検定を可能にし，因子の
水準間の差をより良く検出することができる．

さらに，1つのMANOVAでなく複数のANOVAの計算は，帰無仮説を誤って棄却する確率である
第一種の過誤を増大させる．

応答変数の潜在共変動は複数のANOVAでは考慮されない．一方，MANOVAは因子の水準間の
平均の差と説明変数間の共変動の両方に敏感である．応答変数間の潜在相関は，MANOVAの場

合のように，これらの変数が一緒に調査されるとき，より検出されやすい．

説明用の事例として2元配置MANOVAを考えよう．モデルは次式のように書かれる：

ここで はAのi 番目の水準で Bのj番目の水準のk番目のオブザベーションである． はモデル
の誤差である．

MANOVAで用いる仮説は， 線形回帰で使用するそれと同一である：誤差 は，同じ正規分布

に従い独立である．

線形回帰の結果で提案されているさまざまな検定を使用するために，前提の仮説が正しく検証

されたということをレトロスペクティブ（後ろ向き）に確認するべきである．残差の正規性

y  =ijk μ + α  +i β  +j αβ  +ij ϵ  ijk (1)

y  ijk ϵ

ϵ

N(0, s)
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は，チャートを分析するか，または正規性の検定を用いて確認できる．残差の独立は，チャー
トを分析するか，Durbin Watson 検定を用いて確認できる．

交互作用

交互作用とは，最後の2つの測定因子の間の交互作用を反映する人工的な因子（非測定）を意

味する．たとえば，もし我々が植物の手入れをするとして，2種類の光量でテストを行うとし
たら，我々は交互作用因子treatment*light をモデルに含めることができ，それは2つの因子の間

に可能な交互作用を識別するために使用される．2つの因子の間に交互作用があるならば，
我々は光が強く手入れがタイプ2であるときに，植物に著しく大きな効果が観察されるが，弱

い光で手入れ2の場合と強い光で手入れ1の組み合わせでは，効果が平均的である．

線形回帰と並列にするために，交互作用は連続説明変数の間の積に相当するが，ここで得てい
る交互作用は2つの変数間の単純な掛け算以外に何も要求しない．ただし，因子A と因子B の間

の交互作用を表すのに使用去れる表記は A*Bである．

モデル中に使用される交互作用が，XLSTATでは簡単に定義できる．

釣り合い型および非釣り合い型MANOVA

カテゴリの数が因子のすべての組み合わせで等しいとき，我々は釣り合い型MANOVAについて
議論する．因子の組み合わせの1つであるべてのカテゴリの数が等しくないとき，その
MANOVA は非釣り合い型だという．XLSTAT は両方の場合を取り扱える．

制約

計算の間，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全分離表 である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す： 個のカテゴリがある場合，副行列の階は ではなく である．これは，副行列の1つの
列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後であろうとしている解釈によ
って複数の戦略がある：

a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を標

準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ1の従属変数の平均に等しく
なる．

さらに，少なくともオブザベーションの数が従属変数の数とモデルに含まれる因子と従属変数

の数 (+1)に等しいはずである．

多変量検定

MANOVAの主要な応用の1つは，因子のさまざまなカテゴリでのパラメータが有意に異なるか
否かを検定する多変量比較検定である．たとえば，植物に4つの手入れが適用される場合，

我々は，手入れが有意な効果を持つか，また手入れによって異なる効果を持つかを知りたい．

各カテゴリの平均を比較するために，多数の検定が提案されてきた．それらのほとんどは，誤

差行列 と検定される仮説  を象徴する行列（それは行列  の固有値である ）との間の
関係性に頼っている．XLSTATは以下の主要な検定を提供する：

Wilks Lambda 検定: Wilks Lambda (1932)としても知れる尤度比検定統計量は，次式で与えら
れる：

g g g − 1

E H E H−1



データ・モデリング  385 多変量分散分析（MANOVA）  

誤差  が合計 SSCP 行列 と比較して小さいことを示す小さい値のLambda で，帰無仮

説が棄却される．この検定は，最もよく使用される．

Hotelling-Lawleyのトレース検定:

と比較して大きな は，より大きなトレースを示す．ゆえに，大きな値の では，効果な
しの帰無仮説が棄却される．すべての因子が厳密に2水準であれば，この検定が有効である．

Pillaiのトレース検定:

Hotelling-Lawleyのトレースと同様， に対して が相対的に大きいことを示す大きな値の
では帰無仮説が棄却される．すべての標本が同じ下図のオブザベーションを持つ場合に，この
検定が有効である．

RoyのM大根検定:

この検定で計算されるp値は，常に他の検定よりも小さい．Royの検定は，強力ではあるがロバ
ストな検定ではない．この理由により，これは推奨されない． T

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

Lambda =   

i=1

∏
m

1 + λ  i

1

E E + H

T  =HL  λ  =
i=1

∑
m

i Trace(E H)−1

E H T  HL

T  =P   =
i=1

∑
m

1 + λ  i

λi Trace((E + H) H)−1

E H T  p

λ  =max max  λ  1≤i≤m i
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択すると，XLSTATは，それぞれの変数ご
とに，別々に計算を実行する．列ヘッダが選択されると，"変数ラベル" オプションが有効にさ
れていること確認する．

X / 説明変数:

Excel ワークシートで質的説明変数（因子）を選択する．選択されるデータはどのような種類

でも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数のヘッダが選択されてい
ると，"変数ラベル"オプションが有効にされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは，0以上でなけ
ればならない．2 の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当する．列ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

信頼区間 (%): さまざまな検定のための信頼区間のパーセンテージ範囲を入れる．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，交互作用の水

準の最大（1から 4の間の値)を入れる．

欠損値 タブ:
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オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を採用しない: 欠損値を避けるには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

SSCP行列: 因子と交互作用のSSCP行列を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値: 各因子および交互作用で取得されるSSCP行列の固有値を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

検定結果 : 統計的検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

Wilks Lambda 検定(Rao 近似): Lambda統計と関連するp値の結果を表示するには，この
オプションを有効にする．

Hotelling-Lawleyトレース: Hotelling-Lawleyのトレース検定の結果を表示するには，この
オプションを有効にする．

Pillaiトレース: Pillaiのトレース検定の結果を表示するには，このオプションを有効にす
る．

RoyM大根: Royの最大根検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択された遠陬の簡単な統計量を示す．オブザベーションの数，

欠損値，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が，従属変数について（青色）と量的説

明変数について表示される．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前がそれらの
それぞれの度数とともに表示される．

因子水準の平均: この表は，各水準での因子と量的変数の平均値を提供する．

SSCP行列: これらの表は，因子および因子間の交互作用の効果の一般的な概観を与えるために
表示される．

Wilksの検定 (Raoの近似): この表は，さまざまな水準での平均ベクトルの同等性の仮説を検定

するWilksのLambda検定の結果を提供する．この検定の詳細は，解説パラグラフで説明してい
る．

Hotelling-Lawley 検定: この表は，さまざまな水準での平均ベクトルの同等性の仮説を検定す
る Hotelling-Lawleyトレース検定の結果を提供する．この検定の詳細は，解説パラグラフで説

明している．

Pillaiの検定: この表は，さまざまな水準での平均ベクトルの同等性の仮説を検定するPillaiのト
レース検定の結果を提供する．この検定の詳細は， 解説パラグラフで説明している．



データ・モデリング  388 多変量分散分析（MANOVA）  

Royの検定: この表は，さまざまな水準での平均ベクトルの同等性の仮説を検定するRoyの最大

根検定の結果を提供する．この検定の詳細は， 解説パラグラフで説明している．

事例  

一元配置 MANOVAのチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excel での一 元 配 置 -one-way-MANOVA チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Barker H. R. & Barker B. M. (1984). Multivariate analysis of variance (MANOVA): a practical
guide to its use in scientific decision-making., University of Alabama Press.

Gentle, J. E., Härdle W. K. & Mori Y. (2012 ). Handbook of computational statistics: concepts
and methods., Springer Science & Business Media.

Hand D ;J. & Taylor C.C. (1987). Multivariate analysis of variance and repeated measures: a
practical approach for behavioural scientists., Chapman & Hall.

Taylor, A. (2011). Multivariate Analyses of variance with manova and GLM.
psy.mq.edu.au/psystat/documents/Multivariate.pdf

Zetterberg, P. (2013). Effects of unbalancedness and heteroscedasticity on two way MANOVA.,
Department of statistics, Stockholm University.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%85%83%E9%85%8D%E7%BD%AE-one-way-MANOVA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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ロジスティック回帰  
量的説明変数や質的説明変数を用いて，二項，多項または順序変数をモデルするには，ロジス
ティック回帰を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ロジスティック回帰は，二項変数（典型的にはバイナリ），多項変数（2つより多くのカテゴ
リを持つ質的変数），または順序変数（順序づけされた値を持つ多値変数）をモデルすること
ができるのでよく使用される．医療分野（患者がよくなるか否か），社会学（調査分析），疫

学および薬学，定量的マーケティング（商品がある行動に従って購入されるか否か），金融に
おけるリスクのモデル（スコアリング）などにおいてよく使用される．

ロジスティック回帰モデルの原理は，イベントの生起または非生起を説明変数にリンクさせる
ことである．たとえば，植物検疫のドメインでは，どの化学薬品の投与から害虫を駆除できる
かを発見するために探索している．

二項ロジスティック回帰

ロジスティックおよび線形回帰は，いわゆる一般化線形モデル（GLM ：Generalized Linear
Models）という同じモデルのファミリーに属する：両方とも，イベントが説明変数の線形結合

にリンクされる．

線形回帰では，従属変数は正規分布  に従う．ここで， は説明変数の線形関数であ
る．ロジスティック回帰では，従属変数（応答変数ともいう）は，実験が1回の場合のパラメ
ータ （ はイベントが生起するであろう平均確率）でのベルヌーイ分布，または実験が 回繰

り返された（たとえば 人の患者に同じ投与を試みる）場合の二項 分布に従う．

説明変数に確率 をリンクするために使用される必須で共通の関数は，ロジスティック関数

（ロジット・モデルという）および標準正規分布関数（プロビット・モデル）である．これら
の関数の両方とも，完全に対称でかつシグモイドである：XLSTAT はさらに他の2つの関数を提

供する： complementary Log-log 関数は上側の漸近線により近い．一方，ゴンベルツ
（Gompertz）関数は横軸により近い．

モデルの解析式を以下に示す：

1. Logit:    

N(μ,σ) μ

p p n

n (n, p)

p

p =  1+exp(βX)
exp(βX)
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2. Probit:   

3. Complementary Log-log: 

4. Gompertz: 

ここで は，（定数を含む） 個の説明変数の線形結合（定数を含む）を表す．

調査しているイベントの分布の知識は，標本の尤度を計算することを可能にする．モデルの
パラメータ（線形関数の係数）を推定するために，我々は尤度関数を最大化しようとす

る．線形回帰と異なり正確な解析解は存在しない．したがって，繰り返しアルゴリズムが使用

される．XLSTAT はNewton-Raphson アルゴリズムを使用する．ユーザーは，必要に応じて，
繰り返しの最大数、収束しきい値，または最大計算時間を変更できる．

二項ロジスティック回帰の場合，あるカテゴリ（通常1）に関連する確率 がわかっていると
き，他のカテゴリ（通常0）の確率  が導かれる．対照（またはコントロール）カテゴリ
は，デフォルトで，アルファベット順の最初のカテゴリで，つまり，(0/1) であれば0となる．
モデルは，対照カテゴリではないカテゴリで計算されるが，対照カテゴリの確率を求めるのは
簡単である．

ほとんどのソフトウェアで，モデル・パラメータの**信頼区間**の計算は，線形回帰と同様，

パラメータが正規分布しているということを仮定している．XLSTAT は，代替の"profile
likelihood" 法 (Venzon and Moolgavkar, 1988)も提供している．この手法は，パラメータが正規

分布しているという仮定が不要なので，より信頼できる．ただし，繰り返し中は，計算が遅く
なる場合がある．

多項ロジスティック回帰

多項ロジスティック回帰の原理は，説明変数の関数として， 個の代替値（変数の 個のカテ
ゴリ）をとる変数を説明または予測することである．したがって，前に見た二項の場合は，

の特殊例である．

多項モデルの枠組みでは，対照カテゴリが選択されなければならない．理想的に，我々は"ベー
シック"または"クラシック"または"ノーマル"なシチュエーションに対応するそれを選ぶ．推定

される係数は，この対照カテゴリによって解釈される．記述を簡単にするために，下記の式

は，最初のカテゴリを対照カテゴリとみなして書かれている．

説明変数に対するイベントの生起の確率に関係してXLSTATが提案するモデルは，二項の場合

に提案される4つのモデルの1つであるロジット・モデルである． に対するカテゴリ2の解析式

は次式で与えられる:

最初のカテゴリについては，次式が成り立つ：

p =   exp[  ]dx
 2π

1 ∫−∞
βX

2
−x

2

p = 1 − exp[− exp(βX)]

p = exp[−exp(−βX)]

βX q

βX

p

1 − p

J J

J = 2

J

log(  ) =
p(Y = 1∣x  )i

p(Y = j∣x  )i
α  +j β  X   ,  i =j i 2...j

p(Y = j∣X  ) =i   ,  i =
1 +  exp(α  + β  X  )∑

k=2
J

k k i

exp(α  + β  X  ))j j i 2...j
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標本の尤度は，次式で与えられる：

モデルの  および パラメータ（線形関数の係数）を推定するために，尤度関数を最大化しよ
うとする．線形回帰とは異なり，正確な解析解は存在しない．XLSTAT は，繰り返し手順で解

を発見するためにNewton-Raphson アルゴリズムを使用する．

順序ロジスティック回帰

順序ロジスティック回帰の原理は，説明変数の線形結合の関数で， 個の順序づけされた代替

値をとり得る（順序のみが問題で差が問題ではない）変数を説明または予測することである．
二項ロジスティック回帰は， の場合に対応する順序ロジスティック回帰の特殊例であ
る．

XLSTATは，2つの代替モデルを使用して，与えられた説明変数でのカテゴリへの割り当ての確

率を計算することができる: ロジット・モデルおよびプロビット・モデル．ロジット・モデル
の場合では，次式が成り立つ:

従属変数 の各カテゴリごとに切片があるが，多項モデルとは異なり， のカテゴリに関係な
く，1セットのみの  係数があることがわかる．対照カテゴリは常に最も低いそれである．カ
テゴリ  または  より低いカテゴリを選ぶ確率は，次式で与えられる:

j=Jのとき，この確率は1に等しい． カテゴリ  の確率は次式で得られる：

結果として，標本の尤度は，次式で書ける：

モデルの 個の  パラメータと 個の  パラメータ（線形結合の係数）を計算するため
に，我々は尤度関数を最大化しようとする．線形回帰とは異なり，厳密な解析解は存在しな
い．XLSTAT は，繰り返しで解を発見するためにNewton-Raphson アルゴリズムを使用する．

予測値と影響度診断

p(Y = 1∣x  ) =i  

1 + exp(α  + β  X  )∑k−2
J

k k i

1

l(α,β) =   y  log(p(Y =
i=1

∑
n

j=1

∑
J

ij j∣x  ))i

α β

J

J = 2

log(  ) =
p(Y > j∣x  )i

p(Y ≤ j∣x  )i
α  +j βX  i

Y Y

β

j j

p(Y ≤ j∣x  ) =i   ,  i =
1 + exp(α  + βX  )j i

exp(α  + βX  )j i 1...J − 1

j

p(Y = j∣x  ) =i p(Y ≤ j∣x  ) −i p(Y ≤ j − 1∣x  )i

l(α,β) =   y  log(p(Y ≤
i=1

∑
n

j=1

∑
J

ij j∣x  ) −i p(Y ≤ j − 1∣x ))i

q β (J − 1) α  j
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応答変数のタイプ(binary, sum(binary，multinominal,またはordinal）が何であれ，XLSTATはオ
ブザベーションごとに，可能な各カテゴリの割り当て確率を提供する．

二項のケースでは (binary or sum(binary))，カットオフ ，通常 0.5を設定して，オブザベーシ
ョン  での各率がこのしきい値よりも低ければ，そのオブザベーションはクラス 0に割り当て
られるとみなされ，それ以外は，クラス 1に割り当てられる．0.5以外のカットオフが選ばれた
なら，対照カテゴリではないカテゴリの確率（バイナリの場合，しきい値と比較して，高けれ
ばカテゴリ1が予測される）が計算される．

順序や多項のケースでは，カットオフ値の概念は適用されず，常に確率が最も大きいカテゴリ
にオブザベーションが割り当てられる．

有意度分析 オプションが有効になっていたら，XLSTATは，選択されたカテゴリの確率が，他

のカテゴリの確率よりも有意に高いかどうかを計算する．実際，意思決定者にとって，選択が
どの程度不確実であるかを知ることが重要である．残念ながら，この習慣はあまりに一般化し
ておらず，XLSTATがこの結果を表示するのは，これを奨励し促進するためである．

二項のケースでは，この分析は，確率の信頼区間から自動的に導かれる．確率の信頼区間がカ
ットオフ・ポイントを含まないなら，過誤のリスクは5%に制限される（パーセンテージは，信

頼区間のサイズについてなされる選択に依存する）多項および順序のケースでは，計算はより
複雑で，XLSTATはそれらを実行する唯一のソフトウェアである．2つずつ比較が行われる．

有意度分析が2列で表示される．最初の列は，予測されたカテゴリが観察された彼ごリではな
い場合，その変化が有意であるかどうかを示す．2番目の列は，選択されたカテゴリが何であ
れ，そのカテゴリの確率が，他のカテゴリの確率よりも大きいかどうかを示す．

最後に，二項従属変数のケースでは，オプション**影響度診断** が選択されたなら，XLSTATは
さまざまな統計量，とくに Pregibon (1981)で推奨されている統計量を提供する表を表示する．

オブザベーション で 番目のカテゴリを観察することをモデルで計算された確率を  で表

記することとする．

二項変数での回帰で，計算される指標は: * 残差: "バイナリ"の場合，残差  は  で与え
られる．ここで  は，観察されたカテゴリ．残差が 0に近いほど，よりよい予測となる．これ
が1に近いほど，悪い予測である．合計ケース（バイナリ）の場合，残差は観察されたケース
と予測されたケースの間の差になる． * モデル残差: この残差は次式で与えられる: 

. これは，ときどきロジット残差とも呼ばれる． * 標準化 (std) 残差: 
. この残差は，Pearson残差とも呼ばれる．この残差の平方和は， の適

合度統計を与える． * 逸脱度: 逸脱度（deviance） は，あるオブザベーションがモデルに影

響するかどうかを定量化するのに使用される．値が0から遠いほど，影響度がより大きい．符

号は，観察値が予測値よりも小さいかどうかを示す．逸脱度の平方和は， を与える（LL
は対数尤度（log-likelihood）を表す）． * てこ比: てこ比（ leverage ）  は，観察値がモデル
によって期待される値と異なるオブザベーション，したがって，それらは他のオブザベーショ
ンの大多数と比較して非典型であるオブザベーションを識別することができる． * スチューデ
ント化残差: それらは  で与えられ，逸脱度とてこ比の概念を組み合わせ
る．それらが高いほど，モデルに関して，そのオブザベーションがより疑わしい． * Cookの距

離: これは， で与えられる．これが高いほど，そのオブザベーションが非

典型であり，おそろく他と同じ実験条件下で記録されなかったという点で，そのオブザベーシ
ョンをより綿密に調査するに値する． * DFBeta: この指標は，各説明変数ごとに計算される．
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これは，各オブザベーションの説明変数のそれぞれの係数への影響度を定量化することを可能

にする．DFBeta の符号は，影響が発生する方向を示し，その値が高いほど，そのオブザベー
ションが係数の値により影響する．

正しく分類およびご分類されたオブザベーション．GCI指標とROC 曲線

XLSTAT は，任意のカットオフ・ポイントで正しく分類されたオブザベーションのパーセンテ
ージを計算することを可能にする分類表（混同行列ともいう）を表示できる．

正しく分類された陽性イベント（真陽性）の比率を感度（sensitivity）と呼ぶ．特異度

（specificity ）は，正しく分類された陰性イベント（真陰性）の比率である．もしあるイベン
トが陽性であると考えられるしきい値確率を変化させると，感度と特異度も変わる．ポイント
の曲線（1-特異度，感度）が ROC 曲線である．

**有意度分析**オプションが有効なら，予測されるカテゴリが不確実な（最も高い確率が他の
すべてから有意に異ならない）オブザベーションをカウントするために，追加の"不確実"列を
持つ混同行列が追加される．

表が4つの計算された指標を要約する． を学習標本の 個のオブザベーションの重みの合計

とし，  を正しく分類された個体の数とし， を誤分類された個体の数とし， を不確

実な個体の数とする，表は以下を示す: *% correct = : 正しく分類されたオブザベーシ
ョン（真陽性）のパーセンテージ *% uncertain : ランキングが不確実なオブザベーショ
ンのパーセンテージ *% incorrect : 誤分類されたオブザベーションのパーセンテージ
(偽陽性なたは偽陰性) * : 分類良好度指標 Goodness of
Classification Index が前の値から導かれる．これは分類モデルの予測品質へのアクセスを簡単

で現実的にするためにな Addinsoftが開発した．これは%で表される．

バイナリ変数の特殊例: 感度は，正しく分類された陽性イベント（真陽性）の割合を示す．特

異度は，正しく分類された陰性イベント（真陰性）の割合に一致する． イベントが陽性である
とみなすべきだと考えるしきい値確率を変えると，感度と特異度が変わる．曲線 (1-特異度, 感
度) がROC (Receiver Operating Characteristics) 曲線である．これは，モデルの性能を可視化

して，他のモデルのそれと比較するのに使用される．使用されている用語は，信号検出理論に
由来している．

事例: たとえば，顧客がメール・ショットに好意的に反応したかどうかを示すバイナリ従属変

数を考える．以下のダイアグラムでは，青色の曲線は，好意的に反応する人々のn%が最も高い
確率n%に一致する理想のケースに対応する．緑色の曲線は， 正しく識別するモデルである．
赤色の曲線（第1二等分線 は，調査した標本で観察されるのと等しい応答確率を持つ ランダ
ム・ベルヌーイ・モデルで得られるものに対応する．したがって，赤い曲線に近いモデルは，
純粋にランダムなモデルと変わらないので，非効率である． この曲線より下のモデルは，ラン
ダムよりも低いので悲惨である．

W N

BC MC IC

BC/W
IC/W

MC/W
GCI = (BC − MC + IC/2)/W
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曲線の下の領域（AUC）は，ROC 曲線で計算される合成インデックスである．AUCは，モデ
ルによって与えられる陽性イベントが，陰性イベントよりも高い確率を持つ確率である．理想

モデルでは AUC=1 となり，ランダム・モデルでは AUC = 0.5となる．通常， AUC 値が 0.7よ
り大きいとモデルは良好であるとみなされる．正しく判別するモデルは，0.87 から 0.9 のAUC
を持つはずである． 0.9より大きいAUC を持つモデルは優秀である．

分離問題

上記の事例では， 陽性と陰性のケースの間で明確な区別をするために処理変数（treatment
variable）が使用される．

   処理 1    処理 2

 応答 + 121 0

 応答 - 0 85

このような場合，1つまたはそれ以上のパラメータで， どれが分散をできるだけ高くし，どれ
が収束しきい値を低くし，どれがパラメータの信頼区間を抑えるか，不確定性がある．この問

題を解決して，安定した解を得るために，Firth (1993) は，ペナルティ付き尤度（penalized
likelihood ）関数を提案した．XLSTAT は，オプションとしてこのソリューションを提供し
Heinze (2002)が提案した結果を使用する．パラメータの1つの標準偏差が，そのパラメータの
推定と比較してとても高い場合，"Firth" オプションを有効にして，計算を再開することを推奨

する．

バージョン2021.3から， XLSTATはL2 ペナルティ化も提供しており，この問題も解決する．

制約

計算の際，各因子は，因子のカテゴリの数だけ列を含むサブ行列にブレークダウンされる．通

常，これは完全分離表である． それにもかかわらず，ブレークダウンは問題を引き起こす: 
個のカテゴリがある場合，このサブ行列の階は，  ではなく である．これは，サブ行列

g

g g − 1
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の列を1個削除して，場合によっては，他の列を変換することを必要とすることとなる．後で
行いたい解釈に応じて，複数の戦略がある:

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータがヌル値．この選択は，最初のカテゴリの効果を標準に
強制することを可能にする．この場合，モデルの定数はグループ1の従属変数の平均に等し
い．

2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータがヌル値．この選択は，最後のカテゴリの効果を標準に
強制することを可能にする．この場合，モデルの定数はグループgの従属変数の平均に等し
い．

3) Sum(ai)=0: パラメータの合計がヌル値．この選択は，ANOVAが釣り合っているとき，モデ
ルの定数が従属変数の平均に等しくなるように強制する．

4) Sum(ni.ai)=0: パラメータの重みつき合計がヌル値．この選択は，ANOVAが非釣り合いのと
きでも，モデルの定数が従属変数の平均に等しくなくように強制する．

注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には効果が
ない．

Hosmer-Lemeshow 検定

Hosmer-Lemeshow 検定は，2値ロジット・モデルの適合度検定である．これはカイ2乗 分布に
従う統計量を使用する．

この統計量の計算は，複数のステップに分かれている：

標本がモデルから計算された確率によって降順で並べられる．

標本が同じサイズで 個の部分に分けられる．

以下の式を用いてHosmer-Lemeshow 統計量が計算される：

ただし， はグループ のサイズ，  はグループ y = 1 P(i) i$で
のモデルから得られる平均確率．

この統計量は， の自由度を持つ  分布に従う．XLSTAT は を用いる．

この統計量が大きくてp値が小さいとき，モデルの適合が足りないこと（適合不良）を示す．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

k

S  =HL   

i=1

∑
k

n  P (i)(1 − P (i))i

O(i) − n  P (i)i

n  i i O(i) iでの の回数， はグループ

k − 2 χ2 k = 10
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

従属変数:

応答変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTAT は，各変

数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプション
が有効になっていることを確認する．

応答タイプ: 選択した応答変数のタイプを選択する：

バイナリ変数: このオプションを選択すると，正確に2つの異なる値を含む変数を選択し
なければならない．変数が0 と1の値を持つなら，XLSTAT は，モデルの高い確率がカテ
ゴリ1に，低い確率がカテゴリ0に対応するとみなす．変数が0 または 1以外の値を持つ
（たとえば Yes/No）場合，最初のカテゴリがより低い確率で，より高い確率である．

Sum(バイナリ): 応答変数がバイナリ変数の合計である場合，それは数値タイプで，観察

されたそれらの中での陽性イベント（イベント1）の数を含まなければならない．そし
て，そのオブザベーションについての観察されたイベントの合計数（イベント1と0 が組

み合わせられた）に対応する変数が，は， "オブザベーション重み" フィールドで選択さ
れなければならない．このケースは，たとえば，薬剤D （D が説明変数)が50 人の患者に
投与され（50がオブザベーション重みの値），投与の効果で40人がよくなった（40が応

答変数）と観察された実験に対応する．

多項変数: 応答変数が3つ以上のカテゴリを持つ場合，多項ロジットモデルが推定され
る． “コントロール・カテゴリ”という新しいフィールドが現れる．参照カテゴリを選ぶ
ことができる．

順序変数: 応答変数が順序づけされたカテゴリを持つ場合，順序ロジット・モデルが計算

される．参照カテゴリは，より低いカテゴリである．データのタイプは，有限個のカテ
ゴリを持つ数値でなければならない．

説明変数:
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量的変数: モデルに1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有

効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは数

値タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっ
ていることを確認する．

質的変数: モデル中に1つまたはそれ以上の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを
有効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータ
は，どのようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

モデル: 使用する関数の種類を選ぶ（解説を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数と説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，オブザベ
ーション・ラベルが XLSTAT によって自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: "バイナリ変数の合計" オプションが選ばれた場合，このフィールドが
入力されなければならない．さもなければ，このフィールドは有効にならない．列ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

回帰重み: モデルを修正するために，オブザベーションの影響を重みづけしたい場合は，この
オプションを有効にする．このオプションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重み
は 0以上でなければならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効で
あることを確認する．

コントロール・カテゴリ: 多項変数の場合，どのカテゴリがコントロールであるかを選ぶ必要

がある．

オプション タブ:

一般 サブタブ:

アルゴリズム:
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繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムのための繰り返しの最大数を入力する．繰り返

しが最大数に達すると計算が停止する．デフォルト値：100.

収束: アルゴリズムが収束したとみなされることを意味する１つの繰り返しから次の繰り
返しへの対数尤度の進展の最大数を入力する．デフォルト値： 0.000001.

M大時間: 尤度関数の最大を見つけるために，XLSTATがかけるべき最大時間を入力す
る．デフォルト値: 180 秒．

ペナルティ化: 尤度をペナルティ化しない（デフォルト・オプション）または，You can
choose not to penalize the likelihood (default option) or to use **Firth**のペナルティ化ま
たは **L2**ペナルティ化を使用することが選べる([解説] (# 解説)を参照)．2番目のケース
では，**ラムダ**定数を入力する（デフォルト値: 0.01）．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大の交互作

用水準（1から4の間の値）を入力する．

許容度: それより下で変数が自動的に無視される許容度しきい値の値を入力する．

信頼区間 (%): さまざまな検定で使用するため，およびパラメータ予測値の信頼区間を計算する
ための信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値: 95.

LR 信頼区間: Activate this option to compute the LR 信頼区間を計算するには，このオプション
を有効にする．

高度なオプション サブタブ:

モデル選択: 提供されている5つの選択手法の1つを使用するには，このオプションを有効にす
る：

ベストモデル: この手法は， "最小変数" から"最大変数"の間の変数の数を取り扱えるすべ
てのモデルの中から最良のモデルを選ぶことを可能にする．さらにユーザーは，ベスト
モデルを決定するために複数の"基準" を選ぶことができる．

基準: 次のリストから基準を選ぶ： 尤度，LR （尤度比），スコア， Wald, 赤池のAIC，

SchwarzのSBC.

M小変数: モデルに使用する変数の最小数を入力する．

M大変数: モデルに使用する変数の最大数を入力する．

注意: XLSTAT は必要な計算の回数をできるだけ低減するために，とてもパワフルなアルゴリズ
ムを使用しているが，この手法は長い計算時間を必要することがある．この手法は，バイナリ
(2値)ロジット・モデルでのみ利用可能である．

ステップワイズ (フォワード): モデルへの最大寄与度を持つ変数を追加することにより，
選択プロセスが開始する．第2の変数の投入確率が**投入しきい値**より大きい場合，そ
れはモデルに投入される．第3の変数が追加された後，モデル中に提示された各変数の除

去の影響が計算される．計算された統計量の確率が**除去しきい値**より大きければ，そ
の変数はモデルから除去される．
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ステップワイズ (バックワード): この手法は前者と似ているが，完全なモデルから開始す
るところが異なる．

フォワード: この手順は，変数が追加されるのみで除去されないことを除いては，ステッ
プワイズ選択と同じである．

バックワード: この手順は，すべての変数を同時に追加することによって開始する．そし
て，ステップワイズ選択で用いられる手順に従って，変数がモデルから除去される．

クラス重み補正: 従属変数のさまざまなクラスのオブザベーションの数が一様でなければ，モ
デルの構築でオブザベーションの数が低いクラスにペナルティを課すリスクがある．この問題

を克服するために，XLSTATは2つのオプションを持つ:

自動: 補正が自動．重みの合計が同一のクラスを得るために，オブザベーションに人工的

な重みが割り当てられる．

修正重み: 各オブザベーションに割り当てる重みを選択できる．

制約: 解説にさまざまなオプションの詳細がある．

a1 = 0: 各因子の最初のカテゴリのパラメータが0に設定されるようにするには，このオ
プションを選ぶ．

an = 0: 各因子の最後のカテゴリのパラメータが0に設定されるようにするには，このオ
プションを選ぶ．

Sum (ai) = 0: 各因子で，さまざまなカテゴリに割り当てられるパラメータの合計が0に設

定される．

Sum (ni.ai) = 0: 各因子で，それらの度数により重みづけされたさまざまなカテゴリに割

り当てられるパラメータの合計が0に設定される．

比較: 質的説明変数のカテゴリに対応するパラメータを比較したい場合は，このオプションを
有効にする．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
のうちの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを識別する．
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予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はいけません：以下にあげる選択の最初の行が，データと一致しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

Variable labels: Activate this option if the first row of the data selections includes a header.

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが停止してプロンプト状態になるよぽう
にするには，このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 説明変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

多重共線性統計: すべての説明変数の多重共線性統計を表示するには，このオプションを有効

にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type II分析: 分散表のtype II分析を表示するには，このオプションを有効にする．

Hosmer-Lemeshow 検定: Hosmer-Lemeshow検定の結果を表示するには，このオプションを
有効にする．
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モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする． オプション
で"profile likelihood"タイプの信頼区間を計算できる（解説を参照）．

方程式: モデルの方程式を明示的に表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

共分散行列: モデルの推定されたパラメータの共分散行列を表示するには，このオプションを
有効にする．

限界効果: 平均での限界効果を表示したい場合は，このオプションを有効にする．これらの効

果は，他のすべてがそれらの平均に設定されたときの各説明変数の影響度を定量化することを
可能にする．

方程式: モデルの方程式を明確に表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

独立モデル: 予測される確率が単純に従属変数の各カテゴリの観察度数に一致する基本モ
デル（独立と呼ばれる）に対応する結果を表示するには，このオプションを有効にす
る．

信頼区間: 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．これらは，応答変数

が二項の場合のみに表示される．

有意度分析: 予測されたモダリティに関連する確率が他のモダリティで計算された確率か
ら有意に異なるかどうかを分析するには，このオプションを有効にする．（解説をい参

照）．

分類表: 定義された**カットオフ・ポイント**を用いて，事後オブザベーションの分類表を表示

するには，このオプションを有効にする（デフォルト値0.5）．

確率分析: 説明変数が1個だけ選択されると，XLSTATがさまざまな確率水準に対応する説明変

数の値を計算するように，このオプションを有効にする．

多重比較: 質的説明変数が選択された場合のみ，このオプションが有効になる．比較検定の結

果を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

回帰グラフ: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

予測値: 回帰曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: グラフ(1) と (4)で信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．
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混同プロット: 分類表の合成的可視化を可能にする混同プロットを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．数字は，表現される正方形の幅または面積のいずれかにリンクさせること
ができる．

結果  

XLSTAT は，結果を分析し解釈するのを助けるたくさんの表とグラフを表示する．

要約統計: この表は，選択したすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数については，
欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属変数を含む 質的

変数については，カテゴリごとに度数とパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，説明変数の間の相関を表示する．従属変数がバイナリの場合，量的説明

変数と従属変数の間の相関を計算するために，双列相関係数が使用されることに注意．

応答変数のカテゴリと確率の間の対応: この表は，従属変数のどのカテゴリが確率0 および 1に
割り当てられたかを示す．これはバイナリ(2値)従属変数でのみ利用可能．

変数選択の要約: 選択手法が選ばれた場合，XLSTAT は選択の要約を表示する．ステップワイ
ズ選択では，各ステップに対応する統計量が表示される．p 個から q 個の変数の数でベストモ
デルが選択された場合，対応する統計量とともに変数の各数についてベストモデルが表示さ
れ，基準として選ばれたベストモデルが太字で表示される．

適合度係数: この表は，独立モデル（説明変数の線形結合を定数に低減した場合に対応）およ
び修正されたモデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れられたオブザベーションの合計数（オブザベーションの重

みの合計）；

重みの合計: 考慮に入れられたオブザベーションの合計数（回帰において重みがかけられ
たオブザベーションの重みの合計）；

DF: 自由度；

-2 Log(Like.): モデルに関係する尤度関数の対数；

R² (McFadden): モデルがどれだけ正しく修正されたかを測定する0 から 1 の間のR²のよ
うな係数．この係数は， 1 から独立モデルの尤度に対する修正モデルの尤度の比率を引

いたものに等しい；

R²(Cox and Snell): モデルがどれだけ正しく修正されたかを測定する0 から 1 の間のR²
のような係数．この係数は，1 から独立モデルの尤度の2/Sw乗に対する修正モデルの尤

度の比を引いたものに等しい．ここでSw は重みの合計である；

R²(Nagelkerke): モデルがどれだけ正しく修正されたかを測定する0 から 1 の間のR²のよ
うな係数．この係数は，Cox and SnellのR²を1から独立モデルの尤度の2/Sw乗を引いた
もので割った比率に等しい；

AIC: 赤池の情報量基準；
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SBC: Schwarzのベイジアン基準．

繰り返し: 収束までの繰り返しの数．

帰無仮説 H0: Y=p0の検定: H0 仮説は，説明変数の値が何であれ，確率p0を仮定する独立モデ
ルに対応する．我々は，修正モデルがこのモデルよりも有意に強力であることを確認しようと
する．3つの検定がある：尤度比検定 (-2 Log(Like.))，スコア検定，Wald 検定．3つの統計量

は，自由度が示されている  分布に従う．

Type II 分析: この表は，複数の説明変数がある場合に有用である．ここでは，修正モデルが表

の行中の問題の変数が除去された場合のテスト・モデルに対して検定される．確率

が，設定された有意度しきい値（通常0.05）より小さいなら，モデルの修正に対するその変数

の寄与が有意である．それ以外の場合，それはモデルから除去される．

モデル・パラメータ:

バイナリ・ケース: パラメータ推定，対応する標準偏差，Waldの ，対応するp-値，お
よび信頼区間が，モデルの定数および各変数ごとに表示される．対応するオプションが
有効になっている場合，"profile likelihood" 区間も表示される．

多項ケース: 多項の場合では パラメータが得られる．ここで  はカテ
ゴリの数で，  はモデル中の変数の数である．したがって，各説明変数ごと，および応答

変数の各カテゴリごと（参照カテゴリを除く）に，パラメータ推定，対応する標準偏

差，Waldの ，対応するp値，および信頼区間が表示される．オッズ比と対応する信頼

区間も表示される．

順序ケース: 順序ケースでは，  個のパラメータが得られる．ここで  はカ
テゴリの数で，  はモデル中の変数の数である．したがって，各説明変数および応答変数

の各カテゴリについて，パラメータが計算され，対応する標準偏差， Waldの ，対応す
る p値，および信頼区間が表示される．

モデルの方程式 が，モデルを読んだり，再利用したりしやすくするために表示される．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するために用いられる．係

数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みより重要である．標準化係数の信頼区間が値0を
持つ場合（これは標準化係数のグラフ上で簡単に見られる），モデル中の変数の重みは有意で
ない．

そして，リクエストされると，パラメータの**共分散**行列が表示される．

そして，説明変数の平均に対応するポイントでの**限界効果**（marginal effects）が表示され
る． 限界効果は，お互いを比較するときに主要な興味である．それらを比較することにより，
そのポイントでの各変数の相対的影響度（インパクト）を定量化できる．影響度は，従属変数

での各説明変数の小さい変動の影響として解釈できる．デルタ法を用いて計算された信頼区間

が表示される． XLSTATは，単純な因子または交互作用のどちらでも，量的変数および質的変

数のこれらの結果を提供する． 質的変数では，限界効果はカテゴリの変化（最初のカテゴリか
ら興味のカテゴリへの変化）の影響度を示す．

χ2

Pr > LR

χ2

(J − 1) ∗ (q + 1) J

q

χ2

(J − 1) + q J

q

χ2
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予測値と残差 の表は，各オブザベーションについて，その重み，量的説明変数の値（1個のみ
の場合），従属変数の観察値，モデルの予測値，重みで割った値（合計(バイナリの)場合），

従属変数の各カテゴリの確率，および信頼区間（二項の場合）が示される．

**影響度診断**の表は，モデルの品質またはモデルの係数の値での各オブザベーションの影響

度を評価することを可能にする．これは二項または多項の場合に表示される．

**分類表**は， 両方のカテゴリで正しく分類されたオブザベーションと誤って分類されたオブ
ザベーションの数を示す表を表示する．感度，特異度，および正しく分類されたオブザベーシ
ョンの全体パーセンテージも表示される．検証標本が抽出された場合，この表は検証データに
ついても表示される．

ROC 曲線: ROC 曲線は，曲線の下の領域(AUC) によってモデルの性能を評価し，複数のモデ
ルを比較するために使用される（詳細は解説の節を参照）．

質的変数のカテゴリの比較: 1つまたはそれ以上の説明変数が選択された場合，さまざまな質的

変数のカテゴリから対で取り出されたパラメータごとに等質性検定の結果が表示される．

量的変数が1つだけ選択された場合， 確率分析 表で，説明変数のどの値が，与えられた成功確

率に対応するかを見ることができる．

事例  

ロジスティック回帰および多項ロジットモデルの使用法に関するチュートリアルが，Addinsoft
のウェブサイトにある:

- ロジスティック回帰: https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのロジスティック回帰チュートリ
アル?language=ja

- 多項ロジットモデル: https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの多項ロジット-モデル-チュート
リアル?language=ja

- 順序ロジットモデル: https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの順序ロジット-モデル-チュート
リアル?language=ja
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対数線形回帰  
3とおりの確率分布（ポアソン，ガンマ，指数）での対数線形回帰モデルを適合させるには，
このツールを使用する.

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

対数線形回帰は，モデル・パラメータと共変量（質的または量的）の対数線形結合によって，
データをモデルするために使用される．さらに，我々は，データ（応答変数）が，ポアソン，
ガンマ，指数分布のいずれかで分布していることを仮定する．

対数線形回帰モデル

応答変数ベクトルを で，モデル・パラメータのベクトルを で，そして 個の共変量の行列を
で示す．  の最初の列は，モデルの切片を取り扱う 1のベクトルからなる．対数線形モデル

は，次式で与えられる：

前の式によって，我々は直接，次式を得る：

モデル・パラメータの推論

変数 が共変量のベクトル から独立であると仮定するなら，モデル・パラメータは，尤度を
最大化することにより推定できる．確率分布が（ポアソン，ガンマ，指数の）何であれ，尤度

関数は凸関数であり， Newton-Raphson アルゴリズムを用いて最大化できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

Y β p

X X

E(Y ∣X) = eβ X′

log[E(Y ∣X)] = β X′

Y  i X  i
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

従属変数:

応答変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数が選択された場合， XLSTAT は，変

数のそれぞれで別々に計算を実行する．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプション
が有効になっていることを確認する．

説明変数:

量的変数: モデルに1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有

効にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは数

値タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっ
ていることを確認する．

質的変数: モデル中に1つまたはそれ以上の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを
有効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータ
は，どのようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オフセット: オフセットを含めたい場合は，このオプションを有効にする．このオプション
は，ポアソン分布についてのみ利用可能である．

分布: 確率分布を選択する（ポアソン，ガンマまたは指数）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数と説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，オブザベ
ーション・ラベルが XLSTAT によって自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

回帰重み: モデルを修正するために，オブザベーションの影響を重みづけしたい場合は，この
オプションを有効にする．このオプションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重み
は 0以上でなければならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効で
あることを確認する．

オプション タブ:

許容度: それより下の変数が自動的に無視される許容度しきい値の値を入力する．

信頼区間 (%): さまざまな検定で使用し，パラメータと予測値の信頼区間を計算するための信頼

区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値：95.

固定切片: モデルの切片（または定数）を任意の値に設定するには，このオプションを有効に
する．そして，対応するフィールド内で値を入力する（デフォルトは0）．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含む場合はこのオプションを有効にして，最大交互作用水

準（1 から 4の間の値)を入力する．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムのための繰り返しの最大数を入力する．繰り返

しが最大数に達すると計算が停止する．デフォルト値：100.
収束: アルゴリズムが収束したとみなされることを意味する１つの繰り返しから次の繰り
返しへの対数尤度の進展の最大数を入力する．デフォルト値： 0.000001.

モデル選択: 提供されている4つの選択手法の1つを使用するには，このオプションを有効にす
る：

ステップワイズ (フォワード): モデルへの最大寄与度を持つ変数を追加することにより，
選択プロセスが開始する．第2の変数の投入確率が投入しきい値より大きい場合，それは
モデルに投入される．第3の変数が追加された後，モデル中に提示された各変数の除去の
影響が計算される．計算された統計量の確率が除去しきい値より大きければ，その変数

はモデルから除去される．

ステップワイズ (バックワード): この手法は前者と似ているが，完全なモデルから開始す
るところが異なる．



データ・モデリング  409 対数線形回帰  

フォワード: この手順は，変数が追加されるのみで除去されないことを除いては，ステッ
プワイズ選択と同じである．

バックワード: この手順は，すべての変数を同時に追加することによって開始する．そし
て，ステップワイズ選択で用いられる手順に従って，変数がモデルから除去される．

基準: 以下のリストから基準を選ぶ: 尤度，LR (尤度比)，スコア，Wald， 赤池 AIC，

SchwarzのSBC.

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
のうちの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はいけません：以下にあげる選択の最初の行が，データと一致しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行にヘッダを含む
なら，このオプションを有効にする．
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欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 説明変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type III 分析: type III 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．

方程式: モデルの方程式を明確に表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

過分散検定: 過分散を検定するには，このオプションを有効にする（ポアソン回帰のみ）．

チャート タブ:

回帰グラフ: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

予測グラフ: 予測グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択したすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数については，
欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属変数を含む 質的

変数については，カテゴリごとに度数とパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，説明変数の間の相関を表示する．
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応答変数のカテゴリと確率の間の対応: この表は，従属変数のどのカテゴリが確率0 および 1に
割り当てられたかを示す．これはバイナリ(2値)従属変数でのみ利用可能．

変数選択の要約: 選択手法が選ばれた場合，XLSTAT は選択の要約を表示する．ステップワイ
ズ選択では，各ステップに対応する統計量が表示される．p 個から q 個の変数の数でベストモ
デルが選択された場合，対応する統計量とともに変数の各数についてベストモデルが表示さ
れ，基準として選ばれたベストモデルが太字で表示される．

オブザベーション: 考慮に入れられたオブザベーションの合計数（オブザベーションの重

みの合計）；

重みの合計: 考慮に入れられたオブザベーションの合計数（回帰において重みがかけられ
たオブザベーションの重みの合計）；

DF: 自由度；

-2 Log(Like.): モデルに関係する尤度関数の対数；

R² (McFadden): モデルがどれだけ正しく修正されたかを測定する0 から 1 の間のR2のよ
うな係数．この係数は， 1 から独立モデルの尤度に対する修正モデルの尤度の比率を引

いたものに等しい；

R²(Cox and Snell): モデルがどれだけ正しく修正されたかを測定する0 から 1 の間のR2
のような係数．この係数は，1 から独立モデルの尤度の2/Sw乗に対する修正モデルの尤

度の比を引いたものに等しい．ここでSw は重みの合計である；

R²(Nagelkerke): モデルがどれだけ正しく修正されたかを測定する0 から 1 の間のR2のよ
うな係数．この係数は，Cox and SnellのR²を1から独立モデルの尤度の2/Sw乗を引いた
もので割った比率に等しい；

デビアンス: 修正済みモデルと独立モデルでのデビアンス(逸脱)基準の値；

Pearsonカイ2乗 : 修正済みモデルと独立モデルのピアソン・カイ2乗の値；

AIC:赤池の情報量基準；

SBC: Schwarzのベイジアン基準．

繰り返し: 収束までの繰り返しの数．

無効性検定: これらの検定の結果は，適合されたモデルが独立モデルよりも有意に強力である
かどうかを確認することを可能にする．3つの検定がある： 尤度比検定 (-2 Log(Like.))，スコア
検定および Wald 検定．これらの3つの統計量は，自由度が示されるカイ2乗分布に従う．

Type III 分析: この表は，複数の説明変数がある場合に有用である．ここでは，修正モデルが表

の行中の問題の変数が除去された場合のテスト・モデルに対して検定される．確率 Pr > LR
が，設定された有意度しきい値（通常0.05）より小さいなら，モデルの修正に対するその変数

の寄与が有意である．それ以外の場合，それはモデルから除去される．

モデル・パラメータ: モデル中の定数と各変数について，パラメータ推定，その対応する標準

偏差，Waldのカイ2乗，対応する p値および信頼区間がこの表に表示される．
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事例  

対数線形回帰の使用法に関するチュートリアルが Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの対数線形回帰 -ポアソン回帰 -チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Ter Berg P. (1980). On the loglinear Poisson and Gamma model. Astin Bulletin, 11, 35-40.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AF%BE%E6%95%B0%E7%B7%9A%E5%BD%A2%E5%9B%9E%E5%B8%B0-%E3%83%9D%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%B3%E5%9B%9E%E5%B8%B0-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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分位点回帰  
量的説明変数または質的説明変数に基づいて量的応答変数をモデルするために，分位点回帰を
使用する．さらに，分位点回帰は，期待値に制限されていた分析を分位点を用いて全分布に拡

張することにより，伝統的な回帰やANCOVAを進化させることができる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

分位点回帰（Quantile regression）は，1978年に Koenker と Basset よって導入されてから，
重要さと関心度の点で成長し続けている．調査を実行するための現実的な枠組みを提供するそ
の特異性から，実践家および研究者のコミュニティの間でのこの手法の人気は疑いの余地がな
い．

じつに，もともと，分位点回帰は，通常の回帰とは異なり，正規性の仮定などのあらゆる制約

に従うことなしに，さまざまな分布で動作できる．

その柔軟性の結果，経済学，社会科学，環境学，バイオメトリクス，行動科学，その他を含む
多数の分野で，大きな関心が寄せられている．

このテーマにおける主要な貢献を参考文献に挙げておく．

モデル

ANCOVAの枠組みと同様， 従属変数 は量的変数であるが，予測変数 の集合は，量的変数

（量的変数間の交互作用も含む）だけでなく，因子（質的変数，質的変数間の交互作用および
量的変数と質的変数の間の交互作用）によっても構成され得る．

それにもかかわらず， ANCOVAとは異なり，誤差分布に関するどのような仮説も必要ないとい
うことに留意することが重要である．

問題

番目の分位点, は，次式を満足させる値  s.t. : として定義される : 
．累積分布関数 を導入して，分位点関数  はその逆数である:

確率変数 の平均 は，次式のように特徴づけられる:

Y X

α α ∈ [0, 1] y P (Y = y) = α

F Q

Q(α) = F (α) =−1 inf{y : F (y) > α}

Y μ
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(1)

これは偏差平方和を最小化する．

同様に， 番目の分位点に関する以下の言明 は次式を満足させる:

(2)

ここで  は関数を意味する:

したがって，  は絶対偏差の加重和を最小化する．

が従属変数で が説明変数の集合で，線形の枠組みを考慮する我々の文脈に戻ると，最小化

問題(1)は次式となる:

同様に， (2) は次式となる :

ここで，パラメータと関連する推定量は関係する に依存する．

伝統的な回帰問題の条件付き平均を考える代わりに，分位点回帰問題は条件付き分位点を 推定

することである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

μ = argmin{c : E[(Y − c) ]}2

α q  α

q  =α argmin{c : E[ρ  (Y −α c)]}

ρ  α

  

ρ  α = [α − I  ]y{y<0}

= [(1 − α)I  + αI  ]∣y∣{y<0} {y>0}

q  α

Y X

  =β̂α argmin β  : E Y − x  β  { α [( i
T

α)
2]}

  =β̂α argmin β : E ρ  Y − Xβ  { α [ α ( α)]}

α
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルした応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合， XLSTAT は，変数の
それぞれで別々に計算を実行する．列ヘッダを選択した場合は， "変数ラベル" オプションが有

効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: Excel ワークシートで量的説明変数を選択する．選択されるデータは数値タイプでな
ければならない．変数ヘッダを選択した場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

質的変数: Excelワークシートで質的説明変数（要因）を選択する．選択されるデータは，どの
ようなタイプでも構いませんが，数値データが自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダ
を選択した場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

ラベルを含む: 分割表の行ラベルと列ラベルが選択されている場合は，このオプションを有効

にする．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

変数ラベル:データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の行

にヘッダがある場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル”オプションが有効になっている場

合は，選択中にヘッダが含まれていることが必要．このオプションが有効になっていない場合

は，オブザベーション・ラベルが XLSTAT によって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは0以上でなけれ
ばならない． A weight of 2 の重みは，同じオブザベーションが2回繰り返されることに相当す
る．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．
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分位点  :

選択: 分位点のセレクションで作業するには．このオプションを有効にする．そして，Excel ワ
ークシートで目的の 番目の分位点の位数 , を格納するセルを選択する．

プロセス: 全体の分位点プロセスを得るには．このオプションを有効にする．計算される分位

点の数が，オブザベーションとリグリッサーの数に基づいて（増大して），ヒュースティック
な式で指定される．結果として得られる分位点の位数 は， で一様に分布する．

オプション タブ:

アルゴリズム: 分位点回帰係数を計算するための3 つのアルゴリズムが利用可能である:

シンプレックス法: シンプレックス法に基づく Barrodale and Roberts アルゴリズムを計

算するには，このオプションを選択してくｄさい．

内点法: 内点法に基づく predictor-corrector Mehrotra アルゴリズムを計算するには，この
オプションを選択する．

平滑化関数: 最小化が漸近的に初期関数よりも同じ結果を提供する平滑化関数による目的

関数の近似に基づくClark and Osbornesアルゴリズムを計算するには，このオプション
を選択する．このアルゴリズムは，とくに のとき，とても競争力がある．

停止条件: 選択されたアルゴリズムは，以下のイベントの１つが発生すると停止する:

アルゴリズムの終了 または

**繰り返し**で指定された最大の繰り返し回数を超える．デフォルト値: 100. または

1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの進展が，アルゴリズムが収束したとみなされる
**収束**値を下回る．デフォルト値: 0.000001.

信頼区間 (%): さまざまな検定で使用する信頼区間およびパラメータと予測値の信頼区間を計算

するためのパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値: 95.

交互作用 / 水準: モデル内の交互作用を含ませるには．このオプションを有効にする．そして，
最大の交互採用水準（1 から 4の間の値)を入れる．

制約: 質的説明変数が選択された場合，これらの変数で使用される強制を選ぶことができる：

a1 = 0: 各因子の最初のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有

効にする．

an = 0: 各因子の最後のカテゴリのパラメータを0に設定するには，このオプションを有

効にする．

事前誤差タイプ: もし可能であれば，誤差を正確にするために，このオプションを有効にす
る．そして， タイプを選択する : 独立同一分布 (i.i.d.), 独立非同一分布(i.n.i.d.) , 従属同一分布

(n.i.i.d.) (たとえば自己相関)．このオプションは，係数の共分散行列および信頼区間の計算に影

響を持つ．

α α α ∈ [0, 1]

α [0, 1]

 >
n
p 0.05
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検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にす
る．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
のうちの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

最後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

最初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はいけません：以下にあげる選択の最初の行が，データと一致しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション．ラベル）の最初の行がヘッダを含む
なら，このおぴしょんを有効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．
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出力 タブ:

記述統計: 選択した変数の記述用計量を表示するには，このオプションを有効にしください．

量的変数では，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）．従属変数を含む質

的変数では，カテゴリとカテゴリごとの度数およびパーセンテージが表示される，

分位点相関: 変数の分位点相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

共分散行列 : 分位点回帰係数の共分散行列を表示するには，このオプションう有効にする．

適合度統計: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデルの有意度検定: モデルの有意度を検定するには，このオプションを有効にする．より正

確には，完全なモデルの仮説が，切片で構成されるモデルの仮説に対して検定される． 3つの
検定がある:

LR : 尤度比検定を計算するには，このオプションを有効にする，

LM : ラグランジュの未定乗数法を計算するには，このオプションを有効にする．

Wald : Wald 検定を計算するには，このオプションを有効にする．

モデル式: モデル式を表示するには，このオプションを有効にする．

予測と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを有

効にする．

計算の基盤:

漸近分布: 係数の理論的漸近分布を用いて共分散行列と信頼区間を計算するには，このオ
プションを有効にする．この計算は，**オプション**タブで**事前誤差タイプ**が指定さ
れた場合，それを考慮に入れる．

再標本化(ブートストラップ) : 再標本化（ブートストラップ）を用いて，経験的共分散行

列と信頼区間を計算するには，このオプションを有効にする．そして，推定を計算する
ために，いくつの標本がシミュレートされるかを示す整数値で B = を指定する．

Hall-Sheather 帯域幅: Hall and Sheather 帯域幅 ( )を用いて，共分散行列と信

頼区間を計算するには，このオプションを有効にする．

Bofinger 帯域幅: Bofinger 帯域幅 ( ).を用いて共分散行列と信頼区間を計算す
るには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰チャートを表示するには，このオプションを有効にする：

予測値と残差: 以下のチャートを表示するには，このオプションを有効にする:

説明変数 v.s. 標準化残差: 1個の説明変数があって，その変数が量的変数の場合のみ，こ
のチャートが表示される．

従属変数 v.s. 標準化残差．

O(n )−1/3

O(n )−1/5
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予測値 v.s. 観察値．

結果  

一般タブで分位点プロセスが選択されている場合， 計算された各q番目の分位点ごとに関連す
る係数値を要約した全体表が表示される．

の値に関するこれらの係数の振る舞いを表現するチャートが，結果のよりよい可視化のため
に表示される．

一般タブで分位点セレクションが選択されている場合，以下の結果が表示される：

要約統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．オブザベーシ
ョン数，欠損値の数，非欠損値の数，平均およ標準偏差（不偏）が，従属変数（青色）と量的

説明変数ごとに表示される．質的説明変数に関しては，さまざまなカテゴリの名前が，それら
の度数と共に表示される．

そして，各分位点ごとに，以下の結果が表示される：

適合度統計:モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーション数．下記の式で， がオブザベー
ション数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， W が重み
の合計．

DF: 選択されたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

 : モデルの決定係数．この係数は，0 から 1の間の値で，値は次式で定義される：

ここで は，従属変数 のオブザベーションの 番目の経験的分位点である．

は，荷重差の残差絶対和（Residual Absolute Sum）の頭字語で，

は，荷重差の合計絶対和（Total Absolute Sum）の頭字語である．

 は，モデルによって説明された従属変数の変動の割合として解釈される．  が 1に近い
ほど， より良いモデルとなる．  の問題は，モデルを適合するのに使用された変数の数が考

慮に入れられていないことである．

α

n

R  α
2

  

R  α
2 = 1 −  

SAT  α

SAR  α

= 1 −  

 ρ  (y  −   )
i=1
∑
n

α i β̂0,α

 ρ  (y  − x    )
i=1
∑
n

α i i
T β̂α

 y  α̂ Y α

RAS  α

TAS  α

R  α
2 R  α

2

R  α
2



データ・モデリング  420 分位点回帰  

調整済み  : モデルの調整済み決定係数．調整済み は， がゼロに近づくと負値

となり得る．この値は次式で定義される:

調整済み  は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れた の修正である．

 : The Mean Residual Absolute Sum (MRAS) is defined by : 

 : 平均残差絶対の平方根(RMRAS)．

 : 平均絶対パーセンテージ誤差（ Mean Absolute Percentage Error）は，次の
ように計算される：

 :Mallows 係数は，次式で定義される：

ここで は荷重差の残差絶対和で， は残差の分散推定量を表す．  が にい近いほ
ど，モデルは偏向しない ．

: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

Akaike (1973) が提案したこの基準は情報理論から派生したもので， Kullback and Leiblerの測

度 (1951)を用いる．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量を提供しない場

合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定している．目的は
AIC 基準を最小化することである．

: Schwarz’s Bayesian Criterion is defined by:

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

: Amemiya’s Prediction Criterion is defined by :

R  α
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Amemiya (1980)によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済

み に似ている．

モデル・パラメータの表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，および信頼区間を表示す
る．

モデル有意度の表は，説明変数の説明力を評価するのに使用される．説明力は最終モデルの適

合と従属変数の分位点に等しい定数のみを含む 原始的モデルの適合を比較して計算される．

予測値と残差の表は，各オブザベーションごとに，その重み，質的説明変数が1つだけなら，
質的説明変数の値，従属変数の観察値，モデルの予測値，残差，信頼度を示す．2種類の信頼

区間が表示される：平均の信頼区間（ 説明変数の任意の値の集合での無限のオブザベーション
で予測がなされる場合に対応）および)単独の予測値の信頼区間（説明変数の任意の値での単独

の予測値の場合に対応）．後者の区間は常に前者よりも大きく，ランダムな値がより大きい．

続くチャートは，上記の結果を示す．モデルに説明変数が1個のみの場合，表示される最初の
チャートは，観察値，回帰線，および予測値の2種類の信頼区間を示す．2番目のチャートは，
説明変数の関数としての標準化残差を示す．原理上は，残差はX軸の周りをランダムに分布し
ているはずである．トレンドとか形状がある場合は，モデルに問題があることを示す．

事例  

分位点回帰を実行する方法のチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの分位点回帰チュートリアル?language=ja
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3次スプライン  
このツールは，ユーザーが定義した複数のノードを用いて，3次スプラインを適合させること
ができる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

3次スプライン（ cubic spline）は， 3次の多項式の区分関数として定義される．3次スプライン
は，通常，多項式補間が好まれるような補間問題で使用される．その理由は，曲線の滑らかさ
と多項式の次数との間の折衷を可能するからである．

3次スプライン

3次スプライン は，次式のような 個の区間 に分割される区間 上で定義される
区間関数で：

かつ，区間 上で 個の3次の多項式によって定義される．スプライン は，次式で与

えられる：

3次スプラインの係数の計算は，多項式の導関数を含む（詳細はGuillod, 2008を参照)．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

S K [x  ,x  ]i−1 i [a, b]

a = x  <0 x  <1 … < x  <K−1 x  =K b

[x  ,x  ]i−1 i P  i S

  

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪⎧S(t) = P  (t)  if  t ∈ [x  ,x  ]1 0 1

⋮

S(t) = P  (t)  if  t ∈ [x  ,x  ]K K−1 K
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y: 縦座標に対応するデータを選択する．変数の名前が，データの最初の位置にある場合

は，“変数ラベル” オプションが有効になっていることを確認する．

X: 横座標に対応するデータを選択する．変数の名前が，データの最初の位置にある場合

は，“変数ラベル” オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数と説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，オブザベ
ーション・ラベルが XLSTAT によって自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

データをノードとして使用: データを3次スプラインのノードとして使用するには，このおプシ
ョンを有効にする．
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ノードの数: ノードの数を選択するには，このオプションを有効にする．そして，これらのノ
ードは等しく分配される．

ノード座標を選択: このオプションが有効なら，ノードの座標を格納する範囲を選択しなけら
ばならない．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データセットが推定データセットに同じように構造化されて
いる（選択内で同じ順序で同じ変数がある）ことを確認する必要がある．一方，変数ラベルが
選択されてはならない．下に一覧される選択の最初の行が，データに対応しなければならな
い．

オブザベーション: 予測のための変数を選択する．最初の行は，変数ラベルを含んではならな
い．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションを有効にしない場合，オブザベ
ーション・ラベルがXLSTAT によって自動で生成される(PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする． 相関:
相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

スプライン曲線: スプライン曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: 下記のチャートを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 説明変数 対 標準化残差: このチャートは，説明変数が1個だけで，その変数が量的変数

の場合だけ表示される．

(2) 従属変数 対 標準化残差．
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(3) 従属変数の予測値 対 従属変数．

(4) 標準化残差の棒グラフ．

結果  

要約統計: この表は，各要素の記述統計量を表示する．

3次スプラインの係数: 各区間について，3次スプラインの係数が表で与えられる．

事例  

3次スプラインの使用例が，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの3次スプラインの適合?language=ja

参考文献  

Guillod T. (2008). Interpolations, courbes de Bézier et B-splines. Bulletin de la société des
Enseignants Neuchatelois de Sciences, 34.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE3%E6%AC%A1%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E9%81%A9%E5%90%88?language=ja
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ノンパラメトリック回帰  
このツールは，2つのタイプのノン・パラメトリック回帰を実行する：カーネル回帰 および
LOWESS回帰 ．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ノンパラメトリック回帰は，より伝統的な回帰手法に関する仮説が検証できない場合，または
モデルの構造ではなく予測品質にのみ興味がある場合に使用できる．

カーネル回帰

カーネル回帰（Kernel regression） は，スムージング（平滑化）手法のファミリに属するモデ
リング・ツールである．線形回帰が現象の説明と予測の両方に使用される（あとでそれを予測

することを可能にする現象の理解）のとは異なり，カーネル回帰 はほとんど予測のために使用

される．モデルの構造は一定ではなく複雑で，フィルタまたはブラックボックスのように動作

する．_カーネル回帰_にはたくさんのバリエーションが存在する．

あらゆるモデリング手法と同様，サイズ  の学習標本が，モデルのパラメータを推定する
ために使用される．そして，サイズ の標本が，モデルの品質を評価するために使用され
る．最後に，モデルは，従属変数 の値が未知のサイズ の予測標本に適用できる．

カーネル回帰 の最初の特徴は，予測されたオブザベーションからの"距離"によって，学習標本

のオブザベーションを重みづけする**カーネル**関数の使用である．学習標本の任意のオブザ
ベーションの説明変数の値が，予測しているオブザベーションの観察された値に近いほど，重

みが高くなる．たくさんのカーネル関数が提案されてきた．XLSTATは，次のカーネル関数を
含む：一様，三角， Epanechnikov, 4次, Triweight, Tricube, ガウシアン，Cosine．

カーネル回帰 の2つ目の特徴は，各変数に関係づけられた**帯域幅**である．これは，カーネル
の計算，オブザベーションの重み，変数の相対重みの区別または拡大・縮小，一方それと同時

に，予測するオブザベーションからの距離によって学習標本のオブザベーションの影響を減少

または増大させることに関与する．帯域幅 の用語は，フィルタリング手法に由来する．任意の
変数とカーネル関数が低いほど，より少ない数のオブザベーションが予測値に影響する．

n  learn

n  valid

Y n  redp
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事例： を従属変数とし，  を  個の説明変数とする．オブザベーション 
を与え，オブザベーション  からの の予測値について，

各変数  について に固定された帯域幅を持つガウシアン・カーネルを使用し
て決定された重みは，次式で与えられる：

3つ目の特徴は，モデルを学習標本のオブザベーションに適合させるときに多項式次数を用い
ることである．多項式次数が0（定数多項式）の場合， 番目の予測値を計算するために
Nadaraya-Watson 式が用いられる：

定数多項式では，説明変数は，学習標本のオブザベーションの重みを計算するためだけに考慮

に入れられる．より高い多項式次数（経験では高い次数は必要ではないことがわかっており，
XLSTATは0から 2の次数の多項式で動作する）では，変数が多項式モデルの計算で使用され
る．モデルが適合されると，従属変数の値を推定するために，検証標本または予測標本に適用

される．

モデルのパラメータが推定されると，予測値は下記の式を用いて計算される：

1. 1次:   

2. 2次:   

注意:

多項式モデルのパラメータを推定する前に，学習標本のオブザベーションが，Nadaraya-
Watson 式を用いて前もって重み付けされる．

1次または2次のモデルでは，検証標本および予測標本の各オブザベーションについて，
多項式パラメータが推定される．これは カーネル回帰 を数値的に強力な手法にする．

多項式のパラメータの推定で考慮に入れる学習標本のサイズを制限するために，2つの戦略が
提案されている：

移動窓: を推定するために，前に観察された固定数のオブザベーションを考慮に入れ
る． 結果として，この戦略では，学習標本が各ステップで変化していく．

最近傍: 前者と相補的なこの手法は，任意の値 に学習標本のサイズを制限する．

Y (X  ,X  , … ,X  )1 2 k k j

(1 ≤ j ≤ n  )learn i (1 ≤ i ≤ n  )valid y  i

X  l (l = 1 … k) h  l

w  =ij  exp −  
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カーネル関数の詳細:

予測値 の推定のために，オブザベーション について計算された重み は，次式で定義され
る：

そして  がカーネル関数である．XLSTAT で利用可能なカーネル関数は：

一様: カーネル関数は次のように定義される:

三角: カーネル関数は次のように定義される：

Epanechnikov: カーネル関数は次のように定義される：

４次: カーネル関数は次のように定義される：

Triweight: カーネル関数は次のように定義される：

Tricube: カーネル関数は次のように定義される：

ガウシアン: カーネル関数は次のように定義される：

Cosine: カーネル関数は次のように定義される：

LOWESS 回帰

y  i j w  ij

W  =ij    where u  =
l=1

∏
k

h  l

K(u  )ijl
ijl  

h  l

x  − x  il jl

K

K(u) =  I  

2
1

∣u∣≤1

K(u) = 1 − ∣u∣ I  ( ) ∣u∣≤1

K(u) =  1 − u I  

4
3
( 2) ∣u∣≤1

K(u) =  (1 −
16
15

u ) I  

2 2
∣u∣≤1

K(u) =  (1 −
32
35

u ) I  

2 3
∣u∣≤1

K(u) = 1 − ∣u∣ I  ( 3)
3

∣u∣≤1

K(u) =  e
 2π

1 −  2
u2

K(u) =  cos  u I  

4
π

(
2
π

) ∣u∣≤1
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LOWESS 回帰 (Locally weighted regression and smoothing scatter plots) は，散布図で滑らか
な曲線を作成するためにCleveland (1979)によって導入された．それ以来，モデルの頑健性を
向上させるために，新しいバージョンが完成されてきた．LOWESS 回帰は，多項式回帰に基

づき，オブザベーションを重みづけするためにカーネル関数を必要する点では，カーネル回帰
とよく似ている．

LOWESS アルゴリズムは，次にように説明できる：予測する各ポイントについて：

1 - まず，オブザベーション と の間のユークリッド距離 を計算する．オブザベーショ
ン に最も近い 個のオブザベーションの比 を選択する．選択されたポイントの重みは，
Tricube カーネルと下記の距離を用いて選択する：

2 - 回帰モデルを適合し，オブザベーション の予測値を計算する．

ロバストLOWESS 回帰では，追加の計算が実行される：

3 - 下記の距離を用いて再び重みを計算する：

ここで は，前のステップの後のオブザベーション に対応する残差である．

Quartic（４次）カーネルを用いて:

4 - そして，新しい重みを用いて回帰を適合する．

5 - ステップ 3 と 4 は，2回実行される．そして，オブザベーション の最終の予測値が計算さ
れる．

注意:

この手法では，オブザベーション以外の入力パラメータは，最も近い固体の 比

（XLSTATでは%）と多項式次数のみである．

ロバストLOWESS回帰 は，LOWESS 回帰より約3倍時間がかかる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

i j d(i, j)
i N f

  

D(i, j)  

Max  d(i, j)j ( )
d(i, j)

Weight(j) = Tricube D(i, j)( )

i

D (i, j) =
′

 

6Median  ∣r(j)∣j ( )
∣r(j)∣

r(j) j

Weight(j) = Quartic D (i, j)(
′

)

i

f
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTAT は，各変

数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプション
が有効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: モデルに1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有

効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは数

値タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっ
ていることを確認する．

質的変数: モデル中に1つまたはそれ以上の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを
有効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータ
は，どのようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数と説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場
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合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，オブザベ
ーション・ラベルが XLSTAT によって自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

手法: 使用するノンパラメトリック回帰のタイプを選ぶ（解説を参照）．

多項式次数: LOWESS 回帰または多項式手法が選ばれた場合は，多項式の次数を入力する．

オプション タブ:

学習標本:

移動窓: 学習標本のサイズを一定にしたい場合は，このオプションを選ぶ．窓のサイズS
を入力する必要がある．その場合，Y(i+1) を推定するために，オブザベーション i-S-1 か
らi が使用され，XLSTAT が予測値を計算できる最初のオブザベーションは，S+1番目の
オブザベーションである．

窓の拡張: 学習標本のサイズをステップ・バイ・ステップで拡張したい場合は，このオプ
ションを選ぶ．窓の初期サイズ S を入力する．その場合， を推定するために,
オブザベーション から が使用され，XLSTAT が予測値を計算できる最初のオ
ブザベーションは 番目のオブザベーションである．

すべて: 学習標本と検証標本が同一になる．この方法は予測には興味がなく，完全な情報

の場合で手法を評価する場合の方法である．

K M近傍:

行: 分析のために維持される 個のポイントは，任意の帯域幅とカーネル関数で，予測す
るポイントに最も近い 個のポイントである． がここで入力する値である．

%: 分析のために維持するポイントは，予測するポイントに最も近く，利用可能な全体の
学習標本の %を表する． %が入力する値である．

許容度: それより下の変数が自動的に無視される許容度しきい値の値を入力する．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含む場合はこのオプションを有効にして，最大交互作用水

準（1 から 4の間の値)を入力する．

カーネル: 使用されるカーネル関数．可能はオプションは：一様，三角，Epanechnikov， 4
次， Triweight, Tricube, ガウシアン，Cosine．これらの関数の説明は，解説の節にある．

帯域幅: XLSTAT は，帯域幅（変数ごとに1つ）を自動的に計算する手法を選ぶか，またはそれ
らを固定することができる．各オプションは：

一定: 帯域幅が，一定であるか固定値に等しくなる．帯域幅の値を入力する．

固定: 帯域幅が，Excel シートでのセルの垂直な範囲で定義される．セルを選択する必要

がある．そのセルは説明変数の数に等しく，変数と同じ順序でなければならない．

範囲: 各変数 の帯域幅の値$h_lが，以下の式で定義される：

Y (i + 1)
i − S − 1 i

S + 1

k

k k

x x

X  l

h  =l Max x   −( il)i=1,…,n  learn
Min x   ( il)i=1,…,n  learn
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標準偏差: 各説明変数の帯域幅の値 が，学習標本での計算される変数の標準偏差に等し
くなる．

検証  タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
のうちの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを識別する．

予測  タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はいけません：以下にあげる選択の最初の行が，データと一致しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行にヘッダを含む
場合は，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

これらのオプションは，PCR回帰OLS 回帰でのみ利用可能である．PLS 回帰では，欠損値は
アルゴリズムによって自動的にハンドリングされる．

h  l
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オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力  タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 説明変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

データと予測値: オブザベーションと予測値のグラフを表示するには，このオプションを有効

にする：

X1の関数として: 観察されたオブザベーションと予測されたオブザベーションを 変数

の関数として表示するには，このオプションを有効にする．

時間の関数として: 結果を時間の関数として表示する各オブザベーションに日付を与え
て，データを選択するには，このオプションを有効にする．

残差: 残差を棒グラフで表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計量: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．量的変数に
ついえは，欠損値の数，欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属変数を
含む質的変数については，カテゴリごとに度数とパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，選択された変数間の相関を表示する．

適合度係数: この表は以下の統計量を示す：

決定係数 ；

モデルの誤差（または残差）の平方和（それぞれSSE またはSSR ）；

モデルの誤差（または残差）の2乗の平均（MSE または MSR）；

X  1

R2
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モデルの誤差（または残差）の平均平方根（RMSE または RMSR）．

予測値と残差: 各オブザベーションについて入力データ，モデルによって予測された値，およ
び残差を与える表．

グラフ:

量的説明変数を1つだけまたはテンポラル変数（ダイアログ・ボックスの"チャート"タブで"時
間の関数として"オプション）を選択した場合，最初のグラフは，データとモデルによって作ら
れる予測値の曲線を示す．" X1の関数として" オプションを選択した場合，最初のグラフは，観

察されたデータと予測値を選択された最初の説明変数の関数として示す．2番目のグラフは，
残差の棒グラフを表示する．

事例  

カーネル回帰についてのチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトにある：

<https://help.xlstat.com/s/article/ノンパラメトリック回帰 -kernel回帰 -チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Cleveland W.S. (1979). Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. J.
Amer. Statist. Assoc., 74, 829-836.

Cleveland W.S. (1994). The Elements of Graphing Data. Hobart Press, Summit, New Jersey.

Härdle W. (1992). Applied Nonparametric Regression. Cambridge University Press, Cambridge.

Nadaraya E.A. (1964). On estimating regression.Theory Probab. Appl., 9, 141-142.

Wand M.P. and Jones M.C. (1995). Kernel Smoothing. Chapman and Hall, New York.

Watson G.S. (1964). Smooth regression analysis. Sankhyâ Ser.A, 26 , 101-116.
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非線形回帰  
データをあらゆる線形または非線形の関数に適合するには，このツールを使用する．使用され
る手法は，最小2乗法である．予めプログラムされた関数またはユーザーが追加した関数を使

用できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

非線形回帰は，線形モデルで取り扱うことのできない複雑な現象をモデルするために使用され
る．XLSTAT は，予めプログラムされた関数を提供しており，ユーザーは，そこから現象を記

述するモデルを選択できるかもしれない．

必要なモデルが提供されていない場合は，ユーザーは新しいモデルを定義して，個人用のライ
ブラリに追加できる．計算のスピードと信頼性を改善するために，モデルの各パラメータにつ
いての関数の導関数を追加することを推奨する．

これらのパラメータを計算するために，Levenberg-Marquardtアルゴリズムが使用される．

XLSTATは同時に複数の関数をモデルできる． そして，最良モデル（AICに基づく）の結果の
みを表示するか，すべてのモデルを表示するかを選ぶことができる．

Levenberg-Marquardtアルゴリズム

Levenberg-Marquardtアルゴリズムは，多変量関数の最小を見つける繰り返し手法である．こ
の手法は，非線形最小2乗回帰問題で推奨される．

非線形モデル を考える．ここで， はサイズ のパラメータ・ベクトル，
は説明変数のベクトル，そして， は と の関数である．目的は， が関数 を最小化する
ような の推定値，最小2乗 を見つけることである．したがって，我々は，以下の関数を最

小化しようとする:

この手順は繰り返しで，初期パラメータから開始して，可能であれば，最終解に近づいて，以

下のルーチンを適用する:

Y = f(X, Θ) θ px  1 X

f X Θ Θ′ f

Θ Θ′

g(Θ) =  Y  − f(Θ,X  )) ⋅
i=1

∑
m

( i i
2)
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ここで はJacobian行列で， は  減衰パラメータを調整するための対角行列である．

導関数が指定されない場合，それらを推定するのに，有限差分近似 (finite difference
approximation)が使用される．

全体適合と共有パラメータ:

XLSTATでは，同時に複数の変数を調整することができる．これには2つの方法がある:

第1の方法は，各従属変数Yごとに1列を持つこと．
第2の方法は，調整さえるすべてのY変数を格納する1列と，各Yを識別できるようにする
グループ・インデックスを格納するもう1つの列を持つこと．このオプションにより，複

数の曲線に適用する複数の共有パラメータを選ぶことができる．

ユーザー定義関数のライブラリへの追加

シンタックス:

関数のパラメータは ， などと書く．

説明変数は ， などと表現する．

Excel 関数が使用できる：Exp()，Sin()，Pi()，Max()，など．

関数の事例:  * Exp(  +  *  +  * )

関数定義を格納するファイル:

ユーザー関数のライブラリは，インストールの際にXLSTATオプション・ダイアログ・ボック
スを用いて定義されたユーザー・ディレクトリのModels.txt ファイルの中にある．ライブラリ
は，下記のように構築される:

行 1: ユーザーが定義した関数の数

行 2: N1= 関数1のパラメータの数

行 3: 関数 1 の定義

行 4 から (3 + N1): 関数 1の導関数定義

行 4+N1: N2= 関数 2のパラメータの数

行 5+N1: 関数 2 の定義…

導関数がユーザーによって与えられない場合，関数の導関数は"Unknown" に置き換えられる．

このファイルの項目は手動で修正できるが，書き間違いに注意しなければならない．

Θ  =j+1 Θ  −j (J J +′ λD) J (Y −−1 ′ f(Θ,X  )),i

J D λ

pr  1 pr  2

X  1 X  2

pr  1 pr  2 pr  3 X  1 pr  4 X  2
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTAT は，各変

数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプション
が有効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: モデルに1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有

効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは数

値タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっ
ていることを確認する．

グループ: グループ変数を含めたい場合は，このオプションを有効にする．これは，複数の変

数を同時に調整することを可能にする．そして，Excelシートで対応する変数を選択する．変数

のラベルが選択された場合は，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，オブザベ
ーション・ラベルが XLSTAT によって自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは，0以上でなければならない．
”変数ラベル” オプションが有効になっている場合，選択中にヘッダを含む必要がある．

関数 タブ:

内蔵関数: ビルトイン関数のリストから利用できる関数の1つをデータに適合する場合，このオ
プションを有効にする．関数をリストから選択する．

編集: "Function: Y=" フィールドにアクティブなビルトイン関数を表示するには，このボタンを
クリックする．そして，関数をコピーすることができ，あとでそれを変更して，新しい関数ま
たは新しい関数の導関数を作成できる．

ユーザー定義関数: ユーザー定義関数のリストの利用可能な関数の1つをデータに適合するか，
または新しい関数を追加するには，このオプションを有効にする．

単一のモデルを適合: データに関数を適合して，その結果を表示するには，このオプションを
有効にする．

M適合モデルを表示: データーに複数の関数を適合して，AICに基づいて最良モデルの結果を表

示するには，このオプションを有効にする．

複数のモデルを適合: データに複数の関数を適合して，それらの結果を表示するには，このオ
プションを有効にする．

削除: ユーザー定義関数のリストのアクティブな関数を削除するには，このボタンをクリック
する．

追加: ユーザー定義関数のリストに新しい関数を追加するには，このボタンをクリックする．
そして，"Function: Y="**フィールドに関数を入力して，そして，計算をスピードアップさせ
たい場合，パラメータの標準偏差が得られるようにしたい場合，各パラメータについて関数の
導関数を選択できる．これをするには， "**導関数" オプションを有効にして，それから，
Excelワークシートで導関数を選択する．
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導関数: これらは，計算をスピードアップさせ，パラメータの標準偏差が得られるようにす
る．

詳細: 選択された内蔵関数に関するより詳細な情報を得るには，このボタンをクリックする．

阻害剤濃度: 次の4つの関数のうちの少なくとも1つを選ぶ場合: "競合阻害"，"非競合阻害"， "不
競合阻害"，"混合モデル阻害"，阻害剤濃度を選択しなければならない．グループごとに異なる
濃度が要求される．

注意: 解説 の節にユーザー関数の定義に関する情報がある．

オプション タブ:

初期値: XLSTAT に開始点を与えるには，このオプションを有効にする．パラメータの初期値に
対応するセルを選択する．選択される行の数は，パラメータの数と同じでなければならない．

パラメータ境界: 選択されたモデルのすべてのパラメータの可能な領域をXLSTAT に与えるに
は，このオプションを有効にする．2列の範囲を選択する．左側が下限で右側が上限である．
選択される行の数は，パラメータの数と同じでなければならない．

パラメータ・ラベル: パラメータの名前を指定したい場合は，このオプションを有効にする．
XLSTATは，一般のラベルpr1,，pr2などを使用する代わりに，選択されたラベルを使用して結

果を表示する．選択される行の数は，パラメータの数と同じでなければならない．

共有パラメータ: モデルに共有パラメータを追加したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションは，グループ変数を追加した場合のみ利用可能である．そして，共有パラ
メータは，適合されたすべてのグループで同じパラメータ値を持つ．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．計算は，繰り返しが最大数を超

えると停止する．デフォルト：200.

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの誤差平方和(SSE)の進展の最大値を入力す
る．これに達するとアルゴリズムが収束したとみなされる．デフォルト値： 0.00001.

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
の1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．
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M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はいけません：以下にあげる選択の最初の行が，データと一致しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む
場合は，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 説明変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル・パラメータ: 適合後のモデルのパラメータの値を表示するには，このオプションを有

効にする．

モデルの方程式: 適合後のモデルの方程式を表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．
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表示チャート:

データと予測値: オブザベーションと適合された関数の曲線を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

残差: 残差を棒グラフで表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計量: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示する：オブザベ
ーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）．

相関行列: この表は，選択された変数の間の相関を表示する．

要約表: 複数のモデルを調整することを選んだ場合，この表が表示される．この表では，調整

されたそれぞれのモデルの適合度係数が表示される．この表の下に，各モデルのAICのグラフ
が表示される．

適合度係数: この表は以下の統計量を示す：

オブザベーションの数；

自由度(DF)；

決定係数 R2；

モデルの誤差（または残差）の平方和（それぞれSSE または SSR）；

モデルの誤差（または残差）の2乗平均（MSE または MSR）；

モデルの誤差（または残差）の平均平方根（RMSE または RMSR）；

AIC: 赤池情報量基準;

AICC: 修正済み赤池情報量基準;

繰り返し: 収束までの繰り返し数．

モデル・パラメータ: この表は，モデルに適合した後の各パラメータを与える．ビルトイン関

数または，ユーザー定義関数でパラメータの導関数が入力された場合，推定量の標準偏差が計

算される．

予測値と残差: この表は，各オブザベーションについて，入力データ，モデルによって予測さ
れた値および残差を与える．モデルの**方程式**が続く．

チャート:

量的説明変数が1つだけ選択された場合，最初のグラフはデータと選ばれた関数の曲線を表

す．このグラフには， 95% 信頼区間曲線および，95% 予測区間曲線を表示できる．信頼区間

は，その変数の観察値での適合された値を評価でき，一方，予測区間は，従属変数の未知のオ
ブザベーションでの期待できる値の範囲を与える．

2番目に表示されるグラフは，残差の棒グラフである．
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事例  

非線形回帰を実行する方法を示すチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトの下記のページ
にある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの非線形回帰チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの非線形重回帰チュートリアル?language=ja

参考文献  

Ramsay J.O. and Silverman B.W. (1997). Functional Data Analysis. Springer-Verlag, New
York.

Ramsay J.O. and Silverman B.W. (2002). Applied Functional Data Analysis. Springer-Verlag,
New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%9D%9E%E7%B7%9A%E5%BD%A2%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%9D%9E%E7%B7%9A%E5%BD%A2%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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2段階M小2乗回帰  
2段階最小2乗回帰でデータを分析するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

2段階最小2乗法は，線形回帰の枠組みで内生説明変数を持つデータを取り扱うために使用され
る．内生説明変数とは，回帰モデル中の誤差項に相関する変数である．内生変数の使用は，線

形回帰の仮定と矛盾している．この種の変数は，変数が誤差とともに測定される場合に見られ
る．

2段階最小2乗アプローチの一般的原理は，モデルのパラメータを推定するために，誤差項と相

関しない操作変数（道具的変数）を使用することである． これらの操作変数は，内生変数には
相関するが，モデルの誤差項には相関しない．

量的従属変数を で， 個の内生説明変数の行列を で， 個の外生説明変数の行列（誤差

項に相関しない）を で（p = p1 + p2）， 個の操作変数の行列を で表記する．モデルの構

造方程式は，次式で与えられる：

ここで と は，それぞれ と に関するパラメータである．変数 と は，ゼロ平均での撹

乱である．

Theil (1953a, 1953b)が開発した推定手法により，パラメータの推定 が次式で与え
られる：

ここで は，射影行列である．

XLSTAT は，内生変数，外生変数，および操作変数を考慮に入れることができる．内生および
外生変数が，説明変数として選択され，操作および外生変数が操作変数として選択されるはず
である（外生変数は両方に選択される）．

y p1 X  1 p2
X  2 q Z

 { y = X  β  + X  β  + ϵ1 1 2 2

X  = Zγ + δ1

β  1 β  2 X  1 X  2 ϵ δ

β = (β  ,β  )1 2

 =β̂ (X ΩX) X ΩXy′ −1 ′

Ω = Z(Z Z) Z′ −1 ′
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数（複数可）を選択する．複数の変数が選択された場合，

XLSTAT は各変数について別々に計算を実行する．列ヘッダが選択された場合， "列ラベル" オ
プションが有効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: Excel ワークシートで量的説明変数を選択する．選択されるデータは，数値タイプで
なければならない．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル"オプションが有効になっている
ことを確認する．内生および外生変数をここで選択する．

Z / 操作変数:

量的変数: Excel ワークシートで量的操作変数を選択する．選択されるデータは，数値タイプで
なければならない．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル"オプションが有効になっている
ことを確認する．すべての外生変数は，操作変数として選択されなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは，0以上でなけ
ればならない．2 の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当する．列ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

回帰重み: 重みつき最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは 1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

ヌル切片: モデルの定数を 0に設定するには，このオプションを有効にする．

許容度: 値が一定であるか，またはすでにモデル中に使用されている他の変数と相関しすぎて
いる変数をOLS回帰の計算で考慮に入れるのをやめるには，このオプションを有効にしてくあ
さい（デフォルトは0.0001 ）．

信頼区間 (%): さまざまな検定，およびパラメータと予測値の信頼区間を計算するために使用す
る信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95.

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にす
る．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションをどのように得るかを定義するには，以下のオプ
ションの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される． “オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選択すると，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要

がある．1 は検証に使用するオブザベーションを識別する．
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予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合として構造化されていることを
確かめる必要がある：選択での順番で同じ変数．一方，変数ラベルは選択されてはならない：
以下にあげられた選択の最初の行は，データに対応しなければならない．

X / 説明変数: 量的説明変数を選択する．最初の行がラベルを含んではならない．ここでは，内

生変数と外生変数だけが選択される．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合は， XLSTAT が自動で
オブザベーション・ラベルを生成する(PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

各Yを別々にチェック: 興味のあるY が欠損値を持つ場合のみ，選択の Y (従属) 変数に欠

損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有効にする．

すべてのYで: 興味のあるY が欠損値を持たない場合でも，Y (従属) 変数に欠損値を持つ
オブザベーションを除去するには，このオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数に平均（量的変数）または最頻値（質的変数）で欠損値

を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 量的変数の（従属変数または説明変数）の相関行列を表示するには，このオプションを
有効にする．

分散分析: 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションについての予測値と残差を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

チャート タブ:

回帰グラフ: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：
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標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

予測値と残差: 以下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 回帰の線: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合のみ表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場

合のみ表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) から (4) に信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての簡単な統計量を示す． オブザ
ベーションの数，欠損値，非欠損値の数，平均，分散（不偏）が，従属変数(青)と量的説明変

数について表示される．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それぞれの
度数とともに表示される．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で， はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選択したモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から1の間のこの係数は，モデルの定数がユーザーによっ
て固定されていない場合のみ表示される．その値は，次式で定義される：

,

は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，良いモデルである． の問題は，モデルを適合するために使用している変数の数を考慮に
入れていないことである．

n

W

R2 R2

R2
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調整済み R²: モデルの調整済み決定係数．調整済み は， がゼロに近い場合，負数に
なることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されていない場合

のみ計算される．その値は次式によって定義される：

調整済み R² は，モデルに使用した変数の数を考慮に入れて，R² を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 平均2乗誤差平方根 (RMSE) は MSEの平方根．.

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は次数（order） 1の自己相関係数で，モデルの残差が自己相関していないことを確認

するために使用する．残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを仮定している．
ユーザーは，残差の独立性仮説が採択できることを確認するために， Durbin-Watson統計量の
表を参照できる．

Cp: MallowsのCp係数は，次式で定義される：

ここで SSE は p個の説明変数によるモデルの誤差の平方和で，  はすべての説明変数からなる
モデルの残差の分散の推定．Cp 係数が p*に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC 基準を最小化することである．

R2 R2

=R̂2 1 − (1 − R )  

2

W − p − 1
W − 1

MSE =   w  (y  −
W − p∗

1

i=1

∑
n

i i   )ŷi
2

MAPE =   w  ∣  ∣
W

100

i=1

∑
n

i
y  i

y  −   i ŷi

DW =  

 w  (y  −   )∑i=1
n

i i ŷi
2

 [(y  −   ) − (y  −   )]∑
i=2
n

i ŷi i−1 ŷi−1
2

Cp =  +
σ̂

SSE
2p −∗ W

σ̂

AIC = W ln(  ) +
W

SSE
2p∗
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SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．

分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設定さ
れていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数のみ
を含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場合，従

属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

**モデルのパラメータの表**は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する
確率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読んだり再利用するのを簡単にするために，モデルの式が表示される．

標準化係数（ベータ係数）の表は，変数の相対重みを比較するのに使用する．係数の絶対値が
大きいほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値0（これは標

準化係数のグラフで簡単に見られる）の場合，モデル中の変数の重みは有意でない．

**予測値と残差の表**は，各オブザベーションについて，その重み，質的説明変数の値を示

す．従属変数の観察された値が1個だけの場合，モデルの予測値，残差，信頼区間（適合され
た予測値および，ダイアログ・ボックスでCookのDが起動された場合，CookのDとともに）が
示される．2種類の信頼区間が表示される：平均の信頼区間（説明変数の任意の値の集合を持

つ無限数のオブザベーションで予測がなされた場合に対応する）と単独の予測値（説明変数の
任意の値についての単独の予測値の場合に対応する）．2番目の区間は常に1番目よりも大き
く，ランダムな値がより大きい．検証データが選択された場合，それらが表の最後に表示され
る．

上記の結果を示す**チャート**が続く．モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート**が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

SBC = W ln(  ) +
W

SSE
ln(W )p∗

PC =  

W − p∗

(1 − R )(W + p )2 ∗
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**新しいオブザベーション**での予測値を計算するために使用するデータを選択した場合，対

応する表が次に表示される．

事例  

2段階最小2乗アプローチのチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの2段階最小2乗回帰チュートリアル?language=ja

参考文献  

Akaike H. (1973). Information theory and the extension of the maximum likelihood principle. In:
Second International Symposium on Information Theory. (Eds: V.N. Petrov and F. Csaki).
Academiai Kiadó, Budapest. 267-281.

Amemiya T. (1980). Selection of regressors. International Economic Review, 21, 331-354.

Mallows C.L. (1973). Some comments on Cp. Technometrics, 15, 661-675.

Theil, H. (1953a). Repeated least square applied to complete equation systems. mimeo,
Central Planning Bureau, The Hague.

Theil, H. (1953b), Estimation and simultaneous correlation in complete equation systems.
Central Planning Bureau, The Hague.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE2%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E6%9C%80%E5%B0%8F2%E4%B9%97%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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PLS/PCR 回帰  
変数の数対オブザベーションの数に関するOLS(通常の最小２乗回帰)の制約に直目することな
く，1つまたはそれ以上の量的説明変数や質的説明変数の線形結合を用いて，1つまたはそれ以

上の量的従属変数の値をモデルし予測するには，このモジュールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このモジュールにある3つの回帰手法は，説明変数の線形結合に関わるモデルを生成する共通

の特性を持っている．3つの手法の間の違いは，変数間の相関構造が取り扱われる方法にあ
る．

PCR回帰

主成分回帰（PCR ：Principal Components Regression）は，3つのステップに分けられる： ま
ず説明変数の表で主成分分析（ PCA：Principal Components Analysis）を実行して，それから
選択された成分の上で OLS 回帰を実行し，入力変数に対応するモデルのパラメータを計算す
る．

PCA は，変数によって記述される 個のオブザベーションを持つ表X を， 個の成分で記述さ
れる 個のスコアを持つ表Sに変換することを可能にする．ここで  は  以下で， (S’S) は反転

可能である．変数Y に最も相関するr 個の成分のみがOLS 回帰ステップのために保持されるよ
うに，成分の上でさらなる選択が適用される．これにより，表 R が得られる．

Y と R の表の上でOLS 回帰が実行される．回帰から得られたパラメータによる解釈問題を避け
るために， XLSTAT は，入力変数に対応するパラメータと信頼区間を得るために，結果を元の
空間に変換して戻す．

PLS回帰

この手法は，速く，効率的で，共分散に基づく基準に最適である．これは，変数の数が多く，
説明変数が相関している場合に推奨される．

PLS 回帰のアイデアは，  個の変数で記述される  個のオブザベーションを持つ表から開始し
て，  個の成分（  ）の集合を作成することである．成分を構築する手法はPCAとは異

なり，欠損値を取り扱う利点を提供する．保持する成分の数の決定は，通常，クロス・バリデ
ーションに関わる基準に基づく．ユーザーは，使用する成分の数を設定することもできる．

n q

n q p

p n

h h < p



データ・モデリング  453 PLS/PCR 回帰  

いくつかのプログラムでは，PLS1 と PLS2を区別している．PLS1 は，従属変数が1つだけの
場合に対応する．PLS2 は，複数の従属変数がある場合に対応する．XLSTAT で使用するアル
ゴリズムは， PLS1 を 単にPLS2の特殊ケースとして扱う．

OLS および PCR 手法の場合，モデルが複数の従属変数のために計算される必要がある場合，

モデルの計算は，従属変数の表Yの列上で単純にループになるだけである．PLS 回帰の場合

は， Y の共分散構造も計算に影響する．

個の成分を持つPLS 回帰の方程式は次式で書ける:

ここで は従属変数の行列， は説明変数の行列， ， ， ， ，  は，PLS アルゴ
リズムによって生成された行列， は残差の行列である．

上の の回帰係数の行列 は，PLS 回帰アルゴリズムで生成された  個の成分を持ち，次式

で与えられる：

注意: PLS 回帰は， OLS および PCR が行うのと同様に，線形モデルを導く．

注意:

PCA（PCRでの） または PLS 回帰から得られる成分の数が，説明変数の数と等しければ，こ
の3つの手法は同じ結果を与える．

PLS 回帰から得られる成分は，可能な限りYを説明するように構築されるが，一方， PCRの成

分は，可能な限りXを説明するために構築される． XLSTAT は， Yと最も相関している成分の
選択を可能にすることにより，PCRのこの欠点を部分的に補償することを可能にしている．

PLS判別分析

PLS 回帰は，判別分析に適応させることができる．PLS 判別分析は，量的変数と質的変数を用

いて，複数のクラスへのオブザベーションのメンバーシップを説明し予測するために，PLSア
ルゴリズムを用いる．XLSTAT-PLSは，質的従属変数から得られる完全分離表で適用される
PLS2 アルゴリズムを使用する．

PLS 判別分析は，従来の判別分析が適用できない多くの場合に適用できる．たとえば，オブザ
ベーションの数が少なく，説明変数の数が多い場合である． 欠損値がある場合，PLS 判別分析

は，利用可能なデータで適用できる．また，PLS 回帰と同様，説明変数間の多重共線性が高い
場合に適応する．

従属変数のカテゴリの数だけモデルが得られる．オブザベーションは，高い値の式を持つカテ
ゴリに関連づけられる．

K を従属変数Yのカテゴリの数とする．各カテゴリ , …, で，モデルの式が得られる：

h

  

Y = T  C  + E  h h
′

h

= XW  C  + E  k
∗

h
′

h
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ただし は質的従属変数のカテゴリで， は に関するモデルの切片で， は説明変数の数

で， は同じモデルの係数である．

次式が成り立つ場合，オブザベーション i はクラス k に関係づけられる:

PLS 判別分析は，従来の線形判別分析の興味深い代替を提供する．

出力は， PLS 回帰の結果と，混同行列のような従来の判別分析の結果を混合する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的/質的: 従属変数を選択する．PLS-DAの場合（名義値が可能で，いずれにせよカテゴリカル
とみなされる）を除いて，データは数値でなければならない． “変数ラベル”オプションが有効

になっている場合，変数のヘッダも選択されていることを確認する．

X / 説明変数:

量的: 1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効にする．そ
して，対応するデータを選択する．データは数値でなければならない．“変数ラベル”オプショ

F (y  , a  ) =i k b  +0  b  x  

j=1

∑
p

i ij

a  k b  0 a  k p

b  i

k =∗ arg max  F (y  , a  )k i k
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ンが有効になっている場合，変数のヘッダも選択されていることを確認する．

質的: 1つまたはそれ以上の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効にする．そ
して，対応するデータを選択する．それらの Excel 形式が何であれ，データは，カテゴリカ
ル・データとみなされる．“変数ラベル”オプションが有効になっている場合，変数のヘッダも
選択されていることを確認する．

手法: 使用したい回帰手法を選ぶ：

PLS: 偏最小2乗回帰（Partial Least Squares Regression）を計算するには，このオプシ
ョンを有効にする．

PLS-DA: 偏最小2乗判別分析（Partial Least Squares Discriminant Analysis）を計算する
には，このオプションを有効にする．

PCR: 主成分回帰（Principal Components Regression）を計算するには，このオプション
を有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションを有効にしている場

合，ヘッダを選択に含める必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATがオブザ
ベーション・ラベルを自動で生成する(Obs1, Obs2 …)

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1になる．重みは 0 以上の整数値

でなければならない． 2 の重みは，同じオブザベーションを2回繰り返すことに相当する．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

回帰重み: このオプションは，PCR とOLS 回帰でのみ有効である．重みつき最小2乗回帰を実

行したい場合は，このオプションを有効にする． このオプションを有効にしない場合，重みは
1 とみなされる．重みは0 以上でなければならない． If the "変数ラベル"オプションが有効の場

合，選択のヘッダも選択されていることを確認する．

オプション タブ:

共通オプション:

信頼区間 (%): さまざまな検定，パラメータおよび予測に使用する信頼区間のサイズを% で入

力する．デフォルト値：95．
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交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大交互作用

レベル（1 から 4の間の値)を入力する．

X / 説明変数:

中心化: 計算を開始する前に，説明変数を中心化したい場合は，このオプションを有効に
する．

縮約: 計算を開始する前に説明変数を標準化したい場合は，このオプションを有効にす
る．

PLS 回帰のオプション:

停止条件:

自動: XLSTATが保持する成分の数を自動で決定するようにさせるには，このオプション
を有効にする．

固定数: モデルで考慮に入れる成分数を設定するには，このオプションを有効にする．

Qi² しきい値: いくつかの各従属変数に対して，成分の寄与度が有意であるかどうかを決

定するためにQi² 基準のしきい値を設定するには，このオプションを有効にする．デフォ
ルト値は 0.0975 で，これは 1-0.95²に相当する．

Qi² しきい値 (全体): すべての従属変数に対して，成分の寄与度が有意であるかどうかを
決定するために Qi² 基準のしきい値を設定するには，このオプションを有効にする．デ
フォルト値は 0.0975 で，これは 1-0.95²に相当する．

Qi² 改良: 成分の寄与度が有意であるかどうかを決定するためにQi² 改良基準のしきい値を
設定するには，このオプションを有効にする．デフォルト値は 0.05 で，これは5% の改

良に相当する．この値は次式で計算される：

M小Press: モデル中で使用する成分の数が，最小 Press(predicted residual error sum of
squares)統計量によるモデルに一致するようにするには，このオプションを有効にす
る．

アルゴリズム: クロス・バリデーションにジャックナイフ・オプションが選択され，データが
中心化または標準化されている場合のみ，2つのアプローチの違いが見られる．

高速: より高速なアルゴリズムを使用するには，このオプションを有効にしてくだい．ア
ルゴリズムが，ジャックナイフ・トレーニング・セットを再中心化または再標準化する
ことを避けます．

正確: より低速だが，より正確なアルゴリズムを使用するには，このオプションを有効に
する．アルゴリズムは，ジャックナイフ・トレーニング・セットを再中心化または再標

Q (h) Imp =2
 

Q (h − 1)2

Q (h) − Q (h − 1)2 2
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準化する．

交差検証（クロス・バリデーション）:

なし: XLSTAT がどのような交差検証も実行しないようにするには，このオプションを有

効にする．これはより高速な計算につながあるが， Q² 統計量も信頼区間も計算できな
い．

ジャックナイフ (LOO): トレーニング・セットから各オブザベーションを1つずつ除去し
てモデルを再計算するには，このオプション（jackknife leave one out ）を選ぶ．これ
は，Q² 統計量およびVIP などPLS 回帰の多数の統計量に関する信頼区間を計算できる．
このオプションは，メモリの問題を避けるために，100 オブザベーションに満たない場

合に使用できる．

ジャックナイフ: トレーニング・セットから各グループを1つずつ除去してモデルを再計

算するには，通常のジャックナイフ・オプションを選択する．これは，Q² 統計量および
VIP などPLS 回帰の多数の統計量に関する信頼区間を計算できる．このオプションは，
メモリの問題を避けるために，100 グループに満たない場合に使用できる．

PCR 回帰のオプション:

標準化 PCA: 相関行列でPCAを実行うするには，このオプションを有効にする．共分散行列で
PCA を実行するには，このオプションを無効にする（非標準化PCA）．

成分をフィルタ: モデル中で使用される成分の数を減らすために，以下の2つのオプションの1
つを有効にできる：

M小 %:このオプションを有効にして，選択された成分が表現するべき合計変動のパーセ
ンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる成分の最大数を設定するには，このオプションを有効にする．

成分の並べ替え: “最小 %“または “最大数“に基づく成分を選択するために，どの基準を用いるべ
きかを決定するために下記のオプションの1つを選ぶ：

Yとの相関: 成分の選択が，従属変数Y と成分の間のR²決定係数の大きさの順序に基づく
ようにするには，このオプションを有効にする．このオプションが推奨である．

固有値:成分の選択が，成分に対応する固有値の大きさの順序に基づくようにするには，
このオプションを有効にする．

固定切片: モデルの切片（または定数）を任意の値に設定するには，このオプションを有効に
する．そして，対応するフィールド内で値を入力する（デフォルトは0）．

許容度: OLSアルゴリズムが，一定の値を持つ変数，または他の変数あるいは変数のグループ
と強く相関する変数を自動的に除去できるようにするには，このオプションを有効にする（デ
フォルト値は最小の0.0001．最大値は1まで可能）．許容値が高いほど，変数間の共線性をよ
り 許容するモデルになる．

検証 タブ:
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検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合:検証に使用するオブザベーションをどのように獲得するかを決定するには，下記のオ
プションの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．したがって “オブザベーションの数”
N を指定する．

M後のN 行: 最後の N個のオブザベーションが選択される．したがって “オブザベーショ
ンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN個のオブザベーションが選択される．したがって “オブザベーショ
ンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選択した場合，0 か1の値だけを持つバイナリ変数を選

択する必要がある．1の値は，そのオブザベーションが検証に使用されることを意味す
る．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする． この
オプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合と同じ変数が同じ順序で構造化

されていることを確認する必要がある．一方，変数ラベルは選択してはいけません．以下に一

覧される選択の最初の行は，データに対応しなければならない．

量的: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベルを
含んではいけません．

質的: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベルを
含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効になっていないと，オブ
ザベーション・ラベルはXLSTATによって自動的に生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明編巣，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む
なら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

これらのオプションは，PCR および OLS 回帰でのみ利用できる．PLS回帰では， 欠損値はア
ルゴリズムによって自動的に取り扱われる．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを消去するには，このオプションを
有効にする．

各Yを別々にチェック: 問題のY(従属) 変数が欠損値を持つ場合のみ，選択されたYで欠損

値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを選ぶ．

すべてのYで: 問題のY（従属）変数が欠損値を持たない場合も，どれかのYで欠損値のあ
るオブザベーションを除去するには，このオプションを選ぶ．
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欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．従属変数で欠損値が提

示されると，対応するオブザベーションが予測される．説明変数で欠損値が提示されると，ペ
アワイズ除去により，相関行列を計算するために，対応するオブザベーションが使用される．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

3手法に共通のオプション:

記述統計: 選択したすべての変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にす
る．

相関係数: 量的変数（従属および説明）の相関行列を表示するには，このオプションを有効に
する．

標準化係数: モデルの標準化パラメータ（ベータ係数とも呼ばれる）を表示するには，このオ
プションを有効にする．

方程式: モデルの方程式を明確に表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: 予測値と残差の表を表示するには，このオプションを有効にする．

PLS 回帰のオプション:

t, u, u~成分: 成分に対応する表を表示するには，このオプションを有効にする．このオプショ
ンが有効でない場合，対応するグラフは表示されない．

**c, w, w*, p ベクトル**: PLSアルゴリズムから得られるベクトルに対応する表を表示するに
は，このオプションを有効にする．このオプションが有効でない場合，対応するグラフは表示

されない．

VIP: 射影に対する変数の重要度の表とグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 標準化係数の信頼区間を計算するには，このオプションを有効にする．この計算

は，ジャックナイフ法を用いる．

はずれ値分析: はずれ値分析の表とグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

PLS-DAのオプション:

t, u, u~成分: 成分に対応する表を表示するには，このオプションを有効にする． このオプショ
ンが有効になっていない場合は，対応するグラフが表示されない．

**c, w, w*, p ベクトル**: PLS アルゴリズムから得られたベクトルに対応する表を表示するに
は，このオプションを有効にする．このオプションが有効になっていない場合は，対応するグ
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ラフが表示されない．

VIP: 射影に対する変数の重要度の表とグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 標準化係数の信頼区間を計算するには，このオプションを有効にする．この計算

は，ジャックナイフ法を用いる．

はずれ値分析: はずれ値分析の表とグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

混同行列: クラスのそれぞれで，正しく，または間違って分類されたオブザベーションの数を
示す表を表示するには，このオプションを有効にする．

PCR 回帰のオプション:

因子負荷量: 因子負荷量を表示するには，このオプションを有効にする．PCAが相関係数行列

に基づく場合（標準化PCA），因子負荷量は主成分と入力変数の間の相関係数に等しくなる．

因子/変数の相関: 主成分と入力変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にす
る．

因子得点: PCAによって生成された因子得点（新しい空間でのオブザベーションの座標）を表

示するには，このオプションを有効にする．この得点は，PCRの回帰ステップで使用される．

PCR および OLS回帰のオプション:

分散分析: 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にする．

調整済み予測値: 予測値と残差の表で調整済み予測値を計算して表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

影響度診断: オブザベーションごとの影響度診断を格納する表を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

チャート タブ:

PCR/PLSに共通のオプション:

回帰グラフ: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: モデルの標準化係数および対応する信頼区間によってグラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

予測値と残差: 下記のグラフを表示するには，このオプションを有効にする：

(1) 回帰直線: 説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合に限り，このグラフが表示さ
れる．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: 説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合に限り，この
グラフが表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差

(4) 予測値 v.s. 観察値
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(5) 標準化残差の棒グラフ

信頼区間: グラフ (1) と (4)で信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

相関グラフ: 成分と入力変数の間の相関に関するグラフを表示するには，このオプションを有

効にする．PCRの場合，相関円を表示するには，この変数を有効にする．

ベクトル: 入力変数をベクトルで表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・グラフ: オブザベーションを新しい空間で可視化できるグラフを表示する
には，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上でオブザベーションのラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．ラベルの数は，フィルタリング・オプションを用いて調整できる．

バイプロット: 入力変数とオブザベーションを同時に表示するグラフを表示するには，このオ
プションを有効にする．

ベクトル: 入力変数をベクトルで表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: バイプロット上にオブザベーションのラベルを表示するには，このオプションを
有効にする．ラベルの数は，フィルタリング・オプションを用いて調整できる．

色づけラベル: ラベルを対応するポイントと同じ色で表示するには．このオプションを有効に
する．このオプションが有効でない場合，ラベルは黒で表示される．

フィルタ: 表示するオブザベーションの数を調整するには，このオプションを有効にする：

ランダム: 表示するオブザベーションを無作為に選択する．表示する “オブザベーション
の数” N を指定する．

M初のN行: 最初のN個のオブザベーションが，グラフ上に表示される．表示する “オブザ
ベーションの数” N を指定する．

M後のN行: 最後のN個のオブザベーションが，グラフ上に表示される．表示する “オブザ
ベーションの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選択すると，0と1の値のみを持つバイナリ変数を選択す
る必要がある．1は，表示するオブザベーションとして識別される．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数についての基本統計量を表示する．従属

変数（青で色づけ），および量的説明変数について，XLSTAT は，オブザベーションの数，欠

損値を持つオブザベーションの数，欠損値のないオブザベーションの数，平均値，不偏標準偏

差を表示する．質的説明変数について，XLSTATは，その名前とカテゴリの度数を表示する．

相関行列: この表は，説明変数間，従属変数間，および両者のグループ間の相関の可視化を可

能にするために表示される．

PLS 回帰の結果:
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最初の表は，**モデル品質**指標を表示する．この品質は，指標への成分の累積寄与率に対応

する:

Q²cum 指標は，モデル（および複数の従属変数がある場合はサブ・モデル）の予測品質

に対する最初のh個の成分の全体的な寄与率を測定する．Q²cum(h) 指標は次式で表され
る:

この指標は ，PRESS統計量（クロスバリデーションが必要）および1つ成分の少ないモデルの
誤差の平方和 (SSE)を含む． 指標の最大値の探索は，最も安定したモデルを発見する
ことに相当する．

**R²Ycum**指標は，従属変数と最初のh 個の成分の間の決定係数の合計である．したが
って，これは，モデルの従属変数についての最初のh 個の成分の説明力を測定する．

**R²Xcum**指標 は，説明変数と最初のh 個の成分の間の決定係数の合計である． したが
って，これは，モデルの説明変数についての最初の 個の成分の説明力を測定する．

成分の数を増やしたときのこれらの3つの指標の進展の可視化を可能にする棒グラフが表示さ
れる．R²Ycum と R²Xcum 指標は，成分の数によって必然的に増大するが，Q²cumはそうでは
ない．

次の表は，説明変数および従属変数とt成分およびu成分の**相関行列**である．グラフは，t成
分との相関を示す．

次の表は w ベクトル**で，続いて w* ベクトル** および **c ベクトル**となっており，"解説" の
節で示したように，それはモデルに直接含まれる．h=2 までが有効なモデルに対応する場合，

**w*/c 軸上の変数チャート**でのyベクトル上のxベクトルの射影によって，モデル中の対応す
る係数の符号と相対重みがわかる．

次の表は，**t**成分の空間でのオブザベーションの**得点**を示す．対応するグラフが表示され
ている．いくつかのオブザベーションが検証のために選択された場合，それらがグラフ上に表

示される．

次の表は，**t**成分の空間中でのオブザベーションの標準化**得点**を示す．これらの得点は，
（指標変数で表される）各オブザベーションと成分との相関を計算することに相当する．これ
は， Xs，Ysおよびオブザベーションを同時に表示する **相関マップ**にオブザベーションを表

示することを可能する．このマップの解釈のための事例は， Tenenhaus (2003)で示されてい
る．

次の表は，u とそれから u~ 成分の空間でのオブザベーションの *得点**である．u~に基づくグ
ラフが示されている．検証のためにいくつかのオブザベーションが選択された場合，それらが
グラフに表示される．

Q² 品質指標 の表は，成分が従属変数の説明にどれぐらい寄与しているかを可視化できる．累
積 Q² 品質指標 の表は，空間の次元数の増大に伴う品質を測定することができる．

Q cum(h) =2 1 −   

j=1

∏
h

 SSE  ∑k=1
q

k(j−1)

 PRESS  ∑k=1
q

kj

Q cum2

h
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入力変数（従属変数および説明変数）と成分t および成分 u~の間の R² および冗長性 の表は，t
および u~の説明力を評価することを可能にする． X の表（  行と  個の変数）と c 成分の間

の冗長性は，c で説明されるX の分散の一部である．我々は，これを変数と成分の間の相関係

数の2乗の平均として定義する:

冗長性から，t 成分の構築に対する説明変数の重要度を測定する （射影に対する変数の重
要度） を導くことができる．j番目の説明変数と成分 の **VIP**は，次式で定義される：

VIP チャート（成分ごとに1つの棒グラフ）上で，0.8より大きいVIPを識別するための境界線が
プトッロされている：これらのしきい値は， Wold (1995)およびEricksson (2001) が提案したも
ので，中程度( ) または強く影響する( )変数を識別することができ
る．

次の表は，**はずれ値分析**を示す．DModX（X変数の空間での各オブザベーションからモデ
ルへの距離：distances from each observation to the model in the space of the X variables）
は，説明変数についてのはずれ値を識別することができ，一方， DModY（Y変数の空間での各

オブザベーションからモデルへの距離：distances from each observation to the model in the
space of the Y variables）は，従属変数についてのはずれ値を識別することができる．対応す
るグラフ上にしきい値 DCritも，はずれ値を識別するのを助けるために表示される：DCritしき
い値より上にある DMod 値がはずれ値に対応する． DCrit は，伝統的に箱ひげ図で使用されて
いるしきい値を用いて計算される．i 番目のオブザベーションの DModX の値は次式で表され
る：

ここで，  (i = 1 … n) は，j番目の成分でのX の回帰の残差である．i番目のオブザベー
ションの DModY の値は，次式で表される:

ここで，  は従属変数の数で，  (i = 1 … n) はj番目の成分でのY の回帰の残差であ
る．

次の表は，1つまたはそれ以上の従属変数に対応するモデルの**パラメータ**を示す．説明変数

の数が20を超えない場合は，各モデルに対応する方程式それに続く．

各従属変数について，一連の表とグラフが示される．

n p

Rd(X, c) =   R (x  , c)
p

1

j=1

∑
p

2
j

V IP

h

V IP  =hj    w  Rd(Y , t  )
 Rd(Y , t  )∑

i=1
h

i

p

i=1

∑
h

ij
2

i

0.8 < V IP < 1 V IP > 1

DModX  =i    

n − h − 1
n

p − h

 e(X, t)  ∑j=1
p 2

ij

e(X, t)  ij

DModY  =i   

q − h

 e(Y , t)  ∑j=1
q

ij
2

q e(Y , t)  ij
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適合度統計: この表は，各従属変数についての PLS 回帰の適合度統計量を示す．この統計量の
定義は，下記のとおりである：

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，モデル中の変数の相対重みを比較することができ
る．信頼区間を計算するために， PLS 回帰の場合，OLS 回帰で使用される正規性仮説に基づ
く伝統的な式は適用しない．Tenenhaus ら (2004)が提案したブートストラップ法が，信頼区間

を推定できる．係数の絶対値が大きいほど，モデル中のその変数の重みがより大きくなる． 標
準化係数の信頼区間が0を含む（それはグラフ上で簡単に観察できる）場合, モデル中のその変

数の重みは，有意ではない．

**予測値と残差**の表では，重み，従属変数の観察値，対応する予測値，残差，および信頼区

間が，各オブザベーションについて表示される．2種類の信頼区間が表示される： 平均の信頼

区間（これは，ある説明変数の値の集合による無限数のオブザベーションについて予測がなさ
れる場合に対応）と，個々の予測値の信頼区間（これは1つのみのオブザベーションについて
予測がなされる場合に対応）とがある．2つ目の区間は，もちろん，確からしさがより高いの
で，常に1つ目のよりも広くなる．検証のためにいくつかのオブザベーションが選択された場

合，それらがこの表に示される．

あとで表示される**3つのグラフ**が次の可視化を可能にする：

残差 v.s. 従属変数，

予測値と観察値の間の距離 （理想的なモデルでは，すべての点が基準線上にある），

残差の棒グラフ．

予測モードで使用するデータを選択した場合，表は**新しいオブザベーションでの予測**とそ
れに対応する信頼区間を示す．

PLS-DA特有の結果:

分類関数: 分類関数は，さまざまな説明変数で取られた値を用いて，任意のオブザベーション
がどのクラスに割り当てられるべきかを決定するために使用する．これらの関数は，線形であ
る．オブザベーションは，最高の分類関数F()を持つクラスに割り当てられる．

事前および事後分類と得点: この表は，各オブザベーションについて，従属変数によって定義

されるそのメンバーシップ・クラス，従属変数の各カテゴリでのメンバーシップ確率と分類関

数スコアによって推定されるメンバーシップ・クラスを示す．

推定標本での混同行列: 混同行列は，事前分類および事後分類とともに，正しく分類されたオ
ブザベーションの全体パーセンテージから推定される．

PCR 回帰の結果:

PCR 回帰は，主成分分析のステップを必要とする．先の結果が後に関係する．

固有値: 固有値の表とそれに対応するスクリープロットが表示される．表示される固有値の数

は，非ヌル固有値の数に等しい．成分フィルタリング・オプションが選択された場合，それは
回帰ステップの前にのみ適用される．
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対応する出力オプションが有効化された場合，XLSTATは**因子負荷量**（新しい空間での入力

変数の座標）を表示して，それから入力変数と成分との相関を表示する． PCAが相関行列で実

行された場合，相関**は因子負荷量と等しい．次の表は，**因子得点（新しい空間でのオブザ
ベーションの座標） を表示し，これはあとの回帰ステップで使用される．検証のためにいくつ
かのオブザベーションが選択された場合，それらがこの表に示される． バイプロットに対応す
るオプションを選択すると，バイプロットを表示することができる．

従属変数との相関に基づくフィルタリング・オプションが選択された場合，回帰ステップで使

用される成分は，従属変数との最も大きな決定係数(R²)を持つそれらである．成分と従属変数

との間の相関係数の行列が表示される． 保持される成分の数は，固有値の数と選択されたオプ
ション（”最小％”または”最大成分数”）による．

固有値に基づくフィルタ・オプションが選択された場合，回帰ステップで使用される成分は，
最も大きな固有値を持つそれらである．保持される成分の数は，固有値の数と選択されたオプ
ション（”最小％”または”最大成分数”）による．

適合度統計: この表に回帰モデルの適合に関係する統計量が示される：

オブザベーション: 計算で用いられるオブザベーションの数．下記の数式で， n はオブザ
ベーションの数．

重みの合計: 計算で用いられるオブザベーションの重みの合計．下記の数式で， W は重

みの合計．

DF: 選択されたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数． 0 と1の間の値を持つこの係数は，モデルの定数がユーザーによ
って指定されなかった場合にのみ表示される．この係数の値は，次式で計算される：

は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率であると解釈される． が1に近い
ほど，よく適合したモデルである． のおもな欠点は，モデルを適合させるために使用する
変数の数を考慮に入れていないことである．

調整済み R²: モデルの修正された決定係数． がゼロに近いとき，調整済み は負に
なる場合もある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって指定されなかった場合

にのみ計算される．この係数の値は次式で計算される：

調整済み R² は，モデルに使用する変数の数を考慮したR²の補正である．

MSE: 平均2乗誤差（MSE）は，次式で定義される：

R =2
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∑
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RMSE: 平均2乗平方根誤差（RMSE）は，MSEの平方根である．

MAPE: 平均絶対％誤差（MAPE）は，次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は次式で定義される：

この係数は1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の仮定の1つであることを前提とし
て，残差が自己相関していないことを確認するために使用される．残差の間の独立性の仮説が
採択されるか棄却されるかを確認するために，ユーザーは Durbin-Watson 表を見ることができ
る．

Cp: Mallowsの Cp は次式で定義される：

ここで SSE は，p個の説明変数によるモデルの2乗誤差の合計で，  はすべての説明変数を含

むモデルの残差の分散の推定量である． Cp 係数がp* に近いほど，モデルの偏りが少なくな
る．

AIC: 赤池情報量基準（AIC）は次式で定義される：

赤池 (1973) が提案したこの基準は，情報理論から導かれ， Kullback と Leibler の測度 (1951)に
基づく．これは，新しい説明変数の追加が十分な情報をもたらさないモデルにはペナルティを
課すモデル選択基準である．AICが低いほど，よいモデルである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は次式で表される：

Schwarz (1978) が提案したこの基準は， AICに近く，それを最小化することが目的である．

PC: 雨宮予測基準基準は次式表される：

雨宮(1980)が提案したこの基準は，修正済みR² のように，モデルの節約原理を考慮することが
できる．
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W
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Press: ダイアログ・ボックス内の対応するオプションが有効になっている場合のみPress
(predicted residual error sum of squares) 統計量が表示される．これは次式で定義され
る：

ここで は，i 番目のオブザベーションがモデルのパラメータの推定に使用されたデータ集

合に含まれない場合の，そのオブザベーションの予測である．そして次式が得られる:

したがって，Press RMSE はRMSEと比較できる．両者の差が大きいことは，モデルが，いく
つかのオブザベーションの有無に敏感であることを示す．

**分散分析**表は，説明変数がモデルにどれだけの情報量をもたらすかを評価できる．モデル
の切片がユーザーによって固定されていない場合，選択されたモデルの適合と従属変数がその
平均に等しい基本モデルの適合を比較することによって，その説明力が測定される．切片が任

意の値に固定されている場合，選択されたモデルは，従属変数が固定切片に等しい基本モデル
と比較される．

PCR 回帰の場合，**モデル・パラメータ**の最初の表は，選択された成分に基づくモデルのパ
ラメータである．この表は，解釈が容易ではない．その理由により，入力変数に対応する**モ
デルのパラメータ**を得るために変換が実行される．後の表は，OLS 回帰の場合，直接得られ
る．この表の中には，パラメータの推定，対応する標準誤差，Student のt，対応する確率，そ
して信頼区間などがある．

そして，***モデルの方程式***が，モデルの可視化や再利用を促進するために表示される．

標準化係数（ベータとも呼ばれる）の表は，モデル中の変数の相対重みを比較することを可能

にする．この係数の絶対値が大きいほど，モデル中のその変数の重みが大きくなる．標準化係

数の信頼区間が0を含む（それはグラフで簡単に観察できる）場合，その変数の重みは有意で
はない．

**予測値と残差**の表では，重み，説明変数の値（もしそれが1つだけの場合），従属変数の観

測値，対応する予測値，残差，信頼区間，調整済み予測値が各オブザベーションについて表示

される．2種類の信頼区間が表示される：平均値の信頼区間（これは任意の説明変数の値の集

合によって，無限の数のオブザベーションについて予測がなされる場合に対応）および個々の
予測値の信頼区間（これは1つのみのオブザベーションについて予測がなされる場合に対

応）．2つ目の区間は，もちろん確からしさが高いので，常に最初のものよりも広くなる．い
くつかのオブザベーションが検証のために選択された場合，それらがこの表に表示される．

続く**グラフ**は上記に一覧された結果を可視化することができる．モデル中に1つだけ説明変

数があって，その変数が量的変数であれば，最初のグラフは，オブザベーション，回帰直線，

予測値の信頼区間を可視化できる．２つ目のグラフは，標準化残差 v.s. 説明変数を表示する．
残差は， 横軸周辺にランダムに分布するはずである．トレンド（傾向）が観察される場合，そ
れはモデルに問題があることを意味する．

Press =  w  (y  −
i=1

∑
n

i i   )ŷi(−i)
2

  ŷi(−i)

 Press RMSE =   
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あとで表示される**3つのグラフ**は，標準化残差v.s.従属変数，予測値と観察値の間の距離

（理想的なモデルでは，すべての点が2分線上にある），標準化残差の棒グラフをそれぞれ可

視化することができる．3つ目のグラフは，予期しない数の高い残差があるかどうかを素早く
見ることを可能する：残差の正規性の仮定は，標準化残差の5%だけが ]-2, 2[ 区間の外にある
べきだというこである．

予測モードで使用するデータを選択した場合，表は**新しいオブザベーションでの予測値**，
および対応する信頼区間を表示する．

**影響度診断**の表は，オブザベーションごとに，その重み，対応する残差，標準化残差(
で割る)，スチューデント化残差，削除残差，スチューデント化削除残差，中心化てこ

比，マハラノビス距離，Cookの D，CovRatio，DFFit，標準化DFFit，DFBetas (モデル係数ご
とに1個)，標準化DFBetasを表示する．

そして，予測または特別な精査が必要な係数に影響するオブザベーションを簡単に識別できる
ようにするために，**3つのグラフ**が表示される．

事例  

PLS 回帰の使用法のチュートリアルは， Addinsoft社 ウェブサイトの下記のページにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの偏最小2乗-PLS-回帰チュートリアル?language=ja
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LASSO 回帰  
オブザベーションよりも多い変数がある場合，または，より普遍的には，変数の数が多いとき
に回帰を実行するには，この手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

LASSO は*Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*の略である．LASSO 回帰は，
1996年にRobert Tibshiraniによって提案された．これは，高次元での標準の線形回帰とは異な
り，係数が 爆発 しないように，制約を与える推定手法である．高次元の文脈は，個体の数と
比べてとても多くの変数があるすべてての状況を対象としている．

LASSO回帰は，高次元の文脈での線形回帰の欠点（推定の不安定性と予測の信頼性の欠如）を
克服する手法の1つである．LASSO回帰の主要な利点は，変数の数が多いときに，どの変数に
価値があるか，変数選択を実行する能力にある．

LASSO 回帰

Yを量的従属変数とし，Xを説明変数の行列とするなら，LASSO 推定値  は，次の制約付き最

小化問題の解となる:

ただし，ある  に対する制約   に従わせ，ここで は変数の数を表す．

最適化問題に関連るるラグランジアンは，次式で書かれる:

ここで  は，制約条件  での に関係するラグランジュ乗数である．

一方，与えられた に対する解 の明示的な式はない．したがって．最適化問題はアルゴリズ
ムを用いて解かれる．XLSTATでは，座標降下アルゴリズムを用いて，これを解く．

座標降下アルゴリズム

 β̂

argmin  L(β) =β∈Rp Y − Xβ∥ ∥2

t 0  ∑
j=1
p ∣β  ∣ ≤j t p

Y − Xβ +∥ ∥2 2λ(  ∣β  ∣ −
j=1

∑
p

j t)

2λ  ∣β  ∣ =∑j=1
p

j t t

λ  β̂
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ラグランジュ形式を用いて，ある与えられた  に対して，Lasso 推定値   を次式の  
 として表す:

LASSO回帰は，  正則化パラメータという基本的なパラメータに基づいている．XLSTATはク
ロスバリデーションにより，この最適な  パラメータをユーザーが見つけられるようにしてい
る．

座標降下アルゴリズムでは，各パラメータの最適化が（その他のすべてを固定して）別々に行

われる．

したがって，Thus, noting that each variable 各変数 が中心化および標準化されることを留意

して．LASSO解の 番目の座標  は次式のように表される:

ただし は 番目の残差で， は変数 の転置で， はオブザ
ベーションの数である．

座標降下アルゴリズムは，この式を用いて，LASSO 推定値の各座標を L( ) 収束に達するまで
更新する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

λ 0  β̂

argmin  β∈Rp

L(β) =  Y − Xβ  +
2
1

∥ ∥2
2

λ  ∣β  ∣
j=1

∑
p

j

λ

λ

X  j

j   β̂j

  =β̂j      

⎩⎪
⎨
⎪⎧0

(R  − λ)/nj

(R  + λ)/nj

if  

if  

if  

∣R  ∣ ≤ λj

R  > λj

R  < −λj

R  =j X  Y −j
′ X   X    j

′ ∑
k  =j k β̂k j X  j

′ X  j n

β
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  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数が選択された場合，XLSTATは変数のそれ
ぞれで別々に計算を実行する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効で
あることを確認する．

応答タイプ: 応答のタイプを選択する:

量的: 応答タイプが実数を含む場合，このタイプを回帰モデルに適合させるように選ぶ．

X / 説明変数:

量的: Excelワークシートで量的説明変数を選択する．選択されるデータは数値でなければなら
ない．変数ヘッダが選択されたなら， "変数ラベル"が有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行にヘッダが含まれるなら，このオプションを選択する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にしてください．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となります． 重み
は，0以上でなければなりません．2 の重みは，同じオブザベーション2回繰り返すことに相当

します．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認してく
ださい．

オプション タブ:
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クロスバリデーション（交差検証）: クロスバリデーションによって  パラメータを計算した
い場合は，このオプションを有効にする．このオプションは，最適な 正則化パラメータを得

るために， -フォルド・クロスバリデーションを実行することができる．このオプションは，
選ばれたパラメータによって，分類または回帰の品質を定量化する -フォルド・クロスバリデ
ーションを実行することができる．データが同じサイズの 個の副標本に分割される．1つの副

標本がモデルをテストする検証データとして保持され，残りの -1個の副標本はトレーニン
グ・データとして使用される．

フォルドの数: クロスバリデーションを構成するフォルドの数を入力する．デフォルト値:
5．

テストされる値の数: クロスバリデーションの際にテストされる  値の数を入力する．デ
フォルト値: 100．

Lambda:  正則化パラメータを指定したい場合は，このオプションを有効にする．

停止条件:

収束: ある反復から別の反復への尤度の対数の進展の最大値を入力する．この値に達する
と，アルゴリズムは収束したとみなされる．デフォルト値: 0.000001.

M大時間 (秒): 座標降下に許容される最大時間を入力する．その時間を過ぎても収束に達

しない場合，アルゴリズムは停止し，最後の繰り返しで得られた結果を返す．デフォル
ト値: 180 秒．

繰り返し / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にする．そして，最大

交互作用水準（1から5の値）を入力する．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にして
ください．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションをどのように得るかを定義するには，以下のオプ
ションの1つを選んでください：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択されます． "オブザベーションの数" N を指定

してください．

M後のN行: 最後のN個のオブザベーションが検証のために選択されます．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定してください．

M初のN行:最初のN個のオブザベーションが検証のために選択されます．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定してください．

グループ変数: このオプションを選択すると，0 と1 のみのバイナリ変数を選択する必要

があります．1 は検証に使用するオブザベーションを識別します．

予測 タブ:

λ

λ

k

k

k

k

λ

λ
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予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にしてくださ
い．このオプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合と同様に構造化されて
いることを確かめる必要があります：選択での順番で同じ変数．一方，変数ラベルは選択しな
いでくだい：以下にあげられた選択の最初の行は，データに対応しなければなりません．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にしてください．最初の行

に，変数ラベルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にしてください．最初の行

に，変数ラベルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にしてください．対応するデータを選択してください．このオプションが有効でない場合は，
XLSTAT が自動でオブザベーション・ラベルを生成します(PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行にヘッダが格納され
ている場合は，このオプションを選択する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると， XLSTATが計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: トレーニング標本の選択された変数に関する記述統計を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

検証集合: 検証標本の選択された変数に関する記述統計を表示するには，このオプション
を有効にする．

予測集合: 予測標本の選択された変数に関する記述統計を表示するには，このオプション
を有効にする．

相関行列: さまざまな変数の間の相関の概観を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: 表示されるモデルの係数（ベータ係数）を標準化したい場合は，このオプション
を有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．
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すべての係数: 結果においてゼロ係数に関連する変数を表示するには，このオプションを有効

にする．

チャート タブ:

予測値と残差: 以下のチャートを表示するには，このオプションを有効にする:

従属変数 対 残差．

従属変数の予測値 対 残差．

従属変数の予測値 対 従属変数．

残差の棒グラフ．

変数重要度: 変数の重要度測度を示すチャートを表示するには，このオプションを有効にす
る．

MSEの推移 (クロスバリデーション):  パラメータに対応するMSEの推移を示すチャートを表

示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．量的変数につい
て，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量がこの表に示される:

オブザベーション: 計算で使用されるオブザベーションの数．下に示される式では， が
オブザベーションの数である．

重みの合計: 計算で使用されるオブザベーションの重みの合計．下に示される式では，
 が重みの合計である．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．この係数は，0から1の間の値で，次式で定義される:

R²はモデルによって説明される従属変数の変動の割合として解釈される．R² が 1い近いほど，
良いモデルとなる．

MSE: 平均2乗誤差 (MSE) は次式で定義される:

λ

n

W
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RMSE: 平均平方根誤差 (RMSE) は，MSEの平方根である．

モデル・パラメータ: この表は，モデルに適合した後の各パラメータの値を提供する．

標準化係数: 説明変数を格納する行列が中心化されていない場合，変数の相対重みを比較する
ために，標準化係数（ベータ係数ともいう）が使用される．ある係数の絶対値が高いほど，対

応する変数の重みが大きくなる．

変数重要度のチャート: 与えられた変数の重要度測度は，回帰におけるその係数の絶対値であ
る．

MSE推移のチャート (クロスバリデーション): このチャートは，  パラメータによるMSE推移

を示す．

予測値と残差: この表は，各オブザベーションごとに，従属変数の観察値，モデルの予測値と
残差を示す．

予測値と残差のチャート: これらのチャートは，上記の結果を可視化することを可能にする．

事例  

LASSO 回帰の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/lasso-regression-in-Excel?language=ja

参考文献  

Frédéric Lavancier (2020). Statistique en grande dimension.

Jerome Friedman, Trevor Hastie and Rob Tibshirani (2008). The Elements of Statistical
Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Volume 2.

Jerome Friedman, Trevor Hastie and Rob Tibshirani (2010). Regularization paths for
generalized linear models via coordinate descent. In Journal of Statistical Software (Vol. 58).

Rob Tibshirani (1996). Regression Shrinkage and Selection via the LASSO. In Journal of the
Royal Society (Vol. 58).
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機械学習  
ファジィ k-means クラスタリング  
量的変数の集合で記述されるオブジェクトの均質なグループ（クラスタ）を作成するには，フ
ァジィk-means クラスタリングを使用する．データセットが不明瞭な境界を持つ複数のグルー
プを含むなら（たとえば，グループが接近しすぎているなら），各オブザベーションがメンバ
ーシップの確率で各グループにリンクされることを可能にする曖昧さの係数を導入することが
できる．これはソフトまたはファジィなクラスタリングである．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

参考文献

解説  

k-means法の原理

k-means クラスタリングは1967年にMcQueenによって導入された．他に同様なアルゴリズム
が，Forgey (1965) (moving centers)や Friedman (1967)によって開発された．

このアルゴリズムは，グループの重心を用いて，それが各繰り返しで更新される．各分割が目

的関数  (またはクラスタリング基準)によって評価される．2つの連続する の差 (
)がユーザーによって定義されたしきい値よりも低い場合のみ，アルゴリズムが各

繰り返しを計算する．アルゴリズムの結果は，開始点に強く依存するので，開始点と繰り返し
を増やして，複数の解を探索する可能性がある．これは，局所最適に収束する確率を削減す
る．この手法の欠点は，首尾一貫したクラスタ数を提供しないことである．

K-means アルゴリズムは，複数の非類似度指標を使用できるが，ユークリッド距離が最もよく
使用される．しかし，テキスト分析のような尺度効果を削減する必要がある場合，いくつかの
距離が構造のより良い理解を与える．これは球面k-meansアルゴリズムを特徴づけるコサイン
非類似度の場合である．

球面k-meansは，伝統的なk-meansとは区別されるが，オブザベーションのサイズを考慮に入

れず角距離を評価するコサイン非類似度を用いる．これはテキストマイニングでとくに有用で
ある．ワードの同じ相対量を持つ2つの文書は，文書のサイズには関係なく近いからである．
さらに，この手法は，スパースな行列構造のおかげで，アルゴリズムをとてもよく最適化でき
る．この手法は，2001年にDhillonによって導入された．

テキスト分析から抽出されたデータ行列（検索語-文書行列）は，通常，わずかな正値を含む．
このタイプの行列は，大量のゼロ値（ずべてのオブザベーションで少なくとも90%）のため"ス
パース行列"と呼ばれる． これらの行列の構造は，メモリ占有と計算スピードの両方を最適化

Q Q dQ =
Q  −i−1 Q  i
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できる特定のメモリ・コンテナを用いて利用することができる．XLSTATは，非ゼロ値とそれ
らの座標のみを保持する"Row Compressed Matrix" という特定のスパース行列コンテナを使用

する．

ファジィ k-means 法の原理

ファジィ・クラスタリングは，クラスタ同士が近づきすぎているか，または重なり合っている
かのため，不明瞭な境界を持つクラスタを作成することができる．この手法は，1973年に
Dunnによって，1981年にBezdekによって導入された．これは，多数のクラスタでデータを処

理して，正しいクラスタ数の推定を行うことさえできる．

ファジィk-meansは，伝統的なk-meansの一般化であり，各オブザベーションが確率 で各

クラスタに関連づけられる．開始点は， 個のオブザベーションが 個の重心に（ランダムま
たは非ランダムに）関連づけられて選ばれる．そして，オブザベーションと重心の間の距離が
計算される．次に，各オブザベーション と各重心 でメンバーシップ確率  が次式のよう
に計算される :

そして，メンバーシップ確率とファジィ係数 を用いて，各重心  が更新される :

ファジィ度係数は1より大きくなければならない．係数が高いほど，クラスタの境界はよりフ
ァジィである（警告 : ファジィ度係数は注意深く選ばなければならない．この係数が高すぎる
と，メンバーシップ確率がすべてのクラスタで等しくなり，分割に失敗する）． k-meansは，
ファジィk-meansの特殊例であり，  で，  ならば , それ
以外は  である．

非類似度指標とクラスタリング基準 :

解に到達するために，複数の非類似度指標が使用できる．XLSTATは，Chuanren Liu, Tianming
Huy, Yong Gez および Hui Xiongxが詳細化した3つの距離を提供する :

コサイン非類似度  : コサイン非類似度は，球面k-meansを特徴づける距離であり，2つの
オブザベーションの間の角度のコサインに基づいている．角度が広いほどコサイン非類

似度は1に近づき，The wider the angle, the more the cosine dissimilarity will be close to
1, 1は90° の角度であり，オブザベーション間で共有されている変数がないことを意味す
る．

In case of textual analysis where the scaling effect have to be small, the cosine dissimilarity is
recommended.
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Jaccard 非類似度: この距離は，拡張Jaccard指標に基づく．基本のJaccard指標は，2つ
のバイナリ・ベクトル間のバイナリ和集合を分母とし，それらベクトル間のバイナリ積

（交差）領域を分子とする値を計算する．

拡張jaccard指標は同じことを行うが，ベクトルの値を重みとしてみなす．計算を最適化するた
めに，我々はコサイン類似度に基づく拡張Jaccard指標を計算する．

コサイン非類似度と比較して，拡張Jaccard指標は，接近したオブザベーションに高い感度を持

っている．これは密接はクラスタを持つ密なデータセットに役立つ．

コサイン距離(赤）と拡張Jaccard距離（緑）の比較．

ユークリッド距離: ユークリッド距離は統計解析で一般的に使用され，ほとんど場合，降

下の結果を生み出す．ただし，これは最適化プロセスによるものであること．スパース
（疎な）データには，他の2つのデータを用いることを推奨する．

クラスタリング基準  (または目的関数) は，クラスタリング距離の選択に基づいて計算される
: ユ ー ク リ ッ ド 距 離 で は 3 つ の 選 択 が あ る  ( , , 

) ，一方，Jaccard指標では， を使用し，コサイン非類似度で
は，各オブザベーションと重心の間の  と  で重みづけされた距離の合計を用いる．各基準

はあとで解説される．

D  (A,B) =Jacc 1 − Jacc(A,B) = 1 −  

A ∪ B

A ∩ B

D  (A,B) =Jacc  Extended
1 − Jacc  (A,B) =Extended 1 −  

∣∣A∣∣ + ∣∣B∣∣ − cos(A,B)2 2

cos(A,B)

Q

Trace(W ) Determinant(W )
Wilks Lambda′ Trace(W )

μ m
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球面の場合 :

上記のクラスタリングは，以下のように記述される:

Trace(W):  トレースは，最も伝統的な基準である．与えらえたクラスタ数で  トレ
ースを最小化することは，合計クラス内分散を最小化すること，言い換えると，クラス
タの不均一性を最小化することに相当する．この基準は，尺度効果に敏感である．特定

の変数に他よりも大きな重みを与えることを避けるために，データは事前に正規化され
ていなければならない．さらに，この基準は，同じサイズのクラスタを生み出す傾向が
ある．

ハードケースでは :

そして，基準は :

ソフトケースでは，  行列は  個の行列  からなる:

そして，基準は :

Determinant(W): 共分散行列内にプールれた のデタミナントは， トレース基準より
も尺度効果がかなり低い基準である．さらにクラスタ・サイズは，トレース基準による
よりも均一性が低い可能性がある．

ソフトケースでの基準は :
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Wilks lambda: この基準の最小化によって与えられる結果は，  のデタミナントによっ
て与えられるそれと同一である．Wilksのラムダ基準は，  を 

 で除算することに対応する．ここで は合計分散行列． のデタミ
ナントで割ることで．常に基準は 0 から 1の間の値をとる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: 個のディスクリプタで記述された 個のオブザベーションで構

成される表を選択する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になって
いることを確認すること．

オブザベーション重み: 行が重みづけされているなら，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしないなら，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択されたなら，"列ヘッダ"オプションが有効になっていることを確認すること．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（オブザベーション/変数の表，変数ラベル，オブザベーション重み）
の最初の行がラベルを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”列ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

W

determinant(W )
determinant(T ) T T

P N
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非類似度指標: XLSTATで利用可能な3つから距離を選択する．テキスト・データを分析するに
は，コサイン非類似度が推奨される．精密な分析が求められるデータセットには，Jaccard指標

が推奨される．ユークリッド距離は，k-meansで最もよく使用される距離であり，ほとんどの
場合で適用される．

クラスタリング基準: XLSTATで利用可能な3つから基準を選択する．  は，クラス内

平方和である．Wilks' Lambda は，分割の絶対表現を可能にする．  は，
よりも尺度効果に敏感でない基準である．

オプション タブ:

行をクラスタ: 列のディスクリプタで記述された行のオブジェクトのクラスタを作成したい場

合は，このオプションを有効にする．

列をクラスタ: 行のディスクリプタで記述された列のオブジェクトのクラスタを作成したい場

合は，このオプションを有効にする．

標準化 :

中心化  : このオプションは，各変数の平均を計算して，各変数からそれを差し引く．こ
のオプションは，アルゴリズムが各変数の相対的統計的特性を考慮に入れることを可能

にする．この変換は，変数にのみ適用される．

縮約  : このオプションは，各変数の標準偏差を計算して，各変数をこの偏差で除算す
る．これは，変数の尺度効果を削減する．この変換は，変数にのみ適用される．

クラスタリングのタイプ :

ハード: ハードk-meansアルゴリズムを計算するには，このオプションを選ぶ．

ファジィ: ファジィk-meansアルゴリズムを計算するには，このオプションを選ぶ．デフ
ォルトのファジィ度係数は1.05.

初期パーティション  : 最初の分割が選ばれる方法，言い換えると，クラスタリング・アルゴリ
ズムの最初の繰り返しで，オブザベーションをクラスタに割り当てる方法を選択するには，こ
れらのオプションを使用する．

ランダム: オブザベーションがランダムにクラスタに割り当てられる．

中心による定義: 個のクラスタに対応する 個の中心を選択する．行数はクラスタ数に
等しく，列数はデータ表の列数に等しくなければならない．"列ラベル"オプションが有効

なら，選択にヘッダを含める必要がある．

メンバーシップで定義: オブザベーションは，ユーザーが定義するインデックス変数に従

ってクラスタに影響を与える（例 : 2,2,3,1,4）．この場合，オブザベーションの数と同じ
行数の列ベクトルを選択する．

K++: このオプションは， 2006 年に  Rafail Ostrovsky ， Yuval Rabani ， Leonard
Schulman，Chaitanya Swamyによって提案されたk-means++アルゴリズムによって中心

点を定義することができる．１個目の中心は，オブザベーションからランダムに選ばれ
る．2個目は，オブザベーションと中心の間の距離に基づいて，オブザベーションから選

Trace(W )
determinant(W )

trace(W )

k k
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ばれる．オブザベーションが中心から遠いほど，選択される確率が高い． 個の残り
の中心点も同じ方法で選ばれる．この方法は，データセット内で均等に選ばれた中心で
開始することを可能して，通常，分割の品質とアルゴリズムが解に到達するスピードを
上げる．ただし，このアルゴリズムは，大規模で複雑なデータセット（多数の中心を持

つ）では計算に時間がかかるので，K|| アルゴリズムを使用することが推奨される．

K||: このオプションは， 2012年にBahman Bahmani，Benjamin Moseley，Andrea
Vattani，Ravi Kumar，Sergei VassilvitskiiThisによって提案された K|| または "スケーラブ
ル(拡張）K-means" アルゴリズムによって中心を定義することができる．これは K++ ア
ルゴリズムから派生していて，並列化によって中心を選ぶことができる．K++と同様，最

初の中心がオブザベーションからランダムに選ばれるが，アルゴリズムの各繰り返し
で，  個のオブザベーションがランダムかつ独立に，K++と同じ方法で選ばれる．何

度か実行した後，データセットのサイズに応じて，得られた 個の中心が，K++を用い
て 個の中心に再クラスタされる．このアルゴリズムは，2つの理由で，K++ よりもかな
り速いという利点がある : 最初のステップは，おもにK++によって処理される関連するオ
ブザベーションの量を減らし，各繰り返しでの中心を独立して選択することで、最初の
ステップの並列実装を行うことができる．

クラスの数: アルゴリズムによって作成されるべきクラスタの数を入れる．"中心による定義"ま
たは"メンバーシップで定義"が選択されているときを除いて，クラスタの数が2つの境界の間で
変化するようにできる．

実行の数: このアルゴリズムを実行したい回数を入れる． 初期中心の選択と同様に，一部のパ
ラメータはランダムであり，アルゴリズムを数回実行すると，データセットの大域解に到達す
るのに役立つ．このオプションを使用すると，最良の実行のみが保持される．

停止条件:

繰り返し: k-meansアルゴリズムの繰り返しの最大数を入れる．繰り返しの最大数を超え
ると計算が停止する．デフォルト値: 50．繰り返しの数が 0なら，アルゴリズムは収束が
収束のしき値に達するまで実行される．

収束: 1つの繰り返しから次の繰り返しへの選択された基準の推移の最小値を入れて，そ
の後，アルゴリスムが収束したとみなす．デフォルト値: 0.00001．もし収束が 0 なら，
繰り返しの最大数に達するまでアルゴリズムは実行される．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

0に置換  : 欠損値を 0に置き換えるには，このオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

k − 2

 k/2
X

k
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オプション タブ:

このタブは2つのパートに分かれている : クラスタリングに関する，またはクラスタリングを要

約する全体の結果，およびクラスタごとの結果．

全体の結果

要約表: 各クラスタリングの要約を表示するには，このオプションを有効にする．これ
は，クラスタの数，繰り返し，クラスタリング基準，クラス内およびクラス間の平方

和，およびシルエットの平均幅を含む．

記述統計: 選択された変数の記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．

クラスタ・サイズ: 各クラスタのオブザベーションの数を表示するには，このオプション
を有効にする．

クラスごとの結果

中心: クラスタ座標を表示するには，このオプションを有効にする．

中心オブジェクト: 各クラスのセントロイドに最も近いオブザベーションの座標を表示す
るには，このオプションを有効にする．

クラスタ要約: この分割での各クラスタの特徴（クラス内分散，平均，最大およびクラス
タ中心からの距離）およびクラスタ内のすべてのオブザベーションを表示するには，こ
のオプションを有効にしてください．

Mもよくある変数: 各クラスタの最もよくある変数を表示するには，このオプションを有

効にする．表示するデフォルトのワード数は10．

メンバーシップ: 各オブザベーションに関係するクラスタとこれらの2つの間の距離を表

示するには，このオプションを有効にする．

メンバーシップ確率: 各オブザベーションのメンバーシップ確率  を表示するには，こ
のオプションを有効にする（ファジィ・クラスタリングでのみ利用可能）．

チャート タブ:

基準の推移 : 2つのクラスタ数の間でクラスタリングを行うことを選んだ場合，XLSTATは各分

割での基準を表示する．クラスタの数が多いほど，この基準は低くなる．データセット内に特

定の構造がない場合，基準は着実に減少するが，データセット内に構造がある場合，チャート
上の正しいクラスタ数のところにエルボー（屈折点）が現れるであろう．

プロファイル・プロット: このチャートは，作成されたさまざまなクラスタの平均を比較する
ことができる．

クラスタ・サイズ: このチャートは，各クラスタのオブザベーションの数を表す．

シルエット: 分割のシルエットをプロットするには，このオプションを有効にする．各オブザ
ベーションで，-1 から 1 の適合度係数が計算され，1 は完全な適合で，負値は悪い分割であ
る．これらのすべての適合度係数が分割のシルエットを形成する．適合度係数は以下のように
計算される :

μ  i,j
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 は，オブザベーション  と同じクラスタ内のすべてのデータの間の平均距離で，  は，
 と他のあらゆるクラスタ内のすべてのオブザベーションの間の最も低い平均距離である．

濃縮シルエット: 制限された量の適合度係数のみを表示するには，このオプションを有効にす
る．これにより，大規模なデータセットでの表示スピードが大幅に向上します．データセット
が500オブザベーション以上を含む場合のみ，このオプションが考慮される．

事例  

k-meansクラスタリンスのチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのファジィk-meansクラスタリング?language=ja

参考文献  

MacQueen J. B. (1967). Some Methods for classification and Analysis of Multivariate
Observations, Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and
Probability, Volume 1: Statistics, 281-297

E.W. Forgy (1965). "Cluster analysis of multivariate data: efficiency versus interpretability of
classifications, Biometrics 21, 3, 768-769

S. Dhillon, Inderjit & S. Modha, Dharmendra. (2000). Concept Decompositions for Large
Sparse Text Data Using Clustering, Machine Learning, 42, 143-175.

C. Bezdek, James. (1981). Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function.

Chuanren Liu, Tianming Huy, Yong Gez and Hui Xiongx. (2012). Which Distance Metric is
Right: An Evolutionary K-Means View, SDM

Bahmani, Bahman & Moseley, Benjamin & Vattani, Andrea & Kumar, Ravi & Vassilvitskii,
Sergei. (2012). Scalable K-Means++, Proc. VLDB Endow, 5(2012), 622–633

Rousseeuw, Peter. (1987). Rousseeuw, P.J.. Silhouettes: a Graphical Aid to the Interpretation
and Validation of Cluster Analysis, Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53-
65

Fit(i) =  

max(a(i), b(i)
b(i) − a(i)

a(i) i b(i)
i

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B8%E3%82%A3k-means%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0?language=ja
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クラス分類木および回帰木  
クラス分類木と回帰木は，説明と予測の両方の目的に合ったモデルを供給する手法である． こ
の手法の2つの強みは，樹形図による簡単なグラフィカル表現と，自然言語ルールのコンパク
トな形式である．我々は，これらのモデリング・テクニックが使用されるべき下記の2つのケ
ースを区別する：

量的および質的説明変数の基盤上で，あるクラスに属するオブジェクト（オブザベーシ
ョン，個体）を説明および予測するためにクラス分類木を使用．

量的および質的説明変数の基盤上で，ある従属変数についての説明と予測モデルを構築

するために回帰木を使用．

注意: 上述のモデルを指すときに，セグメンテーション木または決定木（ディシジョン・ツリ
ー）という用語もときどき使われる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

木に関するポップアップ・メニュー

結果

事例

参考文献

解説  

クラス分類木および回帰木分析は，別々に提案された．AID ツリー（Automatic Interaction
Detection）は，Morgan およびSonquist (1963)によって開発された．CHAID （CHi-square
Automatic Interaction Detection）は， Kass (1980) によって提案され，後にBiggs (Biggsら,
1991) よってexhaustive CHAID 手順が導入されて強化された． Classification And Regression
Trees (CART) 手法の名前は，Breiman (1984)の本の題名に由来する．QUEST (QUick, Efficient,
Statistical Tree ) 手法はより新しい (Loh and Shih, 1997)．

これらの説明および予測手法は，以下のことを必要をするときに展開できる：

最も重要な説明変数を識別しながら，質的または量的従属変数によって記録された現象

を説明するルールベース・モデルを構築する．

作成されたグループをルールによって識別する．

新しいオブザベーションについて，従属変数の値を予測する．

CHAID，CARTおよびQUEST
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XLSTAT は，4種類のクラス分類および回帰木分析を提供する： CHAID, exhaustive CHAID,
CART および Quest．ほとんどの場合，CHAID とexhaustive CHAID がよい結果を出す．特別

な状況では，他の2つの手法に興味が持たれる．CHAID は，XLSTATで実装された唯一の非バ
イナリ・ツリーを導くアルゴリズムである．

CART

この手順は，予測する変数の観点から，できるだけ均質なオブザベーションのグループを作成

して，オブザベーショを分割することに関与する．複数の繰り返しが必要である : 各繰り返し
で，従属変数を説明する  クラスにオブザベーションを分割する．最初の分割は，品質測

度に基づいて，オブザベーションの最小の分割を提供する説明変数を選ぶことによって得られ
る．その分割は，ツリーの亜母集団 ("ノード")を定義する．各亜母集団で分割ができなくなる
まで，このプロセスが繰り返される．そして，ツリーの "leaves（葉）"と呼ばれる終端ノード
を得る．各葉は，"ルール"と呼ばれる，ツリーを通る特定のパスによって特徴づけれる．すべ
ての葉のルールの集合がモデルを定義する．

品質測度:

回帰の場合，従属変数は量的変数である．最適な分割を得るために，各ノードで，子ノ
ードの分散を最小化しようとする． (  および  ). ノードの分散  は次式で定義され
る: 

ここで は，オブザベーション  に関係する従属変数の値で，  ノード に関係する出力の
平均である．

クラス分類の場合，従属変数 は， 個のカテゴリを持つ質的変数である． ノードを分

割するのに使用する品質測度は，この場合，ジニ不純度指標（Gini impurity index），情

報利得（エントロピー）または，Twoing基準である．

ノード で，これらの測度は次のように定義される:

ただし は，我々がノード にいるとして， のモダリティ を持つ確率である．  および
はそれぞれ左と右の子ノードで，  と は，あるオブザベーションでの左と右の子ノード

のそれぞれに属する確率である．

k = 2

t  L t  R t

 (Y  −
X  ∈ti

∑ i  (t))y 2

Y  i i  (t)y t

Y J

t

GINI : i(t) = 1 −  p (j∣t)
J

∑ 2

ENTROPY : i(t) = −  p(j∣t) ∗
J

∑ log p(j∣t)[ ]

TWOING : i(t) =   p (j∣t  ) − p (j∣t  )
4

p  ∗ p  L R [
J

∑ 2
L

2
R ]

2

p(j∣t) t Y j t  L

t  R p  L p  R
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量的説明変数の場合，すべての可能な二分割が テストされ，したがって可能なテストは無限に
ある．それでも，学習標本 のサイズ は固定されており，量的変数には最大で の個別の値

があるので，最大 個の関連するバイナリ質問がある．

質的説明変数では，each grouping in two groups of 個のモダリティの2つのグループでの各グ
ルーピングがテストされる (すなわち，  とおり)．

新しいサブノードの各ジェネレーションの後，停止基準がチェックされ，もし条件が何に満た
されなければ，プロセスが繰り返される．

停止基準:

純粋ノード: 1つのカテゴリのオブザベーションまたは従属変数の1つの値のみを含むノー
ド．

分散がゼロに等しい: あるノードのオブザベーションに関連する従属変数の分散がヌルで
ある．

品質属度を改善できる分割が存在しない．

最大ツリー深度: ノードの水準がユーザーが定義した最大ツリー深度に達した．

親ノードの最小サイズ: ユーザーが定義した親ノードの最小サイズよりも少ないオブザベ
ーションをノードが含む．

子ノードの最小サイズ: このノードを分割した後，ユーザーが定義した子ノードの最小サ
イズより小さいサイズのサブノードが，少なくとも1つある．

複雑度パラメータ (CP): 全体の不純度が少なくとも係数CPだけ減少しないかぎり，ツリ
ーの構築が存項されない．その値は，1よりも小さくなければならない．

CHAID および exhaustive CHAID

CHAIDおよびexhaustive CHAIDアルゴリズムは，両方とも3ステップからなる: 融合，分割，停

止．ルート・ノードから始まり，各ノードでこれらの3ステップを用いて，ツリーが繰り返し
成長する．

後続のアルゴリズムは，名義または順序のカテゴリカル変数のみを受け付ける．予測変数が連

続値の場合，後続のアルゴリズムを用いる前に，それらは 個のカテゴリを持つ順序予

測変数に変換される．

量的説明変数の処理:

量的変数  および  (昇順)を与え， のオブザベーション が以下のように
カテゴリ にマップされる:

L  n n n

n − 1

k

2 −k 1

K ≤ 10

X a  , a  , … , a  1 2 K−1 X x  i

C(x)
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もしKが望ましいカテゴリの数であれば，ブレーク・ポイントは次のように計算される:

の順位を計算する．順位を計算するとき，オブザベーション重みが考慮される． 同値があ
る場合，平均順位が使用される．順位および対応する値を次のように昇順で表す：

各カテゴリ で である．ここで  は， の
フロア整数である．グループ が空でないなら， ．ブレーク・ポイント
は，最大値を除いた に対応する の値に等しく設定される．

融合: すべての説明変数 で，プロセスは類似したカテゴリを融合しようとする． の
各最終カテゴリは，もし がそのノードを分割するために使用されているなら，1個の
子ノードでの結果となる．融合ステップは，分割ステップで使用されるp値も計算する．
複数のステップが必要である:

Chaid :

もし が2カテゴリを持つなら，**ステップ 7**に行く．
それ以外は，最も類似した のカテゴリのペアを見つける．最も類似したペアは， 検定

統計量が従属変数 に関して最も大きなp値を与えるペアである．このp値は，カイ2乗検

定またはクラス分類 ( が量的変数)の場合は最大尤度比，または回帰の場合( が量的変

数)の場合はANOVAのF検定を用いて計算される．
最大のp値 ( )を持つペアについて， をユーザー定義の融合しきい値として，もし

なら，このペアが融合される．融合されない場合は，**ステップ 6**に行

く．
(オプション) もし新しく形成されたカテゴリが3個以上の元のカテゴリで構成されている
なら，合成カテゴリ内の最良の二分割を見つける．ここで，最良分割は，p値が最小 (

)のそれである． をユーザーが定義した分割しきい値として，もし
ならこの二分割を実行する．

Go to **ステップ 2**に行く．

(オプション) ユーザー指定の最小子サイズと比較して，少なすぎるオブザベーションを
持つあらゆるカテゴリが，最も類似した（最大p地を持つ）他のカテゴリと融合される．

(オプション) ボンフェローニ補正を適用してp値が調整される．

Exhaustive CHAID:

exhaustive CHAID（網羅的CHAID）では，単一のペアだけが残るまで，あらゆる類似のペアを
融合するために，融合ステップが網羅的な調査方法を用いる．

C x =( )    

⎩⎪
⎨
⎪⎧  1  x ≤ a  1

 k + 1  a  < x ≤ a  k K−1

 K  a  < xK−1

x  (i)

r  ,x   ⋅{ (i) (i)}i=1
n

k = 0 a (K − 1) I  =k i : r(i) ∗  = k{ ⌊
N+1
K ⌋ } x⌊ ⌋ x

I  k i  =k max i :∈ I  { k}
i  k x

X  i X  i

X  i

X  i

X  i

Y

Y Y

α α  merge

α > α  merge

α  min α  spli−merge

α  ≤min α  spli−merge
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1. と設定し，このときに のカテゴリの集合に基づいてp値を計算する． , 
であることに注意する．

2. のカテゴリの許容される，つまり，最も類似したペアを見つける．(検定統計量が従属

変数 について最大p値を与えるペア)．

3. 最大p値を与えるペアを融合する．

4. (オプション) 新しく形成されたカテゴリが，3個以上の元のカテゴリで構成されているな
ら，この新しいカテゴリの最小p値を与える二分割を探索する．このp値が前のステップ
で得られたカテゴリを形成するそれよりも大きければ，新しいカテゴリでの二分割を実

行する．

5. ，このとき のカテゴリの集合に基づくp値 を計算する．

6. 2個のカテゴリだけが残るまで 2 から 5を繰り返す．そして，すべての指標 の中で， 
が最小のカテゴリの集合を見つける．

7. (オプション) ユーザー指定の最小子サイズと比較して，少なすぎるオブザベーションを
持つあらゆるカテゴリを，他の最も類似した（最大のp値を持つ）カテゴリと融合する．

8. (オプション) ボンフェローニ補正を適用してp値を調整する．

分割: すべてのオブジェクトを含むルート・ノードから開始して，最良の分割変数は，p
値（または調整済みp値）が最も低いそれである．p値がユーザーが定義したしきい値よ
りも低いなら，分割が実行される．それ以外は分割しない，

停止: 新しく作成されたサブノードで停止基準がチェックされる．もし基準の1つが合え
ば，そのノードは親ノードとして取り扱われる．以下が停止基準である:

純粋ノード: ノードが1つのカテゴリのオブジェクトまたは従属変数の1つの値のみを含

む．

最大ツリー深度: ノードの水準がユーザーが定義した最大ツリー深度に達した．

親ノードの最小サイズ: ノードが，ユーザーが定義した親ノードの最小サイズよりも少な
いオブジェクトを含む．

子ノードの最小サイズ: このノードを分割した後，ユーザーが定義した子ノードの最小サ
イズより小さいサイズのサブノードが，少なくとも1つある．

QUEST

この手法は，質的従属変数（クラス分類）にのみ適用できる．この手法は，2つの別々のサ
ブ・ステップを用いて分割を実行する．1番目に説明変数の中で最も良い分割変数を探す；2番
目に分割変数について分割点を計算する：

j = 0 X  i P  j P  =j

P  0

X

Y

j = j + 1 X  i P  j

j P  j
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分割変数の選択: 量的説明変数については，質的従属変数Yのさまざまなカテゴリでの各

説明変数X の平均値を比較するために，ANOVA F-検定を実行する．質的説明変数の場合

は，各説明変数についてカイ2乗検定を実行する．我々は， をp値が最も小さい説明変

数と定義する． に対応するp値が より小さいなら， が分割変数として選ばれる．
ここで はユーザー定義しきい値で， は説明変数の数である． が見つからない場

合，すべての量的説明変数について，Levene’のF 統計量を計算する．我々は， を最

も小さいp値に対応する説明変数と定義する． のp値が より小さいなら が分

割変数として選ばれる．ここで は量的説明変数の数である． が見つからない場

合，ノードは分割されない．

分割点の選択: 質的説明変数 Xの場合，まず後の変数が質的変数X’に変換される．変換の
詳細説明は，Loh and Shih (1997)にある．量的説明変数の場合，まず2グループのクラス
を得るまで，X 平均値のk-means クラスタリングによって，Y の類似クラスがグループ
化される．そして，その変数の最適な分割点を決定するために，これらの2グループのク
ラスで，2次モデルを用いた判別分析を実行する．

停止条件: 新しく作成されるすべてのサブ・ノードについて，停止条件が確認される．基準が
一致しなければ，ノードはルート・ノードと同様に扱われる．

アルゴリズムを実行するために，従属変数の事前確率分布が必要である．XLSTATはこれを自

動で計算するために2つのオプションを提供する: 学習標本でクラスの再分割を用いて，または
従属変数のすべてのカテゴリが同じ再分割を持つ（等確率）と仮定してして事前確率を計算す
る．

純粋ノード: ノードが1クラスのオブジェクトのみ，または従属変数の1つの値のみを含

む．

最大ツリー深度: ノードの水準が，ユーザー定義の最大ツリー深度に達した．

最小親ノード・サイズ: ノードがユーザー定義の親ノード・サイズよりも少ないオブジェ
クトを含む．

最小子ノード・サイズ: このノードを分割した後，ユーザー定義の子ノードサイズよりも
少ないサイズのサブ・ノードが存在することになる．

分類表とROC曲線

提供されるたくさんの結果の中で，XLSTAT は，正しく分類されたオブザベーションのパーセ
ンテージを計算するのに用いた分類表（混同行列ともいう）を表できる．従属変数で2つのみ
のクラスが提示されている場合，ROC曲線も表示される．

ROC 曲線 (Receiver Operating Characteristics) は，モデルの性能を表示し，他のモデルとの比

較を可能にする．使用される用語は，信号検出理論に由来する．

X∗

X∗
 

p
α X∗

α p X∗

X∗∗

X∗∗
 

p+pX
α X∗∗

pX X∗∗
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正しく分類された陽性イベントの比率を感度（sensitivity）と呼ぶ．特異度（specificity）は，
正しく分類された陰性イベントの比率である．もしあるイベントが陽性であると考えられるし
きい値確率を変化させると，感度と特異度も変わる．ポイントの曲線（1-特異度，感度）が
ROC曲線である．

たとえば，顧客がダイレクトメールによるキャンペーンに好意的に反応するかどうかを示すバ
イナリの従属変数を考えよう．下図のダイアグラムでは，青い線が，好意的な反応を示すn%の
人々がn%の最も高い確率に一致する理想ケースである．緑色の曲線が正しく判別されているモ
デルである．赤い線（第1二分線）は，調査された標本中で観察された応答確率に等しい応答

確率を持つランダムなベルヌーイ・モデルで得られるものである．したがって，赤い線に近い
モデルは，ランダム生成より改善されていないので非効率である．赤い線より下のモデルは，
ランダムよりも低いわけだから，ひどいモデルである．

曲線の下の領域（AUC）は，ROC 曲線で計算される合成インデックスである．AUCは，モデ
ルによって与えられる陽性イベントが，陰性イベントよりも高い確率を持つ確率である．理想

モデルでは AUC=1 となり，ランダム・モデルでは AUC = 0.5となる．通常， AUC 値が 0.7よ
り大きいとモデルは良好であるとみなされる．正しく判別するモデルは，0.87 から 0.9 のAUC
を持つはずである． 0.9より大きいAUC を持つモデルは優秀である．

クラス分類および回帰ツリーは，量的および質的従属変数に適用される．判別分析またはロジ
スティック回帰の場合，質的従属変数のみが使用される．2つのカテゴリのみを持つ質的従属

変数の場合，ユーザーは，ROC曲線を用いて両手法の性能を比較することができる．

最後に，可能な限り，検証標本でモデルを検証することが推奨される．XLSTAT は，検証標本

を自動的に生成するための複数のオプションを提供する．

Lift 曲線 : Lift曲線は，母集団のパーセンテージの関数としてLift値を表す曲線である．Lift
は，真陽性の割合と陽性の予測の割合の間の比である． 1のLiftは，ランダムな予測を行

うアルゴリズムで利得(gain)がないことを意味する．通常，Liftが高いほど，良いモデル
である．
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累積 gain 曲線 : gain曲線は，総母集団の関数として感度またはrecallを表す曲線である．
これは，データのどの部分に陽性イベントの最大数が集中しているかを見ることを可能

にする．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数: モデルしたい従属変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTAT は，各

変数について別々に計算を行ないます．列ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプショ
ンが有効になっていることを確認する．

応答タイプ: 選択した応答変数のタイプを確認する：

量的: 選択した従属変数が量的であれば，このオプションを有効にする．

質的: 選択した従属変数が質的であれば，このオプションを有効にする．

X / 説明変数:

量的: モデルに量的説明変数を1つまたはそれ以上含めたい場合は，このオプションを有効にす
る．そして， Excel ワークシートで対応する変数を選択する．選択するデータは，数値タイプ
が可能である．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効であることを確

認する．

質的: モデルに質的説明変数を1つまたはそれ以上含めたい場合は，このオプションを有効にす
る．そして， Excel ワークシートで対応する変数を選択する． 選択するデータはどのようなタ
イプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選択された
場合， "変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．
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オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは 0以上でなけれ
ばならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含める必要がある．このオプションを有効にしない場合，オブザベーシ
ョン・ラベルがXLSTATによって自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

手法: 使用する手法を選ぶ．CHAID，exhaustive CHAID，CART．Quest が選択可能である．
Questの場合，“応答タイプ” は，自動的に質的に変更される．

測度: 質的応答タイプでの  CHAID またはexhaustive CHAID 手法の場合，ユーザーは，
Pearson カイ2乗と尤度比測度のいずれかを選べます．質的応答タイプでのCART 手法の場

合，ユーザーは，Gini と Twoing 測度のいずれかを選べます．

オプション タブ:

一般 タブ:

ツリー・パラメータ : 自動， **手動**または or using a **グリッド**探索を用いるからパ
ラメータを定義する方法を選ぶ．

手動で入力: 各パラメータの値を入力する．

自動: XLSTATに自動で推定させたいパラメータを選択する．アルゴリズムは選択

されたパラメータのそれぞれの値をランダムに選ぶ．そして，モデルがこれらのパ
ラメータで構築され，交差検証を用いて，モデルの品質が測定される．10回の繰り
返しの後 (すなわち，10回の無作為抽出），最終モデルを構築するために最良のパ
ラメータ（すなわち，最小の交差検証誤差を提供するそれ）で選択が行われる．

グリッド: 設定したいパラメータを有効にして，各パラメータの値の範囲を選択す
る．アルゴリズムが可能なモデルの集合を構築する．パラメータの最良の組み合わ
せ（最も低い交差検証誤差を持つそれ）が最終モデルを構築するために使用され
る．

M小ノード・サイズ:
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M小親サイズ: 分割するためにノードが含まなければならないオブジェクトの最小数を入

力する．

M小子サイズ: 分割を可能にするために，分割後に新しく作成されるノードに含まれるべ
きオブジェクトの最小数を入力する．

M大ツリー深度: 最大ツリー深度を入力する．

交差検証: このオプションはモデルの品質を定量化することを可能にする．クラス分類モデル
の一貫性を確認するために使用される検証手法は，K分割交差検証（K-fold cross validation）で
ある．データが 個の副標本に分割される．k個の副標本の中で，単一の副標本がモデルをテス
トする検証データとして維持され，残りの 個の副標本がトレーニング・データとして使

用される．そして，交差検証プロセスが 回繰り返され， 個の副標本のそれぞれが検証データ
として厳密に1回ずつ使用される．そして，単一の推定値を得るために， 個の結果が平均され
る．このオプションは，This option is used by default for **自動**および**グリッド**のデフォ
ルトで， で使用される．

フォールドの数: 交差検証で使用される分割の数を入力する．

クラス重み補正: 従属変数のさまざまなクラスのオブザベーションの数が一様でないなら，モ
デルの確立において，オブザベーションの数が少ないクラスにペナリティを科すリスクがあ
る．この問題を克服するために，XLSTATでは2つのオプションがある:

自動: 補正が自動で行われる．同一の合計重みのクラスを得るために，オブザベーション
に人工的な重みを割り当てる．

補正重み: 各オブザベーションに割り当てられるべき重みを選択することができる．

事前確率タイプ (QUESTのみ): ツリー構築プロセスで含めたい事前確率タイプを選ぶ．

有意水準 (%) (Questのみ): 有意水準を入力する．この値は，F検定およびカイ2乗検定のp値と
比較される．この値よりも小さなp値が分割を許可する．このオプションは，CART法では有効

にならない．

複雑度パラメータ: 複雑度パラメータ (CP)の値を入力する．

CHAID タブ:

CHAIDオプション: これらのオプションは，CHAID法が選択されたときに有効になる．

融合しきい値: 融合有意度しきい値の値を入力する．この値より小さい有意度値は，カテ
ゴリの2つのグループを融合することにつながる．質的説明変数のカテゴリは，計算と結

果の可視化を単純化するために融合できる．

再分割の許可: 以前に融合されたカテゴリが再び分割されることを可能にしたい場合は，
このオプションを有効にする．

分割しきい値: 分割有意度しきい値の値を入力する．この値より大きいp値はカテゴリま
たはカテゴリのグループを2つのカテゴリのサブ・グループに分割することにつながあ
る．.

k

k − 1
k k

k

k = 5
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Bonferroni補正: 融合されたカテゴリのp-値の計算でBonferroni 補正を使用したい場合

は，このオプションを有効にする．

区間の数: このオプションは，量的説明変数が選択されたときのみ有効になる．量的説明

変数の離散化で生成される区間の最大数を選ぶことができる．最大値は10である．

有意水準 (%): 有意水準を入力する．この値は，Ｆ検定およびカイ2乗検定のp値と比較さ
れる．この値よりも小さいp値が分割を許可する．このオプションはCART法では有効に
ならない．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
の1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN 行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するためにデータを選択したい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションを有効にすると，予測データ集合が学習データ集合として構造化されてい
ること（同じ変数が選択と同じ順序）を確認する必要がある．学習データの変数ラベル・オプ
ションが有効なら，以下にあげる選択の最初の行が変数ラベルに対応しなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行が変数ラベ
ルを含んではいけません．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．



機械学習  497 クラス分類木および回帰木  

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関係数: 相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

ツリー構造: ノードの表，オブジェクト数の情報，分割のp-値，最初の2つの子ノードを表示す
るには，このオプションを有効にする．質的従属変数の場合，予測されたカテゴリが表示され
る．量的従属変数の場合，ノードの期待値が表示される．

ノード度数: さまざまなノードの絶対度数と相対度数を表示するには，このオプションを有効

にする．

ルール: この表は，各ノードの優勢カテゴリについてのみデフォルトで，自然言語でルールを
表示する．従属変数のすべてのカテゴリとすべてのノードについてのルールを表示するには，
“すべてのカテゴリ” オプションを有効にする．

オブジェクトごとに結果: 各オブザベーションについて，観察されたカテゴリ，予測されたカ
テゴリ，そして，量的従属変数の場合は，従属変数のさまざまなカテゴリに対応する確率を表

示するには，このオプションを有効にする．

混同行列: 各カテゴリについて正しく分類されたオブザベーションと誤分類されたオブザベー
ションの数を示す表を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ツリー図: 分類木および回帰木をグラフィカルに表示するには，このオプションを有効にす
る．ツリー図のポップアップ・メニューの助けにより，枝狩りができる．

棒グラフ: ツリー上で，棒グラフを用いてカテゴリの相対度数を表示させるには，このオ
プションを選ぶ．

度数: 棒グラフ上に度数を表示するには，このオプションを有効にする．

%: 棒グラフ上に（全母集団の） % を表示するには，このオプションを有効にする．

円グラフ: ツリー上に，円グラフを用いて，カテゴリの相対度数を表示させるには，この
オプションを選ぶ．

ツリーに関するポップアップ・メニュー (excel 2003でのみ):
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クラス分類木のノードをクリックして，マウスで右クリックすると，以下のコマンドを持つポ
ップアップ・メニューが表示される：

全ツリーを表示: 全ツリーを表示して，以前の枝刈り動作を取り消すには，このオプションを
選択する．

サブ・ツリーを非表示: 選択されたノードより下のすべてのノードを非表示にするには，この
オプションを選択する．ツリーの非表示部分は，対応する親ノードの赤い四角形で示される．

サブ・ツリーを表示: 選択されたノードより下のすべてのノードを表示するには，このオプシ
ョンを選択する．

枝刈り水準の設定: 最大ツリー深度を変更するには，このオプションを選択する．

このメニューをリセット: ツリー・チャートのポップアップ・メニューを非有効にして， Excel
の標準メニューを有効にするには，このオプションを選択する．

Roc 曲線 : Roc曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

Lift 曲線 : Lift曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

累積 gain 曲線 : 累積gain曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は，選択したすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数については，
欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属変数を含む 質的

変数については，カテゴリごとに度数とパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，説明変数の間の相関を表示する．

ツリー構造: この表は，ノードとオブジェクトの数に関する情報，分割の有意水準，最初の2つ
の子ノードを表示する．質的従属変数の場合，予測されたカテゴリが表示される．量的従属変

数の場合，ノードの期待値が表示される．

分割水準チャート: このチャートは，ツリーの内部ノードの分割変数の有意水準を示する．

ツリー・チャート: どの色が従属変数のどのカテゴリ（質的変数）または区間（量的変数）に
対応するかを識別できるように，まずリジェンドが表示される．ツリーのグラフィカルな可視

化は，できるだけ純粋なルールを獲得するために，どのように反復的に構築されてきたかを素

早く見ることができるようにする．それは，ツリーのリーブ(葉)が理想的には1つのカテゴリ
（または区間）のみに対応するべきであることを意味する． すべてのノードが，棒グラフまた
は円グラフで表示される．円グラフでは，内側の円は，対応するノードに含まれるオブジェク
トに対する，そのカテゴリ（または区間）の相対度数に対応する．外側の輪は，親ノードに含

まれるオブジェクトのカテゴリの相対度数を示す．

ノードの識別子，オブジェクトの数，それらの相対度数，および純度（従属変数が質的の場

合），または予測値（従属変数が量的の場合）が表示される．親ノードと子ノードの間では，
分割変数が灰色の背景で表示される．この分割変数から子ノードに矢印が示される．各子ノー
ドに対応する値（質的説明変数の場合はカテゴリ，量的説明変数の場合は区間）が，子ノード
の隣に表示される左上のボックスに表示される．
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枝刈りは，ツリー・チャートのポップアップ・メニューを用いて行える．チャートのノードを
選択して，右クリックして，ポップアップ・メニューを起動する．利用可能はオプションは，
ポップアップ・メニューの節に説明されている．

ノード度数: この表は，従属変数のカテゴリの度数を表示する． ルール: 各ノードの優勢カテゴ
リについて，自然言語でルールが表示される．ダイアログ・ボックスで“すべてのカテゴリ” オ
プションがチェックされていると，すべてのカテゴリとすべてのノードに関するルが表示され
る．

オブジェクトごとの結果: この表は，各オブザベーションについて，観察されたカテゴリ，予

測されたカテゴリ，および質的従属変数の場合，従属変数の個々のカテゴリに属する確率を表

示する．

混同行列: この表は，各カテゴリについて，正しく分類されたオブザベーションと誤分類され
たオブザベーションの数を表示する（より詳細は解説 の節を参照）．

事例  

クラス分類木と回帰木の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある：
https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのCHAIDクラス分類木チュートリアル?language=ja

参考文献  
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having ordered categories. Journal of the American Statistical Association, 74, 537-552.

Kass G. V. (1980). An exploratory technique for investigating large quantities of categorical
data. Applied Statistics, 20(2), 119-127.

Breiman L., Friedman J.H., Olshen R., and Stone C.J. (1984). Classification and Regression
Tree Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Pacific California.

Lim T. S., Loh W. Y. and Shih Y. S. (2000). A comparison of prediction accuracy, complexity,
and training time of thirty-three old and new classification algorithms. Machine Learning, 40(3),
203-228.

Loh W. Y. and Shih Y. S., (1997). Split selection methods for classification trees. Statistica
Sinica, 7, 815-840.

Morgan J.N. and Sonquist J.A. (1963). Problems in the analysis of survey data and a
proposal. Journal of the American Statistical Association, 58, 415-434.

Rakotomalala R. (1997). Graphes d’Induction, PhD Thesis, Université Claude Bernard Lyon 1.

Rakotomalala R. (2005). TANAGRA: Une plate-forme d’expérimentation pour la fouille de
données. Revue MODULAD, 32, 70-85.

Bouroche J. and Tenenhaus M. (1970). Quelques méthodes de segmentation, RAIRO, 42, 29-
42.
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K M近傍法  
カテゴリが既知で変数の集合で記述されているk個のオブザベーションであるk個の最近傍のカ
テゴリに基づいて，同じ変数で記述されているオブザベーションがどのカテゴリに属するかを
予測するためにこのツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

K 最近傍(KNN: K Nearest Neighbors) 法は，クラスが未知である予測集合のオブザベーション
を，学習集合（事前にクラスがわかっている）でのポイントへのそれぞれの距離によって，カ
テゴライズすることが目的である．

**KNN**の単純なバージョンは，直観的な教師ありクラス分類アプローチであり，最近傍（NN:
nearest neighbor ）法の拡張である（NN 法は， の場合の KNN の特殊ケースである）．

KNN クラス分類アプローチは，学習集合内の各事例は，Rn 内の確率ベクトルであると仮定す
る．各ポイントは として記述され，ここで  は r番目の属性

の値 I を表す．  は量的変数でも質的変数でもかまわない．

クエリ・ポイント のクラスを判断するために， 個の最も近いポイント  to  のそ
れぞれから への投票を進める． のクラスは、多数意見のクラスと一致する．

下記のアルゴリズムは，基本の**KNN**法を記述する:

事前に分類されたサイズ の標本の集合 を仮定する （学習集合内の事例）：

ここで  は， のクラスを表す実数値関数である

 ここで 

分類しようとするクエリー・ポイントまたは標本 を与える．  は へのある
距離関数を持つ最も近い事前分類ポイントであるとする．次式を得る:

k = 1

x = a  (x), a  (x), ..., a  (x)1 2 n a  (x)r

a  (x)r

x  q k x  , ...,x  1 k x  q

x  q x  q

N L

L = {(x  , f(x  )), ..(x  , f(x  )), ..(x  , f(x  )}1 1 2 2 N N

f(x  )i x  i

f(x  ) ∈i V V = {v  , v  , … , v  }1 2 s

x  q x  ,x  , ...,x  1 2 k x  q
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ここで 

起源

最近傍ルールは，伝統的にパターン認識の研究で用いられてきた(Nilsson, 1965)．

この手法は，下記のような多くの分野でも使用されてきた：

バイオインフォマティクス

画像処理

コンピュータ・ビジョン

パターン認識（手書き文字認識など）

GIS (Geographical Information System): 任意の位置に最も近い町を探す．

一般的に，任意のクエリー・ポイントに最も近いポイントまたは個の最も近いポイント
を探すことに関連するような問題を解く学習システムにおいて．

クエリー・ポイントと学習集合内のポイントの間の類似度/非類似度の定量化

任意のクエリー・ポイントと学習集合との間の非類似度が，距離関数を用いて計算される．
我々は，集合   での距離関数 が下記の距離条件を満たす必要があることを想起

する：

. 対称のプロパティ

. 非負のプロパティ．

. コインシデンス（一致）の公理．

. 三角不等式．

基本KNNの収束に関する漸近的結果

Cover および  Hart (1966) が確立した結果は， k 個の最近傍の存在を保証する． と  
が可分距離空間 内の値をとって独立に一様分布する確率変数であるとする．

は集合 からの への最近傍を表すとする．

すると，確率1で  である (Cover and Hart 1966)．

f(x  ) =q argmax   δ(v  , f(x  ))v∈V (
i=1

∑
K

i i )

δ(a, b) =  { 1 if a = b

0 if a  = b

X d : X → R d

d(x, y) = d(y,x)

d(x, y) ≥ 0

d(x, y) = 0 ⇔ x = y

d(x, y) = d(x, z) + d(z, y)

x

x  , … ,x  1 N X x  n
′

{x  , ...,x  }1 N x

x  →n
′ x
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基本 KNN 法の複雑性

任意のクエリー・ポイントへのK個の最近傍を探すために，個々のクエリー・ポイントの学習

集合内の各ポイントへの すべての距離を計算しなければならない．結果として，アルゴリズム
は， 個の距離を計算する．ここで は学習集合内のポイントの数である．K 個の最近傍を発

見するために，これらの 個の距離を並べ替えることが必要となる．その結果，基本の
**KNN**アルゴリズムの実際的弱点は，並べ替えステップに存在する．したがって，基本の
**KNN**の複雑さは， の次数となる．

量的メトリックス（距離）:

各ポイントは，成分が量的確率変数である計量べクトルとみなされる．

下記のような多数の量的距離が使用できる：

ユークリッド: 

ミンコフスキー: 

マンハッタン: 

チェビシェフ: 

キャンベラ: 

質的距離:

各ポイントは，成分がすべて質的変数であるベクトルとみなされる．質的べクトルを取り扱う
とき，量的距離は使用できない．したがって，複数の質的距離が導入されてきた:

オーバーラップ・メトリック OM

オーバーラップ・メトリックは，基本の質的距離としてみなされる:

2つのベクトル  と  の属性が類似している（それらの属性が同じカテゴリ/値をとる）なら
ば，それらは近い:

Where  and  correspond to the i-th attributes of the vectors  and .

N N

N

Nlog(N)

d(x, y) =  (x  −
i=1
∑
n

i y  )i 2

d(x, y) =  ∣x  −
i=1
∑
n

i y  ∣i q

d(x, y) =  ∣x  −
i=1
∑
n

i y  ∣i

d(x, y) = max  (∣x  −i=1.n i y  ∣)i

d(x, y) =   

i=1
∑
n

∣x  ∣+∣y  ∣i i

∣x −y  ∣i i

x y

d(x, y) =  δ(a  (x), a  (y))
i=1

∑
N

i i

a  (x)i a  (y)i x y
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VDM(Value difference distance)

VDM は， Graig Stanfil and David Waltz (1986)によって導入された．VDMでは，2つの属性が
同じ分類クラスを持つほど，より近い．ベクトル と  の間のVDM 距離は，次式で与えられる:

ここで: - は，クラスの合計数である．

: ,が与えられて，  が に分類される確率．

: Provided が与えられて， が に分類される確率．

 は通常 1 または 2に等しい．

 および  は，下記のように計算される:

ここで:

: 内の  でのx のインスタンスの数．

: データセット内の のインスタンスの数．

: 内の  での のインスタンスの数．

: データセット内の のインスタンスの数．

注釈: VDM 距離は，名義属性のために定義されたが，数値属性の間の距離を計算するためにも
使用することができる．

カーネルまたはカーネル・トリックを用いた類似性の計算

カーネルは，距離測度の一般化とみなすことができる．それはヒルベルト空間 (Scholkopf
2001)を用いて表すことができる．

カーネルの計算の背後にある複雑さは，ほとんど似たようなものだが，量的メトリックスの計

算よりもわずかに高い場合がある．

ガウス・カーネル:

x y

N1 : vdm  (x, y) =normalized  a
 P (c∣a  (x)) − P (c∣a  (y))

c=1

∑
C

∣ i i ∣q

C

P (c∣a  (x))i a  (x)i a  (x)i c

P (c∣a  (y))i a  (y)i a  (y)i c

q

P (c∣a  (x))i P (c∣a  (y))i

  

P (c∣a  (x))i

P (c∣a  (y))i

=  

N(a  ,x)i

N(a  ,x, c)i

=  

N(a  , y)i

N(a  , y, c)i

N(a  ,x, c)i c a  i

N(a  ,x)i x

N(a  , y, c)i c a  i y

N(a  , y)i y
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ラプラス・カーネル:

対数カーネル:

指数カーネル::

シグモイド・カーネル:

 は内積．

線形カーネル

 is a dot product

ここで , は 内の2つのべクトル量， と は 内のスカラー量．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

k(x, y) = exp(−  )
2δ2

∥x − y∥

k(x, y) = exp(−  )
δ

∥x − y∥

k(x, y) = − log(∥x − y∥ +d 1)

k(x, y) = −∥x − y∥d

k(x, y) = tanh(αx y +T c)

x yT

k(x, y) = αx y +T c

x yT

x y Rn δ d R
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

学習集合

Y / 質的変数:

質的変数: モデルしたい応答従属変数を選択する．これらの変数は質的変数でなければならな
い．複数の変数を選択した場合は，XLSTAT は変数のそれぞれで別々に計算を行います．列ヘ
ッダが選択された場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

X / 説明変数 (学習集合):

量的変数: Excel ワークシート内の学習集合から量的説明変数を選択する．選択されるデータ
は，数値タイプでなければならない．変数ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプショ
ンが有効になっていることを確認する．

質的変数: Excel ワークシート内の学習集合から質的説明変数を選択する．選択されるデータ
は，どのようなタイプでも可能だが，数値データは名義値としてみなされる．変数ヘッダが選

択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．.

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしない場合，重みはすべて1となる． 重みは，0以上でなければならない．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

一般 タブ :

モデル: 距離またはカーネル:
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予測集合と学習集合の間の類似度を計算する方法を選択する．この入力パラメータは，
メトリックス（距離）またはカーネルのいずれかに設定できる．

入力集合の変数の性質によって，質的距離または量的距離が選択できる：

量的距離:

ユークリッド

ミンコフスキー

マンハッタン

チェビシェフ

キャンベラ

質的距離:

オーバーラップ距離

VDM(Value difference metric)

  カーネル・オプションは，クエリー・ポイントと学習集合内のポイントとの間の類似度を計算するために
 

  * ガウス・カーネル 
 

  * ラプラス・カーネル 
 

  * 球面カーネル 
 

  * 線形カーネル 
 

  * 指数カーネル 

カーネル・オプションの場合，ポイントを高次元空間に写像するために，計算に少し時間がかかります． 

  **同値のブレーキング**: 
 

多数決手順は，クエリー・ポイントのクラスの投票を誘発する．ときどき，複数のポイントが多
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数派として勝ち残ります．これは同値につながる． 
 

 KNN の実装によって，任意のクエリー・ポイントに関する同値をブレイクする複数の方法がある．下記の
 
 

  * **ランダム・ブレーカー**: 等距離にあるポイントの集合から引かれたランダムなポイントに対応す
 

  * **最小インデックス**: 等距離にあるポイントの集合内の最初に遭遇するポイントに対応するクラス
 
 

票の重みづけ: 票の重みづけオプションの設定は，最近傍の各票の重みとして逆数距離または2乗距離を選

 
 
 

**追跡するオブザベーション**: 予測集合のオブザベーションのすべてまたは部分集合について，どれが

近傍 タブ :

近傍の数: KNN クラス分類プロセスの際に使用される近傍の数を選択する．

ユーザー定義 : User can manually defines the number of neighbors, in the Number
field.

交差検証（クロスバリデーション） : このタブは，KNN 分類器の品質を定量

化できる．分類モデルの一貫性を確認するために使用される検証手法は，K
分割交差検証（ K-fold cross validation）である．データはサイズが等しいK
個の副標本に分割されている．K個の副標本の間で，単一の副標本がモデル
をテストする検証データとして保持され，残りの k - 1個の副標本は学習・デ
ータとして使用される．そして，k個の副標本がちょうど1回ずつ検証データ
として使用されて，交差検証プロセスがk回繰り返される．そして， k 個の結

果が単一の推定を産出するために平均される．k は，**フォルドの数**フィー
ルドで指定できる． field.

自動 : このタブは，交差検証を用いて値の範囲で最適な近傍の数を決定

することができる．区間の下限(下限 フィールド) と上限(上限 フィール
ド)および交差検証で用いるブロックの数 (フォルドの数 フィールド)を
選択する．探索を通して得られる交差検証誤差の要約表と関係するグ
ラフが表示される．

予測  タブ:

予測集合:

KNNクラス分類を用いて予測を行うために使用したい量的/質的説明変数を選択する．変数の数

は，学習集合での説明変数の数と等しくなければならない．
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量的変数: Excelワークシートで学習集合の量的説明編巣を選択する．選択されるデータは数値

タイプでなければなりません．変数ヘッダが選択されているなら，"変数ラベル"オプションが
有効にんっていることを確認する．

質的変数: Excelワークシートで学習集合の質的説明変数を選択する．選択されるデータはその
ようなタイプでもかまわないが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダ
が選択されているなら，"変数ラベル"オプションが有効にんっていることを確認する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがあるなら，このオプションを有効に
する．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションが有効なら，選択の中に
ヘッダが含まれる必要がある．このオプションが有効でない場合は，オブザベーション・ラベ
ルがXLSTATによて自動で生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む
なら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を無視 : 欠損値を持つオブザベーションを無視するには，このオプションを有効にす
る．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの差近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本のインピューテーション（補完）前と後の記述統計量を表示するに
は，このオプションを有効にする．

クラスごとの結果: クラスのそれぞれでの統計量とオブジェクトを示す表を表示するには，こ
のオプションを有効にする．

オブジェクトごとの結果: 各オブジェクト（オブザベーション）が最初のオブジェクト順で割

り当てられる表を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数について簡単な統計量を示す．量的変

数については，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属

変数を含む質的変数については，カテゴリがそれらの度数およびパーセンテージとともにそれ
ぞれ表示される．
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事例  

K 最近傍法の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excel での K 最 近 傍クラス分 類 -KNN- チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Batista G. and Silva D. F. (2009). How k-Nearest Neighbor Parameters Affect its
Performance?. Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI 2009), 95-106.

Cover T.M. and Hart P.E. (1967 ). Nearest Neighbor pattern classification. IEEE Transactions
on Information Theory, 13 (1):21-27.

Hechenbichler K. Schliep K. (2004). Weighted k-Nearest-Neighbor Techniques and Ordinal
Classification. Sonderforschungsbereich 386, Paper 399.

Nilsson N (1965). Learning Machines. McGraw-Hill, New York.

Scholkopf B. (2001). The kernel trick distances. Advances in neural information processing
systems. Microsoft Research, Redmond.

Sebestyen G. (1967). Decision-Making Processes in Pattern Recognition. Macmillan.

Stanfil G. and Walttz D. (1986). Towards memory based reasoning. Communications of the
ACM - Special issue on parallelism, 29 (12), 1213-1228.

Wilson D. R. (1972). Asymptotic Properties of Nearest Neighbor, Rules Using Edited Data.
IEEE Trans. On Systems Man and Cybernetics, 2 (3), 408-421.

Wilson D. R. and Martinez T. R. (1997). Improved Heterogeneous Distance Functions. Journal
of Artificial Intelligence Research, 6, 1-34.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEK%E6%9C%80%E8%BF%91%E5%82%8D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%88%86%E9%A1%9E-KNN-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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単純ベイズ分類器  
量的変数と質的変数の集合（予測変数）で説明されるオブザベーションがどのカテゴリに属す
るかを予測するには，この手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

単純ベイズ（またはナイーブ・ベイズ：Naive Bayes）分類器は，アルゴリズム自身によって
決定されるルールの集合によってオブザベーションの集合を分類できる教師あり機械学習アル
ゴリズムである．この分類器は，最初，入力の集合についてどのクラスが期待されるかを示す
トレーニング・データセットで訓練される．訓練フェーズの際，予測フェーズで予測データセ
ットのオブザベーションを分類するために使用する分類ルール精を精密に準備する．単純ベイ
ズは，トレーニング・データセットのクラスが既知で提供されていることを含意しており，ゆ
えに教師ありの手法である．

歴史的には，単純ベイズ分類器はドキュメントの分類やスパム・フィルタで使用されてきた．
現在，たくさんの領域のアプリケーションが存在する有名は分類器である．必要なパラメータ
を推定するのに，ほんの限られた量のトレーニングでよいという利点があり，他の手法と比べ
てきわめて速い．最後に，変数間の独立の強く単純化した仮定（下記の解説を参照）にもかか
わらず，単純ベイズ分類器は，たくさんの実世界のシチュエーションでとても良く働くので，
教師あり機械学習アルゴリズムの中からこれが選ばれるアルゴリズムとなっている．

単純ベイズ分類器の基礎は，変数/特性のすべての対の間の独立の“ナイーブ（素朴・単純）な”
仮定によるベイズの定理である．クラス変数を とし，独立変数の集合を として，
ベイズの定理は次式で表される:

単純な独立の仮定より，以下の関係性が導かれる:

すべての で，この関係性は次式を導く:

y x  , … ,x  1 n

P (y∣x  , … ,x  ) =1 n ⋅
P (x  , … ,x  )1 n

P (y)P (x  , … ,x  ∣y)1 n

P (x ∣y,x  , … ,x  ,x  , … ,x  ) =i 1 i−1 i+1 n P (x  ∣y)⋅i

i
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は，入力を考慮して定数であるので，それは正規化定数とみなされる．したが
って，我々は下記の分類ルールを使用できる：

および

我々は と を推定するのに 最大事後確率（MAP：Maximum A Posteriori ）推定を
使用できる．ここで はトレーニング集合でのクラス の相対度数である． の分布

についてなされる仮定に応じて，複数の単純ベイズ分類が考えられる．

 は，正規分布に従うと仮定でき，その場合，下記の式となる：

これはBernoulli 分布またはXLSTAT ソフトウェアで利用可能な次のパラメトリック分布のいず
れかに従うとも仮定できる：  Log-Normal, Gamma, exponential, logistic, Poisson, binomial,
uniform．この場合のいずれかでは，分布パラメータはモーメント法を用いて推定される．

分布が未知であるか，質的データを用いている場合，XLSTATは任意のクラス での，そのオブ
ザベーションとオブザベーションの合計数の比から経験分布を推定する選択を提供する．

経験分布が使用される場合，ヌル確率を避けるためにラプラス平滑化を使用する必要があるか
もしれない．これは，たとえば，予測データセットの質的変数がアルゴリズムのトレーニン
グ・フェーズでは出会わなかった値を取る場合に役立つ．そして，オブザベーションの意味の
ない分類を導いて，対応する条件つき確率 は のどのクラス でも0 に等しいであろ
う．そのよう場合，残りの変数がオブザベーションのクラスに作用するとみなせるものの，対

応する変数に低いがヌルではない条件つき確率 を割り当てるのに，ラプラス平滑化が
都合の良い性質を持つであろう．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

P (y∣x  , … ,x  ) =1 n ⋅
P (x  , … ,x  )1 n

P (y)  P (x  ∣y)
i=1
∏
n

i

P (x  , … ,x  )1 n

P (y∣x  , … ,x  ) ∝1 n P (y)  P (x  ∣y),
i=1

∏
n

i

 =ŷ  P (y)  P (x  ∣y) ⋅
y

max(
i=1

∏
n

i )

P (y) P (x ∣y)i

P (y) y P (x  ∣y)i

P (x  ∣y)i

P (x  ∣y) =i  exp −  

 2πσ2

1
(

2σ  y
2

(x  − μ  )i y
2

)

y

P (x  ∣y)i y Y  i

P (x  ∣y)i
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

トレーニング・セット

質的変数: モデルしたい応答変数を選択する．これらの変数は質的でなければならない．複数

の変数が選択されると，XLSTATは各変数ごとに別々に計算を実行する．列ヘッダが選択され
た場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

X / 説明変数（トレーニング集合）:

量的変数: Excelワークシートで学習集合から量的説明変数を選択する．選択されるデータのタ
イプは数値でなければならない．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有

効になっていることを確認する．

質的変数: Excelワークシートで学習集合から質的説明変数を選択する．選択されるデータは，
どのタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選択

された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．.

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

すべての量的変数で同じパラメトリック/経験分布: このオプションは，すべての量的変数で同

じパラメトリック/経験分布を選ぶことを可能にする．

各量的変数で特定の分布を選択: このオプションは，各量的変数に特定のパラメトリック分布

を選択するか，それをある経験分布としてみなすことを可能にする．
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パラメトリック分布は，次の分布から選択できる：正規，対数正規，ガンマ，指数，ポアソ
ン，二項， Bernoulli，一様．

質的変数は，暗黙的に独立経験分布から引かれる．

選択されたパラメトリック分布のパラメータは，モーメント法を用いて推定される．

同値のブレーキング:

ベイズ・アプローチを用いる予測は，いくつかのクラスが同じ確率 を持つ場合に落ち着

くことがある．任意の予測での同値をブレークするには，複数の方法がある．下記のオプショ
ンが利用可能である：

ランダム・ブレーカー: 同じ を持つクラスの集合の中でランダムなクラスを選ぶ．
M小インデックス: 同じ を持つクラスの集合の中で最初に遭遇するクラスを選ぶ．

ラプラス平滑化パラメータ:

ラプラス平滑化は，0または1に等しい確率を得ることを防ぐ．

ラプラス平滑化パラメータ は，次式のような確率質量関数 の計算に加えられる正

の実数である：

ここで  は，質的変数または離散量的変数のいずれかである．

の台（サポート）: は有限とみなされる; の大きさは である．

検証 タブ:

単純ベイズ分類モデルのコンシステンシー（一貫性）を確認するために使用する検証手法あ
は，K分割交差検証法（K-fold cross validation technique）である．データは  個の等サイズの
副標本に分割される．  個の副標本の間で，単一の副標本がモデルをテストするための検証デ
ータとして保持され，残りの 個の副標本がトレーニング・データとして使用される。
は**フォールド（分割）の数**フィールドで指定できる．

予測 タブ:

予測集合: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．
このオプションが有効になあている場合，予測データセットが学習データセットと同様に構築

されていることを確認する：選択内で同じ変数が同じ順序．学習データで変数ラベル・オプシ
ョンが有効なら，下に一覧される選択の最初の行が変数ラベルに対応しなければならない．

P (y)

P (y)
P (y)

θ P (X  =n k)

P (X  =n k) =  ,
 n  + θ∣V ∣∑k k

n  + θk

X  n

X  n V V ∣V ∣

k

k

k − 1 k
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量的変数: Excelワークシートで学習集合から量的説明変数を選択する．選択されるデータのタ
イプは数値でなければならない．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有

効になっていることを確認する．

質的変数: Excelワークシートで学習集合から質的説明変数を選択する．選択されるデータは，
どのタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選択

された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動で生成される(PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値の推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

クラスごとの結果: 各クラスの統計量とオブジェクトを与える表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

オブジェクトごとの結果: 各オブジェクト（オブザベーション）が，初期のオブジェクトの順

序で割り当てられるクラスを与える表を表示するには，このオプションを有効にする．

各クラスの事後確率: 予測されたすべてのオブザベーションでの各クラスに対応する事後確率

 を要約する表を表示するには，このオプションを有効にする．

混同行列: 混同行列を表示するには，このオプションを有効にする．混同行列は，観察された
分類と分類システムによって予測された分類に関する情報が格納される．そのようなシステム
の性能は，通常，行列内のデータを用いて評価される．対角線の値は，正しい予測である．対

角線の値の合計が高いほど，全体的により良い分類器である．

モデルの正確さ: 正しい予測の割合であるモデルの正確度を表示するには，このオプションを
有効にする．

結果  

P (Y = y)
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記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数について簡単な統計量を示す．量的変

数については，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属

変数を含む質的変数については，カテゴリがそれらの度数およびパーセンテージとともにそれ
ぞれ表示される．

学習集合の記述統計に対応する結果: 学習集合内の各変数に対応するオブザベーションの数，

その平均（量的変数の場合，または質的変数の場合は最頻値）および，その標準偏差．

分類プロセスに関与するパラメータに対応する結果: 確率分布の種類がレポートされる． 質的

変数は，暗黙的に経験分布に従うと見なされる． クラスの事前確率の性質（一様，非一様）も
レポートされる．

分類器に関する結果

単純ベイズ分類器を評価してスコアするために， 1個抜き法を用いて計算された単純な混同行

列と正確度指標が表示される．

検証手法に関する結果

K分割交差検証法を用いて得られた単純ベイズ・モデルの誤差率がレポートされる．分割（フ
ォルド）の数もユーザーにレポートされる．

交差検証の結果は，適切なモデル・パラメータの選択を可能にする．

予測されたクラスに対応する結果

単純ベイズ分類器を用いて得られた予測クラスが表示される．予測クラスに加えて，各オブザ
ベーションを予測するために使用した事後確率もレポートされる．

事例  

単純ベイズ分類器の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの単純ベイズ-クラス分類チュートリアル?language=ja

参考文献  

Abu Mustapha Y. S., MagDon-Ismail M., Lin H.-T. (2012). Learning From Data. AMLBook.

Mohri M., Rostamizadeh A., Talwalker A. (2012). Foundations of Machine Learning. MIT
Press; Cambridge (Mass.).

Zhang H. (2004). The optimality of Naive Bayes. Proc. FLAIRS.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%8D%98%E7%B4%94%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%BA-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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サポート・ベクター・マシン  
質的変数や量的変数（予測変数）で記述されるオブザベーションの集合で2値のクラス分類，

多クラス分類，または回帰を実行するためにこの手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

サポート・ベクター・マシン（SVM :Support Vector Machine）は1964年に統計的学習理論の
文脈で Vapnik と Chervonenkis によって発明された(Vapnik and Chervonenkis, 1964)．カーネ
ル・トリックの導入(Boser, B., Guyon, I., & Vapnik, V., 1992)および分離不可能な場合への一般

化(Cortes, C. & Vapnik V. 1995) によるによるSVMのアルゴリズム実装が提案されたことは90
年代半ばまでなかった．そして，それ以来，SVMはおびただしい開発で知られ，機械学習，最

適化，ニューラルネットワーク，関数解析などのさまざまな分野で人気を得てきた．単純な1
つの原理で複雑なモデルを計算するその能力により、文字や画像の認識などのアプリケーショ
ンで有名になった機械学習の領域のキー・コンポーネントになった．

2値分類

SVMは、より大きな分離、より信頼性の高いクラス分類という考え方で、オブジェクトの2つ
のクラス間の分離を見つけようとする。その最も単純な形式である線形かつ分離可能なケース
では、アルゴリズムは、超平面とトレーニング集合の最も近いオブザベーションの間の距離を
最大化するように、オブザベーションの集合を2つの別々のクラスに分離する超平面を選択す
る。   最適分離する超平面 がわかっているとする． は次式で与えられる：

ここで はオブザベーションの予測変数の集合， は超平面の法線ベクトル， は超平面の
原点である．

トレーニング・データセットが分離可能であると仮定されるので，P+ および P-という2つの超

平面を同定できる．これらは次式のような平行の分離超平面である：

ここで は，出力クラスの2とおりの結果を表す． と の間の距離 は，マージ
ンと呼ばれる．これが，可能な限り最大のマージンを確実にするために，最適化の際に我々が
最大化したいパラメータである．

P  0 P  0

P  :0 x ⋅T w − b = 0

xT  W  b

  

P  +

P  −

: x ⋅ w − b = 1T

: x ⋅ w − b = −1T

y  =i ±1 P  + P  −  ∥w∥
2
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我々は，この最適化問題を次式のように書き換えることができる：

ただし，次式の制約のもとで:

この最小化から得られる と が我々の分類器を定義する．境界の近くにあるポイントだけで
超平面を定義することは注目に値する．それらのオブザベーションがサポート・ベクターと呼

ばれ，それらが分類器を定義するので，特別な興味対象である．それに反して，それらのクラ
ス境界の十分内側のオブザベーションは微々たる影響しか持たず，それはトレーニング・デー
タセットにいくつかのはずれ値が存在する状況では便利な特徴であろう．

クラスが重なる場合では，データはもはや分離可能ではなく，いくつかのポイントがマージン
の間違った側にあるに違いない．予測が間違った側に陥る量を考慮するために，スラック変数

が導入されなければならない．我々の最適化問題は次式となる：

ただし，次式の制約のもとで:

誤分類は  のときに発生し，誤分類の合計量 は定数 によって制限される．計算の
観点では，上記の式を次式の等価形式に書き換えるとより便利である：

ただし，次式の制約のもとで:

ここで， の置き換えとして，正則化パラメータ が導入される．直感的に，この正則化パラ
メータは，誤分類がどれだけ重要であるかを反映する． が大きいのは，狭いマージンの犠牲

を払って誤分類を制限したいということを意味する．極端なケースは， の分離可能の
ケースである． が小さいのは，より大きなマージンの利点によって，誤分類が相対的により
多く許されることを意味する．

計算の観点では，上記の最適化問題は，1次不等式制約のある2次形式を持つ.そして，これはラ
グランジュ乗数法を用いて解くことができる．

ラグランジュ主関数は：

min  ∥w∥w,b

y  (x  ⋅i i
T w − b) ≥ 1, i = 1, ...,N

w b

ϵi

min  ∥w∥w,b

   

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪⎧

y  x  .w − b) ≥ 1 − ϵ  , ∀ii ( i
T ) i

ϵ  ≥ 0,  ϵ  ≤ Ki

i=1

∑
N

i

ϵ  >i 1 ϵ  ∑ i K

  ∥w∥ +
w,b

min
2
1 2 C  ϵ  

i=1

∑
N

i

 { y  (x  ⋅ w − b) ≥ 1 − ϵ  , ∀i1 i
T

i

ϵ  ≥ 0i

K C

C

C = ∞
C
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これは， ， ， に対して最小化される．

それぞれの微分をゼロに設定して，次式が得られる：

および正の制約 .

最大化するべき wolf dual（ウルフ双対）目的関数は：

ただし，次式の制約のもとで:

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件は，以下の追加の制約を含む:

ただし， .

この分離不可能なケースでは，サポート・ベクターは， のオブザベーションとして同定

される． それらは が成り立つ境界の上に厳密に位置し，残りは である．

現在，SVM 分類器は，カーネル関数を用いて非線形分類に拡張できる．カーネル・トリックと
して知られるこの手法は，入力特徴空間を引き延ばして線形手法がより柔軟になるロジスティ
ック回帰で使用されるそれに似ている．SVMでは，カーネルの活用が特徴空間をとても大きく
することを可能にする．そして，より複雑な構造が検出できる．XLSTATは，線形のアプロー
チに加えて 3 つのカーネルを提供する：

累乗カーネル: 

L  =p  ∥w∥ +
2
1 2 C  ϵ  −

i=1

∑
N

i  α  [y  (x  w +
i=1

∑
N

i i i
T b) − (1 − ϵ  )] −i  μ  ϵ  

i=1

∑
N

i i

w  i b ϵ  i

  

w

0

α  i

=  α  y  x  

i=1

∑
N

i i i

= α  y  i i

= C − μ  i

α  ,μ  , ϵ  ≥i i i 0, ∀i

L  =D  α  −
i=1

∑
N

i    α  α  y  y  x  x  

2
1

i=1

∑
N

i =1′

∑
N

i i′ i i′ i
T

i′

   

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪⎧

0 ≤ α  ≤ Ci

 α  y  = 0
i=1

∑
N

i i

   

⎩⎪
⎨
⎪⎧α [y  (x w + b) − (1 − ϵ  )] = 0i i

T
i

μ  ϵ  = 0i i

y  (x w + b) − (1 − ϵ  ) ≥ 0i
T

i

i = 1, ...,N

α  >i 0
0 < α  <i c α  =i C

k(x  ,x  ) =i i
′ (γ ⋅ (x  x  ) +i

T
i
′ coefficient)degree
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動径基底関数 (RBF) カーネル: 

シグモイド・カーネル: 

基本関数が選ばれると，残りの手順は，上記のそれと同じである．

上記で議論した最適化問題は，John Platt (Platt J., 1998)が提案したように，逐次最小問題最適

化法（SMO ：Sequential Minimal Optimization）を用いて解かれる．このアルゴリズムは，問

題を解析的に解けるより小さな副問題に分割する．計算不可が劇的に削減され，SVM分類器

が，とても限られた計算コストで，極めて強力な分類器となる．それにもかかわらず，高速収

束を達成するためのSVMのバージョンが、2次情報を使用してFan et al. によって提案された
(Fan, R., Chen, P. & Lin, C., 2005)．

多クラス分類

SVM は2値問題しか解けないので，多クラス問題を解くためにさまざまな手法が開発されてき
た．それらはすべて同じ原理を用いる: 多クラス問題を複数の2値問題に変換する． XLSTAT
は，多クラス問題を解くために2通りの手法を提案する．

XLSTAT で利用可能な第1の手法は，1対全と呼ばれる． はクラス数を表し， はi番目のクラ
スを表すとする(ここで )． 番目の分類器の出力関数 は， からの事例を正

とし，他のすべてのクラスからの事例を負として訓練される． 新しい事例 では， の最

も大きいを持つクラスが割り当てられる．

XLSTAT で利用可能な第2の手法は， “最大勝者戦略による1対1（One versus one with max-
wins strategy）”と呼ばれる．明確なクラスのあらゆる対で2値の分類器が作成される．その結

果， 個の2値分類器が構築される．2値分類器 は， からの事例を正とし，
からの事例を負として訓練される．新しい事例 では，分類器 が をクラス に分類する

なら，クラス への投票が1個追加される．さもなくば，クラス への投票が1個増やされる．
個の2値分類器のそれぞれの投票の後，投票数の最も多いクラスが xに割り当て

られる．同値が発生した場合， のクラスはランダムに指定される．

回帰

SVMは回帰の問題または時系列の予測に適用するために一般化された． でのトレ
ーニング集合を{ }とする．ここで  は，オブザベーションの予測変数の集合で  ℝで
ある．

線形の場合では，目標は，ターゲット変数 と比較して より小さい偏差で を推定することで
ある． は次式で表せる :

$$ f(x) = x ^ { T } \cdot w + b $$ ここで w は超平面への法線ベクトルで，bは超平面の原点であ
る．

最適化問題は，次のように定式化できる:

ただし，次式の制約のもとで:

k(x  ,x  ) =i i
′ e−γ∥x  −x  ∥i i

′ 2

k(x  ,x  ) =i i′ tanh(γ ⋅ (x  x  +i
T

i
′ coefficient))

K ω  i

i ∈ {1, … ,K} i f  i ω  i

x f  (x)i

K(K − 1)/2 C  ij ω  i

ω  j x C  ij x ω  i

ω  i ω  j

K(K − 1)/2
x

i = 1, ...,N
x  , y  i i x y ∈i

y ϵ f

f

min   ∥w∥w,b 2
1 2
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実現不可能な制約に対処するために，スラック変数  および を導入して，この式に到達し
た:

ただし，次式の制約のもとで:

ここで は，正則化のパラメータで， が大きいほど，逸脱がペナルティされる．
の場合，ペナルティがない．

スラック変数を追加して，次式で記述される，いわゆる -insensitive loss function（許容損失

関数）  を取り扱わなければならない:

再び，クラス分類手法と同様に，ラグランジュ未定乗数法を用いて，上記の最適化問題を解

く．

ラグランジュ主関数は:

ここで  はラグランジュの未定乗数である

Lを ， ， ， に関して最小化し，それぞれの微分をゼロにすると，次式となる:

  {
y  − w ⋅ x  − b ≤ ϵi

t
i

w ⋅ x  + b − y  ≤ ϵt
i i

ξ ξ∗

min   ∥w∥ +w,b 2
1 2 C  (ξ  +

i=1

∑
N

i ξ  )i
∗

   

⎩⎪
⎨
⎪⎧y  − w ⋅ x  − b ≤ ϵ + ξ  i

t
i i

w ⋅ x  + b − y  ≤ ϵ + ξ  

t
i i i

∗

ξ  , ξ  ≥ 0i i
∗

C > 0 C C =
0

ϵ

∣ξ∣  ϵ

∣ξ∣  =ϵ    {
0

∣ξ∣ − ϵ

if  ∣ξ∣ ≤ ϵ

otherwise

  

L  p =  ∥w∥ + C  (ξ  + ξ  ) −  α  [ϵ + ξ  − y  + w .x  + b]
2
1 2

i=1

∑
N

i i
∗

i=1

∑
N

i i i
t

i

−  α  [ϵ + ξ  + y  + w .x  − b] −  (η  ξ  + η  ξ  )
i=1

∑
N

i
∗

i
∗

i
t

i

i=1

∑
N

i i i
∗

i
∗

α  ,α  , η  , η  ≥i i
∗

i i
∗ 0,  ∀i

b w  i ξ  i ξ  i
∗



機械学習  521 サポート・ベクター・マシン  

次式を用いて，変数 と を排除できる:

結局，最大化するべき双対目的関数は:

$$ \begin{aligned} L { D } &= - \frac { 1} { 2} \sum { i,j = 1} ^ { N }(\alpha_{i} - \alpha_{i}{*})
(\alpha_{j}-\alpha_{j})(x_{i}^{t} \cdot x_{j})) \

&-\epsilon\sum { i ^ = 1} ^ { N } (\alpha { i }+ \alpha { i} ^ { *} ) + \sum { i ^ = 1} ^ { N }y { i }(\alpha
{ i }+ \alpha _ { i} ^ { *} ) \end{aligned} $$

ただし，次式の制約のもとで:

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件は，以下の追加制約を含んでいる:

$$ \left\lbrace \begin{aligned} & \alpha { i } [\epsilon + \xi+ w^{T} \cdot x_{i}+b] = 0 \ & \alpha_ { i
}^{} [\epsilon + \xi_{i}^{} + w^{t} \cdot x_{i}+b] = 0 \ & (C - \alpha_{i}) \xi _ { i } = 0 \ & (C -
\alpha_{i}^{}) \xi _ { i }^{} = 0 \end{aligned} \right. $$ ただし， .

クラス分類法と同様，回帰用のSVMはカーネルを用いて非線形に拡張できる．

最適化問題は，Fan and Al. (Fan, R., Chen, P. & Lin, C., 2005)で提案されているように2次情報

を用いた逐次最小問題最適化法 (SMO: Sequential Minimal Optimization) を用いても解かれる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

  

 (α  − α  ) = 0
i=1

∑
N

i i
∗

w −  (α  − α  )x  = 0
i=1

∑
N

i i
∗

i

C − α  − η  = 0i i

C − α  − η  = 0i
∗

i
∗

η η∗

  

η = C − α  i

η = C − α  

∗
i
∗

    ⎩⎨
⎧

 (α  + α  ) = 0
i 1=

∑
N

i i
∗ α  ,α  ∈ [0,C]i i

∗

i = 1, ...,N
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で
きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

応答変数: モデルしたい応答変数を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

応答タイプ : 応答のタイプを選択する :

質的変数: クラス分類モデルを適合したい場合は，この対応を選ぶ．そして，クラス分類

のタイプを選ぶ: 厳密に2つに異なる値を格納している半数を選んだ場合は，バイナリ（2
値）を選ぶ．陽のカテゴリまたはクラスはデータセットの1番目のカテゴリに対応し，陰

のカテゴリは2番目のカテゴリに対応する． 3クラス以上ある場合は，多クラスSVMに対

応する 1 対 1 または 1 対 多 法のいずれかを選ぶ（解説を参照）．

量的変数: 応答タイプが実際の値を格納している場合，回帰モデルを適合するために，こ
のタイプを選ぶ．

説明変数:

量的変数: 1つまたは複数の量的説明変数をモデルに含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして，Excelワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは，数値

タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になって
いることを確認する．

質的変数: 1つまたは複数の質的説明変数をモデルに含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして，Excelワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは，どの
ようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選

択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションを有効にした場合，選

択内にヘッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合は，XLSTATによってオ
ブザベーション・ラベルが自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: "バイナリ変数の合計" オプションが選ばれた場合，このフィールドが
入力されなければならない．それ以外は，このフィールドは有効ではない．列ヘッダが選択さ
れた場合， "変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

SMO パラメータ: このオプションは，最適化アルゴリズムを特定のニーズに調整することがで
きる．3つの調整可能なパラメータがある：

C: これは正則化パラメータである（詳細は解説を参照）.

許容度: この値は，最適化の際に2つの値を比較するときの許容度を定義する．このパラ
メータは，計算をスピードアップするために使用できる．

イプシロン: 回帰でのみ使用されるこのパラメータは， に等しいレーヨンによる非敏感

チューブを定義する．

注意: クラス分類用の  パラメータは，マシンに依存する正確度パラメータで， に初期化

される．

前処理: このオプションは，説明変数が尺度変更される方法を選択することができる．3つのオ
プションが利用可能である：

尺度変更: 量的説明変数が，各変数の観察された最小と最大を用いて，0 から 1 の間に再

尺度化される；

標準化: 量的および質的説明変数が，各変数の標本平均と分散を用いて標準化される；

なし: 変換が適用されない．

交差検証: このオプションは，選ばれたパラメータでの分類または回帰の品質を定量化するた
めに， -fold 交差検証（cross-validation）を実行することを可能にする．データが等サイズの
個の副標本に分割される．単一の副標本がモデルをテストするための検証データとして保持さ
れ，残りの -1個の副標本がトレーニング・データとして使用される．

カーネル: このオプションは，特徴空間を拡張するためにデータセットに適用したいカーネル
を選択することができる． 4 つのカーネルが利用可能である：

線形カーネル: これは基本の線形ドット積である；

ϵ

ϵ 10−12

k k

k
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累乗カーネル: このカーネルは解説に詳細がある．このカーネルを選択すると，係数とガ
ンマ・パラメータを入力しなければならない；

RBFカーネル: これは解説に詳細があるように動径基底関数である．このカーネルを選択

すると，ガンマ・パラメータを入力しなければならない；

シグモイド・カーネル: このカーネルは解説に詳細がある．このカーネルを選択すると，
係数とガンマ・パラメータを入力しなければならない．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するために，データの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効

にする．

検証集合: 検証のために使用するオブザベーションを獲得する方法を定義するために，以下の
オプションの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションがランダムに選択される．そして，“オブザベーションの数”
N が指定されなければならない．

M後のN 行: 最後の 個のオブザベーションが，検証のために選択される．そして，オブ
ザベーションの数” が指定されなければならない．

M初のN行: 最初の 個のオブザベーションが，検証のために選択される．そして，オブ
ザベーションの数”  が指定されなければならない．

グループ変数: このオプションを選択すると0と1のみのバイナリ変数を選択する必要があ
る．1が検証のために使用するオブザベーションを同定する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データセットが推定データセットと同様に（選択中の同じ変

数が同じ順序で）構造化されていることを確認する必要がある．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．このページで変数ラ
ベル・オプションが有効にされていると，最初に行が変数ラベルを含んでいるはずである．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．このページで変数ラ
ベル・オプションが有効にされていると，最初に行が変数ラベルを含んでいるはずである．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションを有効にした場合，選

択内にヘッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合は，XLSTATによってオ
ブザベーション・ラベルが自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数およびオブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを
含む場合，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

N

N

N

N
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欠損値を採用しない: 欠損値が検出される，XLSTATが計算を続行しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するにはこのオプションを有効にする．

平均およびM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）および最頻値（質的変数）を用い
て，このオプションを有効にする．

M近傍: そのオブザベーションの最近傍を探索して，欠損値を推定するには，このオプシ
ョンを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 起動されたデータ（トレーニング，検証，予測）のそれぞれで選択された変数の記

述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

推定の説明: 最適化されたSVM分類器または回帰器の要約を表示するには，このオプションを
有効にする．

サポート・ベクターのリスト: サポート・ベクターの完全なリストと（解説にあるように）そ
れらの関連するクラス分類の係数アルファまたは回帰のアルファアルファ*を表示するには，こ
のオプションを有効にする．

性能基準: トレーニング・データセットと検証データセット（必要であれば）の分類の性能指

標を表示するには，このオプションを有効にする．

オブジェクトごとの結果: トレーニング・データセット，検証データセット，および予測デー
タセット（必要であれば）の各オブザベーションの分類結果を表示するには，このオプション
を有効にする．

混同行列: クラス分類の場合のみ，トレーニング・データセットと検証データセットの分類の
混同行列を表示するには，このオプションを有効にする．混同行列は，観察値とアルゴリズム
による分類の予測値にかんする情報を格納している．この混同行列を使用することにより，性

能が評価できる．対角線上に正しい予測がある．対角線の要素の合計が大きいほど，優れた分

類器である．

結果  

記述統計:

記述統計量の表は，選択されたすべての変数について簡単な統計量を示す．量的変数について
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属変数を含む
質的変数については，カテゴリがそれらの度数およびパーセンテージとともにそれぞれ表示さ
れる．

推定に関する結果:

最適化された分類器および回帰器の要約説明が表示される．陽性および陰性のクラス，およ
び，トレーニング標本のサイズ，バイアスとサポート・ベクターの数の2つの最適化パラメー
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タが示される．

サポート・ベクターのリストに関する結果:

クラスの値を格納する表，アルファまたはアルファ-アルファ*の最適化された値，最適化の際

に使用された尺度変更された説明変数が，識別された各サポート・ベクターについて表示され
る．

混同行列に関する結果:

正しく分類されたオブザベーションの全体パーセンテージとともに，事前および事後分類から
混同行列が推定される．

性能基準に関する結果:

オプションが有効になっていると， 10個の分類基準が表示される：

正確度，精密度，リコール，F得点，特異度，偽陽性率（FPR），有病率，Cohenのカッパ，
ヌル誤差率（NER）およびAUC (Area Under Curve).

これっらの指標に加えて，トレーニング標本と検証標本（有効であれば）でのROC曲線が表示

される． これは感度の推移を  特異度の関数で表現する．

回帰の場合，表示される3つの性能基準が表示される:

平均2乗誤差，平均絶対誤差および決定係数R²．

最初の列の指標はトレーニング標本に対応し，2番目列の指標は検証標本（有効であれば）に
対応する．

予測されたクラスまたは値に対応する結果:

SVM分類器またはSVM回帰器を用いて得られた予測クラスまたは値が，トレーニング，検証，

および予測データセット（有効であれば）について表示される．さらい2値分類の場合，決定

関数が表示される．

交差検証に対応する結果:

2値分類の場合，交差検証が有効であれば，3つの性能基準が表示される．各 個のfoldで，分類

誤差率，F得点および BA（Balanced ACcuracy）が表示される．

回帰の場合，平均2乗誤差，平均絶対誤差および決定係数が表示される．

事例  

サポート・ベクター・マシンの使用法に関するチュートリアルが， Addinsoftのウェブサイトに
ある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでサポートベクターマシンを訓練する?language=ja

参考文献  
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1クラス・サポート・ベクター・マシン  
質的変数や量的変数（予測変数）で記述されるオブザベーションの集合で新奇性の検出を実行

するには，この手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

Description  

サポート・ベクター・マシン (SVM：Support Vector Machine) は，統計的学習理論の文脈で発

明された  (Vapnik and Chervonenkis, 1964)．カーネル・トリック  (Boser, B., Guyon, I., &
Vapnik, V., 1992) の導入と分離不可能な場合への一般化(Cortes, C. & Vapnik V. 1995)による
SVMのアルゴリズム実装が提案されたのは，90年代半ばになってからだった．それ以来，SVM
は数々の開発が知られるようになり，機械学習，最適化，ニューラルネットワーク，関数解析

など，さまざまな領域で人気を博している．これは最も成功したアルゴリズムの1つである．
単純なモデルだけでなく複雑なモデルを計算することができるので，機械学習の分野では重要

なコンポーネントとなり，テキストや画像の認識などのアプリケーションで有名になった．

１クラス・サポート・ベクター・マシン

Schölkopf *et al.*は1999年に，SVMを教師なし学習に拡張し，より正確に新奇性を検出する方

法を提案した．新奇性検出の場合，アルゴリズムは，すべてのオブザベーションが正常である
ということを仮定してデータセットを学習する，そして，構築されたモデルは，新しいオブザ
ベーションが外れ値であるか否かを同定する，

1クラス・サポート・ベクター・マシン(One-class SVM)アルゴリズムは，内在する非外れ値

（インライア）を包み込もうとする．その目的は，2つのクラスにデータを分割することで，
陽性のそれは正常値（インライア）とみなし，陰性のそれは外れ値（アウトライア）とみな
す．さらに，トレーニング・データのほとんどは陽性クラスに属していなければならず，一

方，包み込みのボリュームは最小限である．

我々は，原点からの距離 が最大である超平面により，データを分離しようとする．したが
って，我々は下記の2次問題を解く必要がある:

ただし，制約条件は:

 ∥w∥
ρ

  ∥w∥ +
w,ξ,ρ
min

2
1 2

  ξ  −
νl

1

i=1

∑
N

i ρ
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ここで  は特徴マップで， はデータの空間で， は，陽性クラスのオブ
ザベーションの数と小さな の間のトレードオフである．

そして，決定関数が次のように数式化できる:

計算の面では，上記の最適化問題は，線形不等式制約を持つ2次形式となっている．したがっ
て，これはラグランジュの未定乗数法を用いて解くことができる．

ラグランジュ主関数は:

ここで , , , , に対してそれぞれ最小化されている．

それぞれの導関数をゼロに設定すると:

最大化されるべきwolf双対目的関数は:

ただし，制約条件は:

ここで は正定値を仮定したカーネル関数で，次式で定義される: 
.

XLSTATは線形アプロ―チに加えて，3つのカーネルを提供する:

累乗カーネル: 

 { (w ⋅ Φ(x  )) ≥ ρ − ξ  , ∀ii i

ξ  ≥ 0i

Φ : X → F X ν ∈ [0, 1]
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動径基底関数(RBF)カーネル: 

シグモイド・カーネル: 

結局，カーネル拡張による決定係数は:

サポート・ベクトルは， のオブザベーションによって識別される.

決定関数が正の場合，そのオブザベーションは非外れ値（正常値）として予測され，逆の場合

は外れ値として予測される．

XLSTATで利用可能な他のSVM手法と同様，最適化問題は，Fan and Al(Fan, R., Chen, P. & Lin,
C., 2005)によって提案されたように2次情報を用いる逐次最小問題最適法(SMO:Sequential
Minimal Optimization )によって解かれる ．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

k(x  ,x  ) =i i
′ e−γ∥x  −x  ∥i i

′ 2

k(x  ,x  ) =i i′ tanh(γ ⋅ (x  x  +i
T

i
′ coefficient))

f(x) = sgn(  α  k(x  ,x) −
i=1

∑
N

i i ρ)

α  >i 0
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説明変数:

量的: 1個または複数の量的説明変数をモデルに含めるには，このオプションを有効にす
る．そして，Excelワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは数値対

応が可能である．変数ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になって
いることを確認する．

質的: 1個または複数の質的説明変数をモデルに含めるには，このオプションを有効にす
る．そして，Excelワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは，どの
タイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択さ
れたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

既知のクラス: トレーニング・データの各オブザベーションのクラスが既知であり，それを含

めたい場合は，このオプションを有効にする．選択さるデータはバイナリ(1, -1, -1, 1,...)でなけ
ればならず，"外れ値クラス"によって，2つのクラスのどちらが外れ値クラスであるかを選択す
る必要がある，列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプションが有効になっていること
を確認する．

外れ値クラス : この値が外れ値/陰性クラスを定義する．

非外れ値クラス : トレーニング・データセットの真のクラスがわからない場合，非外れ値/陽性

クラスの値を定義する必要がある．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダが含まれる場合は，このオプションを選択する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: 特定のクラスに異なる重みを使用したい場合，とくにクラス・サイズ
が非対照である場合は，このオプションを有効にする．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラ
ベル"オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

SMOパラメータ: 特定のニーズに合わせて，最適化アルゴリズムを調整するには，このオプシ
ョンを有効:

Nu: この値は正則化パラメータで，0から1の間である (より詳細は解説を参照)．

許容度: この値は，最適化の際に2つの値を比較するときの許容度を定義する．このパラ
メータは，計算のスピードアップに使用できる．
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前処理: このオプションは，説明変数が尺度変更される方法を選択できる．3つのオプションが
利用可能:

尺度変更: 量的変数が各変数の観察される最小値と最大値を使用して0と1の間で尺度変更

される．

標準化: 量的変数と質的変数の両方が，各変数の平均と分散を用いて標準化される．

なし: 変換が適用されない．

交差検証（クロス・バリデーション）: "既知のクラス"が有効になっている場合のみ利用可能．

このオプションは，クラス分類器の品質を定量化するために， 分割交差検証を実行すること
ができる．データが同じサイズの 個の副標本に分割される．1個の副標本がモデルをテストす
るための検証データとして保持され，残りの -1個の副標本がトレーニング・データとして使

用される．

カーネル: このオプションは，特徴空間を拡張するために，データセットに適用したいカーネ
ルを選択することができる．4つのカーネルが利用可能である:

線形カーネル: これは基本の線形ドット積である．

累乗カーネル: このカーネルは解説で詳説されている．このカーネルを選択すると，係

数，度数，ガンマ・パラメータを入力しなければならない．

RBFカーネル: これは，解説で詳説するようい動径基底関数である．このカーネルを選択

すると，ガンマ・パラメータを入力しなければならない．

シグモイド・カーネル: このカーネルは解説で詳説されている．このカーネルを選択する
と，係数とガンマ・パラメータを入力しなければならない．

検証 タブ:

検証: "既知のクラス"が有効になっているときのみ利用可能．モデルを検証するためにデータの
副標本を使用したい場合は，このオプションを有効にする．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションを得る方法を定義するには，次のオプションの1つ
を選ぶ:

ランダム : The observations are randomly selected. The "Number of observations" 
must then be specified.

M後のN行: 最後の 個のオブザベーションが検証用に選択される．"オブザベーションの
数"  を指定しなければならない．

M初のN行: 最初の 個のオブザベーションが検証用に選択される．"オブザベーションの
数"  を指定しなければならない．

グループ変数: このオプションを選択すると，0と1のみのバイナリ変数を選択する必要が
ある．1が検証用に使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:

k

k

k

N

N

N

N

N
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予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は．このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データセットが推定データセットとして構造化されているこ
とを確認する必要がある: 選択内で同じ順序で同じ変数．

量的: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．このページで変数ラベ
ル・オプションが有効にされているなら，最初の行が変数ラベルを含むはずである．

質的: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．このページで変数ラベ
ル・オプションが有効にされているなら，最初の行が変数ラベルを含むはずである．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"おオプションが有効なら，選択内

にヘッダーを含める必要がある．このオプションが有効でない場合は，XLSTATによりオブザ
ベーション・ラベルが自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数およびオブザベーション・ラベル）の最初の行にヘッダが
含まれるなら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない*: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均およびM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: そのオブザベーションの最近傍を探索して，欠損値を推定するには，このオプシ
ョンを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 有効なデータセット（トレーニング，検証，予測）で，それぞれの選択された変数

の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

推定要約: 最適化されたSVMクラス分類器の要約を表示するには，このオプションを有効にす
る．

サポート・ベクトルのリスト: 解説にあるように，サポート・ベクトルの完全なリストと，そ
れらの関連する係数 を表示するにはこのオプションを有効にする．

オブジェクトごとの結果: トレーニング・データセット，検証データセット，予測データセッ
ト（有効の場合）の各オブザベーションの予測値を補油字するには，このオプションを有効に
する．

性能基準: "既知のクラス"が有効の場合のみ利用可能．トレーニング・データセットおよび検証

データセット（有効な場合）のROC曲線と性能指標を表示するには，このオプションを有効に
する．

α
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混同行列: "既知のクラス"が有効の場合のみ利用可能．クラス分類の場合のみ，トレーニング・
データセットと検証データセットのクラス分類に関する混同行列を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．混同行列は，観察された分類とアルゴリズムによって予測された分類につ
いての情報を格納している．この混同行列の使用によって性能が評価できる．対角線に正しい
予測が格納されている．対角線の要素の合計が大きいほど，良い分類器となる．

結果  

記述統計:

選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す記述統計量の表を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．量的変数については，欠損値の数，非欠損値の数，平均よび標準偏差（不

偏）が表示される．従属変数を含む質的変数については，カテゴリとそれらの度数およびパー
センテージが表示される．

推定に関する結果:

最適化された分類器の要約記述を表示される．外れ値クラス，トレーニング標本サイズが表示

される．また， に対応する最適化パラメータのバイア およびサポート・ベクトルの数も表示

される．

サポート・ベクトルのリストに関する結果:

の最適化された値を格納する表，および最適化の際に使用された尺度変更された説明変数

が，一致するサポート・ベクトルごとに表示される．

混同行列に関する結果:

混同行列は事前と事後のクラス分類から，正しく分類されたオブザベーションの総パーセンテ
ージとともに導出される．

性能基準に関する結果:

このオプションが有効であれば，表示される10個のクラス分類基準がある:

正確さ，精度，リコール，Fスコア，特異度，偽陽性率(FPR)，有病率，Cohenのカッパ，ヌ
ル・エラー率 (NER)，AUC．

トレーニング標本に対応する最初の列の指標，および検証標本（有効の場合）に対応する2番
目の列の指標．

これらの指標に加え，トレーニング標本および検証標本（有効の場合）に関するROC曲線が表

示される．これは  特異度 の関数として，感度の比率の推移を表している．

予測されたクラスに対応する結果:

SVMクラス分類器を用いて得られた予測クラスが，トレーニング，検証，予測データセット
（有効の場合）について表示される．さらに，決定関数が表示される．

交差検証に対応する結果:

ρ

α

1−
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交差検証が有効の場合，3つの性能基準が表示される．各 フォールドについて，分類誤差率，

Fスコア，2値分類の場合はBalanced Avcuracyが表示される．

事例  

サポート・ベクター・マシンの使用法に関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにあ
る:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの1クラス-サポートベクターマシンのトレーニング?
language=ja

参考文献  

Vapnik, V. & Chervonenkis, A., (1964). A note on one class of perceptrons. Automation and
Remote Control, 25.

Boser, B., Guyon, I. , & Vapnik, V. (1992). A training algorithm for optimal margin classifiers. In
Proceedings of the Fifth Annual Workshop of Computational Learning Theory, 5, 144-152,
Pittsburgh, ACM.

Cortes, C. & Vapnik V. (1995). Support-Vector Networks. Machine Learning, 20, 273-297.

Platt, J. (1998). Sequential Minimal Optimization: A fast algorithm for training support vector
machines, Microsoft Research Technical Report MSR- TR-98-14.

Fan, R., Chen, P. & Lin, C. (2005). Working Set Selection Using Second Order Information for
Training Support Vector Machines, Journal of Machine Learning Research 6.

Schölkopf, B., Williamson, R., Smola, A., Shawe-Taylor, J. & Platt, J. (1999). Support Vector
Method for Novelty Detection, Microsoft NIPS. 12. 582-588.

Schölkopf, B., Platt, J., Shawe-Taylor, J., Smola, A. & Williamson, R. (2001). Estimating
Support of a High-Dimensional Distribution. Neural Computation. 13. 1443-1471.

k

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE1%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0?language=ja
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DBSCAN (ノイズのあるアプリケーションの密度ベース
空間クラスタリング)  
量的変数や質的変数で記述されるオブザベーションの集合で異常検出やクラスタリングを実行

するには，この手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

DBSCAN は  Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise の略で 1996 年に
Ester，Kriegel，Sander，Xuによって提案された．これは密度ベースのクラスタリング手法の
中で最も広く使用されている教師なし学習手法である．この種の手法を使用することにはいく
つかの利点がある: 未知のクラス数を作成する能力，非凸形状のクラスを作成する能力，およ
び異常を取り扱う能力．

DBSCAN 法を使用するには，2個のパラメータが必要である:

最小ポイントの数, 

複数の定義により，クラスがどのように作られるかを理解することができる．まず，我々は各

ポイントの近傍を定義してカウントしなければならない．近傍は，ポイント からの距離が 以

下の訓練データセットのあらゆるポイント として定義される．

定義によりポイント はそれ自身の近傍であることに注意．

DBSCANアルゴリズムによって3種類のポイントが定義できる:

コア・ポイント: 最小ポイントの数と同じ数以上の近傍を持つポイント．

境界ポイント: 最小ポイントの数よりも近傍が少ないが，コア・ポイントの近傍であるポ
イント．

ノイズ・ポイント: コア・ポイントでも境界ポイントもない．

ポイント がコア・ポイントであり，ポイント が の近傍であるなら、 は から 直接密度到達
可能（directly density-reachable） である．前のポイントからの直接密度到達可能なポイン
トの順序づけされた複数のポイントがあるなら，ポイント は  密度到達可能（density-

ϵ > 0

MinPts > 0

q ϵ

p

q

q p q p q
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reachable） である．ポイント と が両方ともoから密度到達可能であるようなポイント があ
るなら， と は 密度連結（density-connected ） である．

最後に，Esterらが2つの条件に適合するデータセットの部分集合として定義した クラス ：

がクラス に属し， が から密度到達可能であれば， は に属する．

クラス 内のすべてのポイントは，相互に密度連結である．

DBSCANアルゴリズム

DBSCANアルゴリズムは，訓練データセットのすべてのポイントを訪問して，それらを*訪問

済み*としてマークする．

あるポイントがコア・ポイントであるなら，最初のクラスが始まる（クラス1と名付ける）．
コア・ポイントとその近傍がクラス1に割り当てられる．そして，他のコア・ポイントを見つ
けて，それをクラス1に割り当てるために，その近傍を訪れて行く．このステップはクラスを
拡張することを可能にする．すべての密度到達可能ポイントを訪れると，アルゴリズムはクラ
ス1の拡張を停止する．

アルゴリズムは未訪問のポイントを訪問し続け，別のコア・ポイントを見付けると新しいクラ
スを開始する．このクラスもまた拡張されて…を繰り返す．

最後に，クラスに割り当てられていないがノイズ・ポイントとなる．

DBSCANによる予測

DBSCAN は，新しいオブザベーションのクラスを予測することができる．

まず，訓練データセット内で新しい各オブザベーションの近傍を見つけなければならない．あ
る新しいオブザベーションが（訓練データセットの）コア・ポイントの近傍であるなら，新し
いオブザベーションはコア・ポイントと同じクラスに割り当てられる．

新しいオブザベーションがその近傍内にコア・ポイントを持たないなら，それはノイズ・ポイ
ントとみなされる．

訪問の順序が学習および予測の際に境界ポイントに割り当てられたクラスを変えるかもしれな
いことに注意．

K次元木（K-dimensional tree）

データセットが量的変数のみを含む場合，K次元木（K-dimensional tree）を使用する (Bentley,
1975)．これは，半径のサイズ・イプシロン内のすべての近傍を見つけるためにすべての距離

を計算しなくてもよい．

K次元木は，１次元からポイントを並べ替えて，中央値から空間を2つに分割することにより構

築されるバイナリ・ツリーである．この次元で中央値以下の値を持つポイントは左の子ノード
に格納され，中央値以上の値を持つポイントは右の子ノードに格納される．ノードにポイント
が１個だけ残っているとツリーの構築が停止する．

距離メトリック

p q o

p q

p C q p q C

C
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さまざまな種類の変数での距離を計算するために，さまざまな距離メトリックがある.

量的変数のみが選択された場合，5つのメトリックがある:

ユークリッド距離

ミンコフスキー距離

マンハッタン距離

チェビシェフ距離

キャンベラ距離．

質的変数のみでオブザベーションを記述する場合，オーバーラップ距離が使用される．

混合データでは，HEOM (Heterogeneous Euclidean Overlap Metric) が使用される．

DBSCANの性能の測定

シルエット・スコアは，クラス内のオブザベーションの分類の品質を定量化する．それは次式

で与えられる:

ここで  は，  と 同じクラス内の他のすべてのポイントとの間の平均距離で， は，  と
最も近いクラス内の他のすべてのポイントとの間の平均距離である．

シルエット・スコアは，  から  までの値をとり，その値が1に近いほど，オブザベーショ
ンがそのクラス内によりよく属している．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

s(i) =  ,
max(a(i), b(i))

b(i) − a(i)

a(i) i b(i) i

−1 1
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

変数:

量的: モデルに1個または複数の量的変数を含めたい場合は，このオプションを有効にし
て，Excelワークシートで対応する変数を選択する．選択するデータは，数値タイプでな
ければならない．変数ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になって
いることを確認する．

質的: モデルに1個または複数の質的変数を含めたい場合は，このオプションを有効にす
る．そしてExcelワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは，どのタ
イプでもよいが，数値データは自動的に名義値と見なされる．変数ヘッダが選択された
なら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

オブザベーション重み: 標本にさまざまな重みを使用したい場合は，このオプションを有効に
する． 変数ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認

する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行にヘッダが含まれるなら，このオプションを選択する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オプション tab:

パラメータ: このオプションは，アルゴリズムを特定のニーズに調整することを可能にする．2
個の調整可能なパラメータがある:



機械学習  540
DBSCAN (ノイズのあるアプリケーションの密度ベ

ース空間クラスタリング)  

イプシロン: この値は，近傍とみなされるそれらの2個のポイント間の最大距離である．
言い換えると，あるポイントがもう1つのポイントから  以下の距離を持つなら，それは
最初のポイントの近傍内にある．

ポイントのM小数: このパラメータは，あるポイントがコア・ポイント（解説を参照）と
みなされるために，ポイントの近傍内にあるポイントの最小数を定義する．異なる最小

ポイント数で，ステップ・サイズが1の複数の分析を実行するために，区間を入力でき
る．

前処理: このオプションはデータが再尺度化される方法を選択できる．2つのオプションがある:

標準化: 量的変数が，各変数の標本平均および分散を用いて標準化される．

なし: 変換が適用されない．

探索法: ポイントの近傍を見つけるために，2つの方法から選択できる:

K次元木: 量的変数のみが入力された場合は，このオプションを選ぶ（解説を参照）．

距離行列: 距離行列による 近傍探索を使用するには，任意のタイプの変数でこのオプシ
ョンを選択する．各ポイント間のすべての距離が計算されて，シルエット・スコアの計

算が可能である．

距離: このオプションは，変数のタイプに応じて，データセットに適用したいメトリックを選

択できる:

量的変数用:

ユークリッド距離

ミンコフスキー距離

マンハッタン距離

チェビシェフ距離

キャンベラ距離

質的変数用:

オーバーラップ距離

量的および質的変数用:

HEOM距離

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データセットが推定データセットと同じように構造化されて
いることを確認する必要がある: 選択内と同じ順序で同じ変数．

量的: 量的変数を選択するには，このオプションを有効にする．このページで変数ラベル・オ
プションが有効になっていれば，最初の行が変数ラベルを含む必要がある．

ϵ
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質的: 質的変数を選択するには，このオプションを有効にする．このページで変数ラベル・オ
プションが有効になっていれば，最初の行が変数ラベルを含む必要がある．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

変数ラベル: データ選択(変数およびオブザベーション・ラベル)の最初の行にヘッダが含まれる
なら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 有効化された各データセット（トレーニング，予測）での選択された変数の記述統

計を表示するには，このオプションを有効にする．

相関行列: 選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を表示するには，このオプションを有

効にする．

クラスごとのオブジェクト数: ノイズとみなされるオブザベーションの数や各クラスに割り当

てられたオブザベーションの数を表示するには，このオプションを有効にする．

クラスごとの結果: クラスごとにオブザベーションを並べ替えする表を表示するには，このオ
プションを有効にする．

オブジェクトごとの結果: 学習標本の各オブザベーションに割り当てられるクラスを表示する
には，このオプションを有効にする．予測いプションが有効になっている場合は，新しいオブ
ザベーションに割り当てられたクラスが常に表示される．

シルエット・スコア: 探索手法として距離行列を使用する場合にのみ利用可能で，トレー
ニング標本の各オブザベーションでのシルエット・スコアと関連するグラフを表示する
には，このオプションを有効にする．

距離行列: 探索手法として距離行列を使用する場合にのみ利用可能で，距離行列を表示するに
は，このオプションを有効にする．
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結果  

記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．量的変数で
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．従属変数を含む
質的変数では，カテゴリとそれらの度数およびパーセンテージが それぞれ表示される．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

クラスごとのオブジェクト数: この表は，各クラスのサイズとノイズ・ポイントの数の概観を
与えるために表示される．

距離行列に関する結果: 予測オプションが有効であれば，1個かまたは2個の距離行列が表示さ
れる．1番目の行列は，各ポイントとトレーニング標本の間の距離を示す．2番目の行列は，新

しいオブザベーションとトレーニング標本のオブザベーションの亜間の距離を示す．

オブジェクトに関する結果: トレーニングおよび予測標本について，DBSCANアルゴリズムを
用いて各オブザベーションに割り当てられたクラスが表示される．クラスが  であれば，それ
はそのオブザベーションがノイズ・ポイントとみなされることを意味する．さらに，（オプシ
ョンが有効であれば）2番目の列に，各オブザベーションのシルエット・スコアが表示され
る．

もしオプションが有効であれば，シルエット・スコアのグラフが表示される．シルエット係数

で降順に，オブザベーションがクラスごとにグループ化される．

クラスごとに並べ替えられたオブジェクトに関連する結果: この表は，クラスごとに並べ替え
られたオブザベーションを示すために表示される．

事例  

XLSTATのDBSCANモジュールによるクラスタリングに関するチュートリアルが，Addinsoftの
ウェブサイトある:

https://help.xlstat.com/s/article/DBSCAN-clustering-in-Excel?language=ja
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ランダム・フォレスト・クラス分類および回帰  
質的変数や量的変数で記述された標本でクラス分類または回帰モデルを適合させるには，この
手法を用いる．この手法は，多数の変数を持つ大規模なデータセットを効率的に取り扱う．

**クラス分類**では (質的応答変数): このモデルは，量的説明変数や質的説明変数に基づ
いて，オブザベーションのクラスへの所属を予測することができる．

**回帰**では (連続応答変数): このモデルは，量的説明変数や質的説明変数に基づいて，
量的応答変数に関する予測モデルを構築することができる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ランダム・フォレストは，クラス分類や回帰の予測モデルを提供する手法である．この手法

は，バイナリの決定木，とくにBreimanら. (1984)が提案したCART ツリーを実装する．

CARTの主な弱点は，Breiman (1994)によって研究された不安定性である．そのオリジナルか
つ深い統計学の改善策は，ツリーのランダムな摂動（わずかな撹乱）と，複数のツリーの1つ
を選ぶというよりも，それらの組み合わせ，という2つの基本メカニズムの組み合わせによる
推定手法の自然な変動性を利用することである．

この手法の背後にある一般的なアイデアは，固有の最適ツリーを得ようとする代わりに，複数

の予測器を生成して，それぞれの予測を組み合わせることである．

ここで実装されている亜種は，Breiman (1996)が提案した"Bootstrap aggregating"のバギングで
ある．

この手法の一般的原理は，より効率的な最終予測器を得るために，予測器 (ここでは CART ツ
リー)のコレクションを統合することである．

CARTツリー

この手順は，予測する変数の観点から可能な最も均質なオブザベーションのグループを作成す
ることにより，オブザベーションを分割することに関与する．複数の繰り返しが必要である :
各繰り返しで，我々は応答変数を説明するように，オブザベーションを クラスに分割す
る．品質測度に基づいてオブザベーションの最良分割を提供する説明変数を選ぶことにより，
最初の分割が得られる．その分割は，ツリーの部分母集団("ノード") を定義する．このプロセ
スは，各部分母集団でそれ以上の分割ができなくなるまで繰り返される．そして，我々はツリ

k = 2
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ーの"葉（leaves）"と呼ぶ最終ノードを得る．それぞれの葉は，“ルール”と呼ぶツリーの特定の
パスによって特徴づけられる．すべての葉でのルールの集合がモデルを定義する．

品質測度:

回帰の場合，応答変数は量的変数である．最適な分割を得るために，我々は各ノードで
子ノードの分散を最小化しようとする． ( および  )．ノード の分散は，次式で定義

される:  

ここで はオブザベーション に関する応答変数の値で， はノード に関する出力の平均で
ある．

クラス分類の場合，応答変数 は 個のカテゴリを持つ質的変数である．この場合の分割

に使用される品質測度は，ジニ不純度指標である．ノード のジニ不純度指標は，次式で
定義される:

ただし は， 我々がノード にいるとして， のモダリティ となる確率である．

量的説明変数の場合，可能なすべてのバイナリ分割がテストされるので，無限とおりのテスト
がある．それにもかかわらず，学習標本 のサイズn が固定されており，量的変数について最

大でn 個の異なる値があり，したがって，最大で 個の関連するバイナリ質問となる．

質的説明変数では， モダリティの2グループでの各グルーピングがテストされる (すなわち，
とおり)．

新しい各サブノードの生成の後，停止基準が確認され，満たされた条件がなければ，そのノー
ドは初期ノードとみなされ，プロセスが繰り返される．

停止基準:

純粋ノード: ノードは応答変数の1つのカテゴリまたは１つの値のオブザベーションのみ
を含む．

分散がゼロに等しい: あるノードのオブザベーションに関する応答変数の分散がヌルであ
る．

品質測度を改善できる分割がない．

最大ツリー深度: ノードのレベルが，ユーザー定義の最大ツリー深度に達した．

親ノードの最大サイズ: ノードがユーザー定義による最大親ノードサイズよりも少ないオ
ブザベーションを含む．
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子ノードの最小サイズ: このノードの分割後，ユーザー定義による最小子ノードサイズよ
りも小さなサブ・ノードが最低でも1個存在する．

最大ノード: 終端ノードの最大数が，ユーザーの設定した限界に達した．

バギング

ここでのアイデアは次のとおりである: さまざまなブートストラップ標本からCART ツリーを
構築して，予測を修正し，予測変数の変更されたコレクションを構築する．そして，統合ステ
ップは，ロバスト（頑健）かつより効率的な予測変数を得ることを可能にする．

構築:

個の間で 個のオブザベーションのランダム・サンプリングまたは， 個から 個のオブ
ザベーションのサンプリングによって， 個の標本  を構築する．ここでkは
ユーザー定義で，かつ， よりも厳密に小さい． はユーザーが要求するツリーの数と一

致する．

で，標本 からCART ツリー  を構築する，

下記により，ツリー の予測値を統合する:

クラス分類では多数投票: , は，オブザベーション で

ツリー によって予測されたクラス ．

回帰では個別の予測値の平均: ,  は， でツリー によって予測

された値 ．

ランダム入力

ランダム入力の亜種は，バギングの重要な修正である．その目的は，よりよいパフォーマンス
の最終モデルを得るために，モデル（ツリー）間の独立性を増すことである．ここで，基本的

な違いは，各標本 でCARTの伝統的なアプローチでツリーを構築するのではなく，以下のよ
うな異なるアプローチに基づく：ノードを分割するために，変数の数 をランダムに選択し（

, は説明変数の数），m個の選択された変数によって，最良の分割点を探す．各ノー
ドでの変数選択は，置換なしで均一に行われる（各変数は，選択された確率 を持つ）．

OOB誤差測度:

を標本とする．学習集合の各オブザベーション , i = 1, ．., nで， が を含

まないなら，後者をその標本の “Out-Of-Bag” (OOB)という．

我々は， のすべてのOut-Of-Bagオブザベーションからなる標本をOOB標本と呼ぶ．

OOB 誤差の計算は次のとおりである:
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学習集合 の各オブザベーション , i = 1, ．., n で :

1.  が OOBである標本 を選択する;

2. これらの標本で構築されたすべてのツリーを用いて，このオブザベーションで取られる
値を予測する;

3. これらのツリーの予測値を統合して， の最終予測 { Y }$を行う;

4. そして，誤差が計算される:

5. 回帰では平均平方誤差:

クラス分類では誤分類されたオブザベーションの比率:

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

応答変数: モデルした従属変数を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプシ
ョンが有効になっていることを確認する．
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Ŷ i Y  )i 2

  I  

n

1

i=1

∑
n

(   =Y  )Y  î  i
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応答タイプ: 選択した応答変数のタイプを確認する:

量的変数: 選択した従属変数が量的変数なら，このオプションを有効にする．

質的変数: 選択した従属変数が質的変数なら，このオプションを有効にする．

X / 説明変数:

量的変数: モデルに1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータは数値タ
イプでなければならない．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効にな
っていることを確認する．

質的変数: モデルに1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータはどのよ
うなタイプでも可能だが，数値データあは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択さ
れた場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（応答および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行にヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．選択が相関または共分散行列であり，
このオプションが有効であるなら，最初の行に変数ラベルが含まれるはずである．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーショ
ン・ラベルはXLSTATが自動で生成する (Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

フォレスト・パラメータ

サンプリング: サンプリング法を選択する．

置換あり無作為: オブザベーションがランダムに選ばれて，標本中に1回だけ出現する．

置換なし無作為: オブザベーションがランダムに選ばれて，標本中に複数回出現できる．
標本サイズ: ツリー構築のために生成する標本のサイズkを入れる．

手法: フォレスト．タイプを選ぶ

バギング
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ランダム入力

標本サイズ: ツリー構築のために生成する標本のサイズkを入力する．

ツリーの数: フォレスト内に要求されるツリーの数qを入れる．

停止条件:

構築時間(秒): フォレスト内のすべてのツリーの構築に許される最大時間を入れる． その時間

が経過して，フォレスト内に要求された数のツリーが構築できていなければ，アルゴリズムは
停止して，それまでに構築されたツリーを用いて得られる結果を返する．

収束: X個のツリー（Xはユーザー定義）ごとにアルゴリズムの収束を確認するには，このオプ
ションを有効にする．100個のツリーが構築されると，X個のツリーごとにOOBを確認し，そ
れが±3%以上変化すれば，アルゴリズムが停止する．

ツリー・パラメータ:

M小親サイズ: 分割されるノードが含むべきオブザベーションの最小数を入れる．

M小子サイズ: 分割を可能にするために，可能な分割の後に，新しく作成されたノードが
含むべきオブザベーションの最小数を入れる．

M大深度: 最大のツリー深度を入れる．

M大ノード: ツリーが持つことのできる終端ノードの最大数を設定するには，このオプシ
ョンを有効にする．

Mtry: 各ノードでランダムに選ぶ変数の数  ．  の場合，バギングのケース
となることに注意．

複雑度パラメータ (クラス分類のみ): 複雑度 (CP)の値を入れる．全体の不純度が少なく
とも係数CPで減じられない限り，ツリーの構築を継続しません．この値は 1よりも小さ
くなければならない．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションの取得方法を定義するために，以下のオプション
のうちの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数”  を指定

する．

M後のN行: 最後のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーショ
ンの数”  を指定する．

M初のN行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーショ
ンの数”  を指定する．

m ≤ P m = P

N

N

N
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グループ変数: このオプションを選んだ場合，0 と1 だけのバイナリ変数を選ぶ必要があ
る．1 が検証のために使用するオブザベーションを意味する．

予測 タブ:

予測: 予測モデルで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションが有効になっていると，予測データセットが学習データセットと同じように構造化

されていることを確認する必要がある: 選択内で同じ順序で同じ変数．学習データで変数ラベ
ル・オプションが有効になっていると，以下に一覧される選択の最初の行が，変数ラベルに対

応していなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でなければ，オブザベー
ション・ラベルが XLSTATによって自動的に生成される (PredObs1, PredObs2 …)．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む
なら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を続行しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 欠損値を対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）

を用いて推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: あるオブザベーションの欠損値をそのオブザベーションの最近傍を探索すること
によって推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

OOB 予測値: Out-Of-Bag 予測値のベクトルを表示するには，このオプションを有効にする．

OOB予測値詳細: OOB予測値詳細を表示するには，このオプションを有効にする．

混同行列 (クラス分類のみ): カテゴリのそれぞれについて，正しくまたは間違って分類された
オブザベーションの数を示す表を表示するには，このオプションを有効にする．

変数重要度: 変数の重要度測度を表示するには，このオプションを有効にする．
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正規化: 重要度測度を正規化するには，このオプションを有効にする．

標準偏差: 各変数でその重要度測度の標準偏差を表示するには，このオプションを有効に
する．

チャート タブ:

OOB 誤差の推移: ツリーの数に伴うOOB 誤差の推移を示すチャートを表示するには，このオ
プションを有効にする．

変数重要度: 変数の重要度測度を示すチャートを表示するには，このオプションを有効にす
る．

予測値チャート (回帰のみ) : 予測値チャートを表示するには，このオプションを有効にする: 従
属変数の予測値 v.s.従属変数．

結果  

記述統計量: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．量的変数に
ついては，欠損値の数，非欠損値の数，平均よよび標準偏差（不偏）が表示される．従属変数

を含む質的変数については，カテゴリのそれぞれの度数およびパーセンテージが表示される．

OOB 誤差:

回帰: 平均平方誤差 (Out-Of-Bag データに基づく)．

クラス分類: 分類誤差率 (Out-Of-Bag データに基づく)．

OOB誤差推移のチャート : このチャートは，ツリーの数に伴う OOB誤差の推移を示す．

混同行列(クラス分類のみ): 混同行列は，観察された分類とアルゴリズムによって予測された分

類(« Out-Of-Bag » データに基づく予測)に関する情報を格納する．混同行列を用いてアルゴリ
ズムの性能が評価できる．対角が正しい予測である．対角の要素の合計が大きいほど，より良

い分類器である．

OOB 予測値: この表は，OOB予測値に関連するさまざまな情報を格納する:

OOB回数: オブザベーションが ‘out-of-bag’ である(したがって，OOB誤差の推定値の計

算に使用される)回数．

Y と予測値(Y): 従属変数の元の値と予測された値（回帰は残差も示す）．各オブザベー
ションでの予測は，そのオブザベーションがOOBであったツリーの集合を用いて行われ
る．

OOB 予測値の詳細:

回帰: フォレスト内のすべてのツリーでなされた予測を各オブザベーションについて要約

する表．

クラス分類: 学習集合の各オブザベーションごとに1行と，応答変数の各カテゴリごとに1
列の表．これは，各オブザベーションごとに，それが応答変数のそれぞれのカテゴリに
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属する確率（Out-Of-Bagデータに基づく）を格納している．

予測値 (検証標本): 学習データで構築された予測モデルを用いて得られたクラスの予測または
予測値が，検証標本について表示される．

変数重要度:

任意の変数での重要度測度は，この変数の観察値がOOB標本内でランダムに交換されたときの
ツリーの平均誤差の増大である．

各ツリーで，out-of-bag データでの予測誤差が計算される．そして，各説明変数の並べ替えの
後，同じことが行われる．そして，2つの差が，すべてのツリーで平均され，ユーザーの選択

に基づいて，正規化または差の標準偏差が示される．

ある変数で差の標準偏差が0に等しければ，分割は行われない．

クラス分類では，フォレストの全体誤差での並べ替えの影響度に加え，応答変数の各モダリテ
ィでの影響度も測定する．

予測値に関する結果: 学習データで構築された予測モデルを用いて得られたクラスの予測また
は予測値が，予測標本について表示される．

事例  

ランダム・フォレストのクラス分類および回帰の使用法に関するチュートリアルが， Addinsoft
のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのランダム-フォレスト-クラス分類チュートリアル?
language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel-でのランダム -フォレスト回帰チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Breiman L., Friedman J., Olshen R. and Stone C .(1984). Classification And Regression
Trees, Wadsworth.

Breiman L. (1996). Bagging predictors. Machine Learning, 24, 123-140.

Hastie T. , Tibshirani R. and Friedman J. (2009). The Elments of Statistical Learning.
Springer, Berlin.

Breiman L. (2001) Random forests.
https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel-%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf


機械学習  553 アソシエーション・ルール  

アソシエーション・ルール  
アイテムまたはオブジェクトの集合に関するアソシエーション・ルールを発見するために，こ
のツールを使用します．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

1994年に，Rakesh Agrawal と Ramakrishnan Sikrant は，アイテム間の関連性をルールの形式

で識別するアプリオリ・アルゴリズムを提案した．このアルゴリズムは，分析されるデータの
ボリュームが重要な場合に使用される．アイテム数が数万になることもあるので，組み合わせ
の数は，すべてのルールを調査するのが不可能なほどになる．したがって，ルールの探索を最

も重要なそれに制限する必要がある．その品質測度は，アルゴリズムの2つのフェーズでの組

み合わせ爆発を制限し，結果のソーティングを可能にする確率値である．

定義

アイテム: アプリケーション分野によって，それらは，製品であったり，オブジェクトであっ
たり，患者であったり，イベントであったりする．.

トランザクション: 固有の識別子で識別され，最小1個のアイテムからなるアイテムの集合であ
る．アイテムは，複数のトランザクションに属することができる．

アイテム集合: アイテムのグループ．アイテム集合は，1つまたは複数のトランザクションの中

で発見することができる．

支持度（サポート）: トランザクション内にアイテムまたはアイテム集合存在する確率．利用

可能なすべてのトランザクションの中で，アイテムまたはアイテム集合を発見する回数で計算

される．この値は， 0 と 1 の間の値をとる．

ルール: ルールは，共通のアイテムを持たない2つのアイテム集合X と Y の間の関係性を定義す
る． X->Y は， あるトランザクションにXが存在するなら，同じトランザクションに Yが存在

し得ることを意味する．

ルールの支持度: あるトランザクションにアイテムまたはアイテム集合X と Y を発見する確

率．利用可能なすべてのトランザクションで，2つのアイテムまたはアイテム集合を発見する
回数で計算される．この値は， 0 と 1 の間の値をとる．
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ルールの信頼度: アイテムX があるトランザクションに存在することを知っていて，そのトラ
ンザクションにアイテムまたはアイテム集Y を発見する確率． 観察された対応する度数で計算

される（すべてのトランザクションでX と Y が発見される回数を X が発見される回数で割

る)．この値は， 0 と 1 の間の値をとる．

ルールのリフト: ルールのリフト（改善度）は， (Lift(X->Y)=Lift(Y->X))と対称性で， X かつ Y
でグルーピングしたアイテム集合の支持度を Xの支持度と Yの支持度で割ったものである．こ
の値は，正の実数である．リフトが 1より大きいとY におけるX の（またはX におけるY の）
正の効果を暗示し，したがって，そのルールの有意性を示す． 1 の値は，効果がないことを意

味し，それらのアイテムまたはアイテム集合が独立だということになる．リフトが 1より低い
と，YにおけるX，またはその逆で，負の効果があることを意味する．それらはお互いに排他的

である．

 をアイテムの集合とする．  を Iの部分集合であるようなトラ
ンザクションの集合とする． .

アソシエーション・ルール R は，以下のように書かれる：

I の部分集合の支持度は，次式で与えられる:

ルール (R: X → Y) の信頼度は，次式で与えられる:

ルール (R: X → Y) のリフトは，次式で与えられる:

アプリオリ・アルゴリズム

このアルゴリズムは，2つのステップからなる:

1. 最小支持度よりも大きな支持度で I の部分集合を生成する．

2. 固定された最小信頼度よりも大きな信頼度を持つI の部分集合からアソシエーション・ルー
ルを生成する．

階層およびマルチレベル・アプローチ"

XLSTAT は，アイテムのグルーピングの階層を考慮に入れて，さまざまなレベルでルールを検

討することを提案する．提案された手法は，原因または結果が，階層の同じレベルまたは2つ
の異なるレベルに属するアソシエーション・ルールを生成できる．

I = i  , … , i  1 m T = t  , … , t  1 n

R : X → Y ,X ∈ T ,Y ∈ T ,X ∩ Y = ∅⋅

support(X) = Pr(X)⋅

confidence(R) = Pr(Y ∣X)⋅

lift(R) =  ⋅
support(X)support(Y )

support(X ∪ Y )
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結果の解釈を簡単にするため， Han とFu (1999) は，冗長で不必要なルールを除去するため
に， 0 から 1 の間の値をとる2つの指標アルファとベータを提案した．

あるルールが，階層的にそれをカバーするルールから派生している場合，そのルールは冗長で
あると言える： のようなルール があって，各  および  (

)が の要素と同じレベルかその親であるなら  のようなルール
は冗長である．

の信頼度  が区間 $$ [exp(Conf (R)) - \alpha, exp(Conf (R)) + \alpha] $$ 内にあれ
ば， は冗長であると言える．

ただし

あるルールが，同じ結果を持ち，より少ないアイテムを前提部として持つルールよりも少ない
情報量しか提供しないなら，そのルールは不要と言える： をルール (A, B -> C)とし， をル
ール (A -> C)とする．信頼度 Conf(R) が区間 内であれば，
は不要とみなされる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

アイテム: アイテムの表を選択し，データ形式を指定してください．列ヘッダが選択された場

合は，オプション "ラベルを含む"が有効になっていることを確認してください． 利用可能な**

A  , ...A  →1
′

n

′
B  , ...,B  1

′

m

′
R′ A  i

′
B  i

′
i =

1...n A A  , ...,A  →1 n B  , ...,B  1 m

R

R Conf(R)
R

exp(Conf(R)) =  ∗
support(B 1)′

support(B1)
... ∗  ∗

support(B m)′

support(Bm)
phi(R )⋅′

R R
′

[Conf(R ) −
′

β,Conf(R ) +
′

β]
R
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データ形式**は:

• トランザクショナル: データは2列で，1列がトランザクショを示し（トランザクショ
ン・フィールドで選択する列），もう1列がアイテムを示すなら，この形式を選択してく
ださい．通常，この形式では，各トランザクションに関するトランザクションIDの列が
あり，トランザクション中にあるアイテムの数だけ行があって，アイテムを示す列があ
ります．トランザクションは最初の列であることが多く，このフィールドで選択されま
す．

リスト: データがトランザクションごとに1行となっており，列にはそのトランザクショ
ンに対応するアイテムの名前が入っているなら，この形式を選択してください．トラン
ザクションごとのアイテム数は，1行ごとに異なります．選択内の列数は，トランザクシ
ョンごとの最大アイテム数と一致します．

トランザクション/変数: データがトランザクションごとに1行となっており，変数ごとに
1列となっているなら．この形式を選択してください．この形式は，すべてのトランザク
ションが同じ数のアイテム、すなわち変数を持っていて、同じトランザクション内に任

意の変数から複数のアイテムは存在し得ません．

分割表: データがトランザクションごとに1行，アイテムごとに1列となっていて，アイテ
ムが存在しない場合はヌル値で，存在する場合は1の値が入っているなら，この形式を選

択してください．

[...] ボタンをクリックして，フラット・ファイルのデータを選択するオプションもあります．

トランザクション: 各アイテムに関するトランザクション IDの列を選択してください．この選

択は，選択された形式が "トランザクショナル"で，アイテムの配列が1列のみの場合に必要と
されます．アイテムの表が2列の場合，最初の列は，トランザクションに対応するとみなされ
ます．

ターゲット・アイテム / ターゲット変数: ルールの右側（帰結部）に表示させたい1つまたは複

数のアイテムを定義するには，このオプションを有効にしてください．データ形式が，トラザ
ショナルまたはリストの場合，生成されるルールの右側部（帰結部）にあるべきアイテムの一

覧を選択できます．データ形式がトランザクショナル/変数なら，ターゲットとみなされる変数

を選択する必要があります．すべてのルールは，右側部（帰結部）が選択された変数のカテゴ
リになります．データ形式が分割表なら，ターゲット・アイテムを識別するために使用する1
つまたは複数の列を選択できます．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

ラベルを含む: 分割表の行ラベルと列ラベルが選択されている場合は，このオプションを有効

にしてください．
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M小支持度: 最小支持度(0 から 1の間)を入力してください．この値よりも大きな支持度を持つ
部分集合を含むルールのみが生成されます．

M大信頼度: 最小信頼度(0 から 1の間)を入力してください．この値よりも大きな信頼度を持つ
ルールのみが生成されます．

M小前提部数: 生成されるルールの前提部の最小数を入力してください．

オプション タブ:

ソート: 結果を並べ替えるのに使用する基準（信頼度，支持度，リフト，または，なし）を選

択してください．

マルチレベル タブ:

階層的情報を使用: 階層情報を選択して使用したい場合は，このオプションを有効にしてくだ
さい．

階層: アイテムの階層とそれらを含むグループを記述する階層表を選択してください．アイテ
ムは，より高い序列のグループにのみ属すことができます．フラット・ファイルでデータを選

択するオプションがあります．

各レベルの支持度: 各階層レベルにさまざまな支持度を割り当てるために，値の表を選択して
ください．

クロス・レベル分析: レベルに関係なくルールを生成したい場合は，このオプションを選んで
ください．

アルファ (冗長ルール): 冗長なルールを除去するための 0 から 1 の間の値を選択してくださ
い．このオプションを使用したくない場合は， 0 のままにしてください．

ベータ (除外ルール): 不要なルールを除去するための0 から 1 の間の値を選択してください．こ
のオプションを使用したくない場合は， 0 のままにしてください．

出力 タブ:

影響度行列: アソシエーション・ルールの信頼度から計算される影響度行列を表示するには，
このオプションを有効にしてください．

アイテムの行列: アイテムの組み合わせの相対的重要度を示す表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にしてください．

チャート タブ:

影響度チャート: アソシエーション・ルールによって得られるさまざまな組み合わせの相対的

重要度を示す2D グラフを表示するには，このオプションを有効にしてください．
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アイテム・チャート: このチャートは，アイテムの組み合わせの相対的重要度を表します．

結果  

アソシエーション・ルール: この表は，アプオリ・アルゴリズムで得られたアソシエーショ
ン・ルールと各ルールのさまざまな値を表示します．

影響度の行列: この表は，ルールと前提部と帰結部のクロス表で，ルールをソーティングする
ためにオプション・タブで選択した基準（信頼度，支持度，リフト）の値が入ります．

影響度チャート: アソシエーション・ルールの相対的な影響度を示す 2D 表現．

アイテム行列: このチャートは，アイテムの組み合わせの相対的重要度を見ることを可能にし
ます．この対称的な表は，アイテムの各組み合わせ（行/列および列/行）の平均信頼度をしま
します．したがって，これはアイテム間のリンクの強さの指標です．そして．これはこの表の
グラフィカルな表現である**アイテム・チャート**を得るために多次元尺度法(MDS) で使用さ
れます．

事例  

アソシエーション・ルールに関するチュートリアルが， Addinsoft のwebサイトにあります：

https://help.xlstat.com/s/article/マーケットバスケット分析のためのアソシエーションルールチ
ュートリアル?language=ja

参考文献  

Agrawal R. and Srikant R. (1994). Fast algorithms for mining association rules in large
databases. In proceedings of the 20th international conference on Very Large Data Bases
(VLDB'94), 487-499.

Gautam P. and Shukla R. (2012). An efficient algorithm for mining multilevel, association rule
based on pincer search. Computer Application. CoRR. MANIT ,Bhopal, M.P. 462032, India.

Han J. and Fu Y. (1999). Mining multiple-level association rules in large databases. IEEE
Transactions on Knowledge and Data Engineering archive, 11(5), 798-805.

Mannila H. , Toivonen H. and Inkeri Verkamo A. (1997). Discovering frequent episodes in
event sequences. Data Mining and Knowledge Discovery, (1) 3, 259-289.

https://help.xlstat.com/s/article/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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モデル性能指標  
予測モデルの性能を評価するには，モデル性能指標ツールを使用する．対象の変数のタイプ
（量的または質的）に応じて，異なる指標が提案されている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

イントロダクション

量的変数  の値を予測しようとするとき，我々は**回帰**について論じる，一方，予測する変

数 が質的変数のとき，我々は **クラス分類**について論じる．XLSTATは複数の回帰およびク
ラス分類学習モデルを提供する．

予測する対象の変数があって，アルゴリズムの予測値がターゲット（目的）変数の値に近いほ
ど，そのモデルはより良い性能であるとする．

リスクを定量化するために，モデルの性能を評価できることが重要であるが，複数のアルゴリ
ズムやモデルを比較できることもまた重要である．

性能指標ツールは，この質問に答えることを助けるために開発された: 未来のイベントを予測

するために，モデルをどれだけ信用できるか?

利用可能な指標

XLSTATは，モデルの性能を評価するための多数の指標を提供する．XLSTATでは以下の指標が
利用可能である:

クラス分類

表記 : TP (True Positives：真陽性), TN (True Negatives：真陰性), FP (False Positives：偽陽性)
，FN (False Negatives：偽陰性).

正確度 : 正確度は，比 (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)である．  
1に近いほど，テストは優れている．

精度 : 精（密）度は，比 TP/(TP + FP)である． 
これは，実際に正しい陽性の予測の比率に一致する．言い換えると，0.8 の精度を持つモ
デルは，ケースの80%で陽性クラスを正しく予測する．

Y

Y
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均衡化正確度 (バイナリの場合のみ) : 均衡化正確度は，2値分類器の評価のために使用さ
れる指標である．これはとくにクラスが釣り合っていないとき，すなわち，2つのクラス
の1つが他によりも多く現れるときに有用である．これは次のように計算される: (感度 +
特異度) / 2.

感度 (**真陽性率**に相当): テストによって正しく検出された陽性ケースの比率．言い換える
と，感度は，陽性の個体で使用するときに，テストがどれだけ有効であるかを定量化する．感

度が1のとき，テストは陽性の個体に対して完全であり，感度が0.5のとき，無作為抽出に相当

する．0.5よりも低い場合，テストは逆効果であり，感度が0.5よりも高くなるように，（これ
が特異度に影響しない場合）ルールを逆にするのが有用であろう．数学的な定義は，次式で与

えられる: 感度 = TP/(TP + FN).

特異度 (**真陰性率**ともいう): テストによって正しく検出された陰性ケースの比率．言い換え
ると，特異度は，陰性の個体で使用するときに，テストがどれだけ有効であるかを定量化す
る．特異度が1のとき，テストは陰性の個体に対して完全であり，特異度が0.5のとき，無作為

抽出に相当する．0.5よりも低い場合，テストは逆効果であり，特異度が0.5よりも高くなるよ
うに，（これが感度に影響しない場合）ルールを逆にするのが有用であろう．数学的な定義

は，次式で与えられる: 特異度 = TN/(TN + FP).

偽陽性率 (バイナリの場合のみ) : テストが陽性と検出する陰性の比率 (FPR = 1-特異度)

偽陰性 (バイナリの場合のみ) : テストが陰性と検出する陽性の比率 (FNR = 1-感度)

正分類 : 正しく分類されたオブザベーションの数．

誤分類 : 間違って分類されたオブザベーションの数．

有病率: 全体標本での対象イベントの相対度数 (TP+FN)/N.

F尺度 : F尺度（FスコアまたはF1スコアともいう）は精度とリコールまたは感度の重み付

き平均として解釈できる．その値は，0から1の間である．次式で定義される: F尺度 = 2 *
(精度 * 感度) / (精度 + 感度).

NER (ヌル誤差率) : これは，モデルが常に多数派のクラスを予測する場合に，観察され
るであろう誤差のパーセンテージに一致する．

Cohenのカッパ : これは応答変数と予測値の間の関係性を調査したいときに有用であ
る．カッパの値は，0から1の間である．1の値は，2つの変数の間で完全なリンクがある
ことを意味する（完全なクラス分類）．これは次式で定義される:

CramerのV : CramerのV検定は， 調査している2つの変数の間の関連性の度合いを比較す
る．Vが0に近いほど，調査対象の変数の従属度が低いことを意味する．一方，2つの変数

が完全に従属であれば1になる．バイナリの場合（2x2混同行列），-1から1の間の値をと
る．したがって，Vが is to 1に近いほど，2つの変数の間に強い関係性がある．

CohenKappa = (正確度 − pe)(1 − pe)

 ただし : pe = [(TP + FN) ∗ (TP + FP ) + (FP + TN) ∗ (FN + TN)]/N 2
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は，応答変数のカテゴリの数に対応する．

MCC (Matthews相関係数) : Matthews相関係数(MCC)またはファイ係数は，1975年に生物

学者Brian W. Matthewsにより提案され，バイナリ（2クラス）クラス分類の品質測度と
して機械学習で使用されている．MCCはPearsonのファイ係数と同一の定義である．

この係数は真および偽の陽性，陰性を考慮に入れており，一般的にクラスがとても異なるサイ
ズであったとして使用できるバランスした測度であると考えられる．本質的にMCCは，観察お
よび予測されたバイナリ分類の間の相関係数である; それは−1から+1の間の値を返す．+1の係

数は，完全な予測を表し，0はランダムな予測と変わらず，−1は予測と観察が完全に一致しな
いことを示す． (より詳細は: Matthews相関係数).

これは次式で定義される :

Roc曲線 : ROC曲線 (Receiver Operating Characteristics ) は，モデルの性能を表示し
て，他のモデルの性能との比較を可能にする．用語は信号検出理論に由来する．ポイン
ト (1-感度, 感度) の曲線がROC曲線である．

AUC : 曲線の下側領域 (AUC) は，ROC曲線で計算される総合指数である．AUCは，テス
トのすべての可能な値が与えられとして，陽性イベントがテストによって陽性と分類さ
れる確率である．理想モデルでは， = 1 となる(上記の青色)，ランダム・パターンの場

合，AUC = 0.5 となる(上記の赤色)．. 通常，AUCの値が0.7より高ければ，モデルが良い
と見なされる．上手く動作するモデルは，0.87から0.9の間のAUCを持つ必要がある．0.9
より高いAUCを持つモデルは優良である．

Lift曲線 : Lift曲線は，Lift値を母集団のパーセンテージの関数として表す曲線である．Lift
は，真陽性の割合と陽性の予測の割合の間の比である．1のLiftは，ランダムな予測を行

うアルゴリズムを上回る利得がないことを意味する．通常，Liftが高いほど，良いモデル
である．

累積利得曲線 : 利得曲線は，感度またはリコールを母集団全体でのパーセンテージの関

数として表す．これは，データのどの部分に陽性イベントの最大数が集中しているかを
知ることができる．

回帰

表記 :

は重みの合計である．

はモデルの含まれる変数の数である．

V =  , 

W ∗ (nClass − 1)
χ2

nClass

 .
 (TP + FP ) ∗ (TP + FN) ∗ (TN + FP ) ∗ (TN + FN)

TP ∗ TN − FP ∗ FN

 =ȳ  _i = 1 w_iy_i
W

1
∑ n

W

p∗

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthews_correlation_coefficient
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MSE: 平均2乗誤差 (MSE)は次式で定義される:

RMSE: 2乗平均平方根誤差(RMSE)は MSEの平方根である．

MAE: 平均絶対誤差(Mean Absolute Error)

MSLE : 平均2乗対数誤差(Mean Squared Log Error)

RMSLE: 2乗平均対数平方根誤差(RMSLE: Root Mean Squared Log Error)は MSLEの平方

根である．

MAPE: 平均絶対パーセント誤差（MAPE: Mean Absolute Percentage Error）は平均絶対

パーセント偏差（MAPD: Mean Absolute Percentage Deviation）とも呼ばれ，次式で定

義される:

観察値が小さすぎるか，誤差が大きすぎる場合，MAPEは100%より大きくなることがあ
る． * R² : モデルの決定係数．0から1の間のこの係数は，次式で定義される:

$$ R^ { 2} = \frac { \sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i } ( \hat {y} _ { i } - \bar { y } _ { i } ) ^ { 2} } {
\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i } ( y _ { i } - \bar { y } _ { i } ) ^ { 2} }. $$ R²はモデルによって説

明される従属変数の変動の割合として解釈される．R²が1に近いほど，より良いモデルと
なる．R²の問題は，モデルを適合させるのに使用した変数の数が考慮に入れられていな
いことである．この場合，その値は負になることがあり，それはモデルがデータに適切

でないことを意味する．

調整済み R²: モデルの調整済み結滞係数．R²がゼロに近い場合，調整済み R² は負値にな
ることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって個てされた場合のみに計

算される．その値は次式で定義される:

$$ \hat { R } ^ { 2} = 1- ( 1- R ^ { 2} ) \frac { W - 1} { W - p - 1}. $$

調整済み R²はR²の修正で，モデルで使用される変数の数を考慮に入れる． 

Willmott 指標 ( ) : used mainly in おもに水分モデル（hydrological models）で使用され
る，再定義されたアメニティ指標(Willmott et al., 2012)は下記のように計算される :

$$ dr = \left\lbrace \begin{aligned} &1 - \frac{\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i } |\hat { y } _ { i }-y_i|}
{2\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i }|y_i - \bar { y }| }, &if \sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i } |\hat { y } _ { i }-

MSE =  _i = 1 w_i(y_i −
W

1 ∑ n
 _i) .ŷ 2

MAE =   w  (∣y  −
W

1

i=1

∑
n

i i   ∣).ŷi

MSLE =   w  (ln(1 +
W

1

i=1

∑
n

i y  ) −i ln(1 +   )) .ŷi
2

MAPE =    ; ただし ϵ =
W

1

i=1

∑
n

max(ϵ, ∣y  ∣)i

w  (∣y  −   ∣)i i ŷi 10 .−16

dr
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y_i| \leq 2\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i }|y_i - \bar { y }| \ &\frac {2\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i }|y_i -
\bar { y }|}{\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i } |\hat { y } _ { i }-y_i|} - 1, &if \sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i }
|\hat { y } _ { i }-y_i| > 2\sum _ { i = 1} ^ { n } w _ { i }|y_i - \bar { y }| \end{aligned} \right. $$

これは，完全モデル($\hat{y}\_i = y\_i$, for all $i$)のマグニチュードに対するモデル予測偏差

 

* $dr$ = 0 なら:  モデルは，どのような新しいオブザベーションに対しても観察された平均を予測する
 

* $dr$ = 0.5 なら :予測誤差の合計は，ベースラインを用いて得られる誤差の合計の半分である． 
 

* $dr$ = -0.5 なら : 予測誤差の合計は，参照モデルを用いて得られる誤差の合計の2倍である． 
 

* $dr$  が-1に近いなら，これはモデルが有効でない（無効）か，観察変動 ($|y_i - \bar { y }|

Mielke and Berry 指標 : この指標は，MAEに影響され，季節性のある場合に使用でき
る．これは次式で定義される:

分母は， 個の対(  の ， ) がランダムな割り当ての結果に対応するとい
う帰無仮説の下で， に関する の とおりのすべての並べ替えでのMAEの平均値を
表す．

この測度は対称で，すなわち  と  を逆にすると同じ結果になることに注意．これは1に
制限されている．

Legates and McCabeの指標 : おもに水文モデルで使用されるLegates and McCabe 指標

は，季節性または期間ごとの平均値に差がある場合に推奨される．これは次式で定義さ
れる:

 = 1 の値は完全モデル（誤差なし）を示し，一方，  = 0 はどのような新しいオ
ブザベーションでも観察平均を予測するモデル（ベースライン）よりも性能が良くない
モデルを示す．  の負値は，参照モデルに関する"無効のレベル"を記述するので，無

効モデルを示す．

AIC : 赤池情報量基準は次式で定義される :

赤池(1973)が提案したこの基準は，情報理論から導かれ，Kullback and Leibler情報量

(1951)を用いる．これは，新しい説明変数を追加してもモデルに十分な情報量をモデル
に提供しないモデルにペナルティを与えるモデル選択基準で，その情報量はMSEで測定

される．この目的は，AIC基準を最小化することである．

ρ = 1 −  

n   ∣  _j − y_i∣−2 ∑i=1
n ∑j=1

n
ŷ

MAE

n i = 1, ...n  y_i^ y_i
y_i  y_i^ n!

ŷ y

E_1 = 1 −
 ∣y_i −  ∣∑

i=1
n

ȳ

 ∣  _i − y_i∣∑i=1
n

ŷ

E_1 E_1

E_1

AIC = W ln(  ) +
W

SSE
2p∗
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AICc : 修正済み赤池情報量基準は，説明変数が多すぎるモデルを選択する確率を低減す
る．これは次式で定義される :

$$ A I Cc = AIC + \frac{2p^2+2p}{n-p-1} $$ この基準は，データセットが小規模だった
り、変数の数が多い場合に、AICよりも有効と考えられる．とくに，  の比がis less

than 40よりも低い場合．

SBC : Schwarzのベイズ情報量基準は，次式で定義される :

Schwarz (1978) が提案したこの基準はAICと類似しており，目的はそれを最小化するこ
とである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

 

p

n

SBC = W ln(  ) +
W

SSE
ln(W )p∗
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Y / 応答変数 : モデルされる応答変数を選択する． 列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オ
プションが有効になっていることを確認する．

応答タイプ: 選択した従属変数のタイプを確認する:

量的: 選択された従属変数が量的の場合は，このオプションを選ぶ．

質的: 選択された従属変数が質的の場合は，このオプションを選ぶ．

予測値 : 与えられた従属変数に関する予測値を選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラ
ベル"オプションが有効になっていることを確認する．

応答変数が量的の場合，1個の変数のみを予測値を含む変数を1個だけ設定できる．

クラス確率 / スコア (クラス分類のみ) : クラスごとに，オブザベーションに関する確率（スコ
ア）を示すには，このオプションを選択する．列ヘッダが選択された場合，ラベルはデータが
関連するクラスの名前と一致すること，そして"変数ラベル"オプションが有効であることを確

認しなければならない．2値分類の場合，1個の確率またはスコア列のみが選択されているな
ら，高い値は陽性クラスの予測に関連づけられることになる．

説明変数 (回帰のみ) : モデルに含まれる説明変数の数を入力したい場合は，このオプションを
選択する．この情報は，いくつかの指標(調整済み  , AIC, SBC)の計算に有用である．

ダミー推定量と比較 (回帰のみ): モデルの性能をナイーブ回帰モデルを用いて得られた性能と
比較したい場合は，このオプションを選択する．ナイーブ・モデルとは，すべてのオブザベー
ションで同じ値を予測するモデルである．XLSTATは 3 とおり提供する:

平均 : 各オブザベーションで従属変数の平均を予測するモデルとで比較が行なわれる．

中央値 : 各オブザベーションで従属変数の中央値予測するモデルとで比較が行われる．

ユーザー定義 : 各オブザベーションでユーザーが与えた値を予測するモデルとで比較が行

われる．

結果を表示する場所:

新規ワークシート: アクティブなワークブックの新しいワークシートに結果を表示するに
は，このオプションを有効にする．この場合，結果のシートに名前をつけることができ
る．名前を指定しない場合，デフォルト名が作成される．

新規ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示するには，このオプションを有効に
する．この場合，結果のシートに名前をつけることができる．名前を指定しない場合，

デフォルト名が作成される．

既存セル: 既存のワークシートのあるセルから開始て結果を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．そして，対応するセルを選択する．

変数ラベル: データ選択の最初の行にヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションが有効なら，選択にヘ
ッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルは，
XLSTATによって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

R2
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オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされているなら，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしないなら，重みはすべて1と見なされる．重みは0以上でな
ければならない．2の重みは，同じオブザベーションが2回繰り返されることに相当する．列ヘ
ッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

クラス分類 :

要約 : 次の指標を表示するには，このオプションを有効にする : 正確度，精度，感度，特

異度， F尺度，偽陽性率(FPR)，偽陰性率(FNR)，正分類，誤分類．

混同行列 : 各カテゴリで正しく分類されたオブザベーションと間違って分類されたオブ
ザベーションの数を示す表を表示するには，このオプションを有効にする．

有病率 : 有病率を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

F尺度 : F尺度を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

Cohenのカッパ : Cohenのカッパを計算して表示するには，このオプションを有効にす
る．

ヌル誤差率 : ヌル誤差率を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

均衡化正確度 : 均衡化正確度を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

CramerのV : ACramerのVを計算して表示するには，このオプションを有効にする．.

Matthews相関係数 : Matthews相関係数を計算して表示するには，このオプションを有効

にする．

AUC : AUCの値を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

回帰 :

要約 : 次の指標を表示するには，このオプションんを有効にする : MAE, MCE, RMCE,
MSLE, RMSLE, R².

MAPE : MAPEを計算して表示するには，このオプションを有効にする．.

Willmottの指標 : Willmottの指標の値を計算して表示するには，このオプションを有効に
する．
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Legates and McCabe 指標 : Legates and McCabeの指標の値を計算して表示するには，
このオプションを有効にする．

Mielke and Berry 指標 : Mielke and Berry 指標の値を計算して表示するには，このオプ
ションを有効にする．

修正済み R² : 修正済みR²の値を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

赤池のAIC : AICの値を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

ShwarzのSBC : SBCの値を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差 : すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ :

回帰グラフ :

予測値と残差 : 次のグラフを表示するには，このオプションを有効にする :

応答変数 対 標準化残差．

予測値 対 標準化残差．

予測値 対 応答変数．

標準化残差の棒グラフ．

クラス分類チャート :

Roc曲線 : Roc曲線をを表示するには，このオプションを有効にする．

Lift曲線 : Lift曲線を表示するには，このオプションを有効にする． curve.

累積利得曲線 : 累積利得曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

**予測値と残差**の表は，オブザベーションごとに，その重み，従属変数の観察値，モデルの
予測値，残差，標準化残差，非典型残差を示す．

非典型残差 はTUCKEY 定義の箱ひげ図を用いて識別される．

TUKEY定義の箱ひげ図では，箱の高さは四分位範囲 (Q3-Q1)であり，ひげは通常，箱の高さの
1.5倍に基づいている．この場合，ある値が第１四分位より下または第3四分位より上の四分位

範囲の1.5倍である場合，その値は非典型である．四分位値，すなわち順序統計に基づくと，中

央値や四分位範囲は極値による影響を受けることはない．1.5という値は，TUKEYによれば，
確率的な理由を持つ実用的な値（経験則）である．変数が正規分布に従う場合，、箱とひげで
囲まれた領域は，オブザベーションの99.3％を含むはずである．したがって，0.7%の外れ値し
か見つからないはずである．係数が1の場合，その確率は0.957となり，係数が2の場合は0.999‑
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となる．したがって，TUKEYでは，値1.5は，多すぎることなく十分な非典型的なオブザベー
ションとして保持するための妥協点である．

M小およびM大残差 : 緑（赤）でマークされており，0からの最小（または最大）偏差を
持つ残差を表す．これはまた，各オブザベーションについて，どれが最もよく（または
最も悪く）予測されるかを見ることができる．

事例  

モデル性能指標 モジュールの使用法の事例が Addinsoftのウェブサイトにある :

https://help.xlstat.com/s/article/performance-indicators-for-prediction-models-in-excel?
language=ja
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相関/属性相関の検定  
相関検定  
2つまたはそれ以上の変数の間のさまざまな相関係数を計算して, 相関が有意であるかどうかを
決定するには，このツールを使用する．我々はPearson，Spearman ，Kendallまたは
Polychoric相関係数を提案する．相関行列のいろいろな可視化が提案されている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

連続値，離散値，または順序のいずれでも，量的変数の集合の間の相関を計算するために，4
つの相関係数が提案されている：

Pearson相関係数: この係数は，伝統的な線形相関係数に対応する．この係数は，連続値デー
タによく適している．その値は，-1 から1の範囲で，それは2つの変数の間の線形相関の度合い
を意味する．注意: 2乗Pearson 相関係数は，ある変数の変動が他の変数によってどれぐらい説

明できるかの知見を与える．各係数について計算される p値は，その係数が0から有意に異なら
ないという帰無仮説を検定することができる．ただし，2つの変数が独立であれば，それらの
相関係数はゼロであるが，逆は必ずしも真ではないので，注意して解釈するべきである．

Spearman相関係数 (rho): この係数は，オブザベーションの値ではなく，順位に基づいてい
る．Pearson 相関と同様，説明される変動の観点でこの係数を解釈できるが，ここで我々はラ
ンクの変動を意味する．

Kendall相関係数 (tau): Spearman 相関と同様，順位に基づいている．ただし，この係数は，
考え方がとても異なっている．これは，確率の観点から解釈ができる：これは，その変数が同

じ方向で変動する確率と反対の方向で変動する確率の差である．オブザベーションの数が50よ
り低くて同値がない場合は，XLSTAT は正確な p-値を与える．それ以外は近似が使用される．
後者は，オブザベーションが8 個より多い場合，信頼できることが知られている．

Polychoric相関係数: この係数は，2つの順序変数の間の関係性を特徴づける．これはしばしば
順序応答を持つ調査データを分析するのに使用される．順序変数が正規分布を持つ2つの非観

察量的確率変数から派生しているとの仮定のもと，polychoric 相関係数は，それらの非観察量

的変数の間の関係を定量化することを目的としている．
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: P個の変数で記述されるN 個のオブザベーションからなる表を選

択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認

する．Pearson, Spearman および Kendallでは，変数は量的でなければならず，polychoricでは
変数は質的順序でなければならない．

カテゴリの順序 (polychoric 相関でのみ):各順序変数で並べ替えされたカテゴリを格納する表

を選択できる．この表は，オブザベーション/変数の表と同じ列数を持たなければならない．こ
の表を選択しない場合は，カテゴリは辞書編纂の順に並べられる．

重み: オブザベーションが重みづけてされている場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にしない場合，重みは 1とみなされる．重みは 0以上でなければならない．
列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

相関の種類: 計算に使用する相関の種類を選ぶ（より詳細は解説の節を参照）．

副標本:各オブザベーションのインデックスの名前を示す列を選択するには，このオプションを
チェックする．そして，すべての計算が副標本ごとに実行される．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（行および列変数，重み）の最初の行がヘッダを含む場合は，このオ
プションを有効にする．

有意水準 (%): 相関の検定での有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を含むオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

ペアワイズ検出: 計算に関与する変数に欠損値がある場合のみ，欠損値を持つオブザベーショ
ンを除去するには．このオプションを有効にする．たとえば，2つの変数の間の相関を計算す
る場合，あるオブザベーションの2つの変数のどちらかに対応するデータが欠損している場合

のみ，そのオブザベーションが無視される．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近接を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: “一般” タブで選択された相関の種類に対応する相関行列を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

p値: 各相関係数に対応するp-値を表示するには，このオプションを有効にする．このオプショ
ンが有効になっていると，選択された有意水準で有意な相関が，相関行列内で太字で表示され
る．

決定係数(R2): 決定係数を表示するには，このオプションを有効にする．これらは，2乗の相関

係数に対応する．Pearson 相関係数を使用している場合，決定係数は，1つの変数の他の変数

による回帰の R² に等しくなる．

R2で変数をフィルタ: このオプションは，変数の表示をフィルタすることを可能にする．複数

のフィルタ・オプションが利用可能である:

R2 > (resp. R2 <): このオプションは，ユーザーが選んだ任意のしきい値よりも大きい
（または小さい）決定係数(R2) を持つ変数のみを表示することを可能にする．しきい値

は 0 から 1の間でなければならない．
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Mも高い(resp.lowest) Sum(R2)を持つp var: このオプションは，他の変数とのR2の合計

が最も高い（または最も低い）p個の変数（pはユーザーが指定）のみを表示することを
可能する．

R2で変数を並べ替え: 強く相関する変数を並べ替えてグルーピングした場合は，このオプショ
ンを有効にする．2つの並べ替え法は利用可能である :

BEA法: BEA (Bond Energy Algorithm) 法（最初にMcCormick (1972),が開発）は ，行で
類似した値を持つ列がお互いに近くなうように，正方行列の行と列での並べ替えを適用

する．

FPC法: FPC (First Principal Component) 法は，決定係数(R2)の行列でPCAを行います．
そして， PCAの第1主成分との相関で変数を昇順で並べ替えるように再構成する．

チャート タブ:

相関マップ: 相関行列の複数の可視化が提案されている．

**“青-赤”**オプションは，低い相関を冷色（-1に近い相関に青を使用)で，高い相関を暖色

（1に近い相関を赤色で表示)で表現することを可能にする．

**“黒と白”**オプションは，正の相関を黒で，負の相関を白で（1の直交は灰色）で表示す
るすか，または有意な相関を黒で，0から有意に異ならない相関を白で表示することがで
きる．

**“パターン”**オプションは，正の相関を右上がりの線で，負の相関を右下がりの線で表

現することができる．相関の絶対値が高いほど，線の間の空間が広くなる．

散布図: すべての変数の2つずつの組み合わせについて，散布図を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

プロットの行列: 行と列にさまざまな変数を持つtwo-entry 表の形式であるべての可能な
変数の対の組み合わせを表示するには，このオプションをチェックする．

Q-Qプロット: X とYの変数が同一であれば，XLSTAT が Q-Q プロットを表示するように
するには，このオプションを有効にする．

信頼楕円: 信頼楕円を表示するには，このオプションを有効にする．変数が横軸と縦軸で
表現されるので，信頼楕円は，同じ平均と同じ共分散行列を持つ2変量正規分布について
の信頼区間に一している．

画像 タブ:

画像: 結果のシートに相関行列や決定係数の行列を表示するように選んだ場合，行列を画像と
して表示するように，このオプションを有効にできる．並べ替えやフィルタリング法が適用さ
れた場合，画像はそれらを考慮に入れる．相関行列が多数の変数を含むとき，どの変数が同じ
構造を持つかを素早く見るには，このオプションがとても役立つであろう．生成される画像で
は以下のオプションが利用可能である:

変数ラベル: このオプションは，画像の上部に変数ラベルを表示することを可能にする．
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グリッド:このオプションは，画像で別々の変数を視認しやすくするために，各セルの間

にグリッドを表示することを可能にする．

レジェンド: このオプションは，どの変数が画像でどの色に対応するかを示すレジェンド
を表示することを可能にする．

結果  

相関行列とp値の表が表示される．相関マップは，行列中の潜在的な構造を識別して，興味あ
る相関を素早く識別することを可能にする．

事例  

Spearman相関係数と対応する有意度検定の計算の仕方に関するチュートリアルが，Addinsoft
のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのSpearman相関係数チュートリアル?language=ja
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RV係数  
同じオブザベーションから記録された量的変数の2つの行列，または同じオブザベーションの
集合についての多変量解析から得られた2つのコンフィギュレーションの間の類似度を計算す
るために，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，同じオブザベーションから記録された2つの量的変数の行列の間のRV 係数を計

算することができる．RV係数は，次式で定義される (Robert and Escoufier, 1976; Schlich,
1996)：

ここで

は，行列 と の間の一般化共分散係数で，

は行列 の一般化分散で， は行列 の (l,m) 要素である．

 係数は，Pearson （ピアソン）相関係数の2乗の一般化である．  係数は 0 と 1の間の
値を取る．  が 1 に近いほど， 2つの行列 と がより類似している．

XLSTATは次の選択を提供する:

両行列のすべての変数を含めて，2つの行列の間の 係数を計算する；

両行列の最初の 個の変数を選んで得られる2つの行列の間の 係数を計算する．

RV (W  ,W  ) =i j  
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XLSTATは 得られた 係数が有意に0 から異なるか否かを検定することができる．

p値を計算する2つの方法がXLSTATによって提案されている． ユーザーは，Pearson タイプ III
近似 (Kazi-Aoual et al., 1995)によるRV統計量の厳密分布の近似を用いたp値と，モンテカルロ
再標本化を用いて計算されるp値のいずれかを選択できる．

注意: XLSTAT_RVcoefficient スプレッドシート関数は，量的変数の2つの行列間のRV 係数を計

算するのに使用できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

行列 A: P個の量的変数で記述されるN 個のオブザベーションに対応するデータを選択する．列

ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

**行列 **B: Q個の量的変数で記述されるN 個のオブザベーションに対応するデータを選択す
る．行列 Aで列ヘッダが選択された場合，行列 Bで列ヘッダが選択されなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含むなら，
このオプションを有効にする．

RV
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行ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そして，
対応するデータを選択する． If the ”列ラベル” オプションが有効になっている場合は，選択に
ヘッダを含める必要がある．

オプション タブ:

選択される変数:

すべて:行列 A と行列 B のすべての変数を用いて，量変数の間のRV係数を計算するには，この
オプションを選ぶ．

ユーザー定義: 同じ変数の数を持つ行列 A と行列 B の副行列の間のRV 係数を計算するには，
このオプションを選ぶ．そして，選択する変数の数を入れる．たとえば，最初の2つの変数

（または多次元解析の結果を比較する場合，最初の2次元）でRV係数を計算するには，**下限**
と**上限**に両方とも2を入れる．変数の数の系列で RV 係数を計算するには，**下限**にa，**
上限**にb（ただしa<b）を入れる．たとえば，最初の2，3 および 4 個の変数でRV係数を計算

するには，**下限**に2，**上限**に4 を入れる．

p値の計算:

外挿法: RV 係数に関するp 値を計算するのに， Pearson タイプ III 近似でRV 統計量の厳密分布

の近似を使用するには，このオプションを選ぶ．

並べ替え: モンテカルロ並べ替えに基づくp値を計算するには，このオプションを選んで，実行

するランダム並べ替えの数または計算に費やす最大時間を選択する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を続行しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を含むオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

RV 係数: RV 係数，標準化RV係数，RV係数分布の平均および分散を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

調整済み RV 係数: 調整済みRV係数を表示するには，このオプションを有効にする．

p値: RV 係数に関するp 値を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:
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RV 係数のチャート: RV 係数の棒グラフ（オプションp値が選択された場合，関連する**p値**
の有意度に対応する色つき)を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

RV係数: RV 係数の分布の平均および分散，修正済みRV 係数， p値（ユーザーがリクエストし
た場合）を含む表．

棒グラフ: RV 係数（リクエストされた場合， p値に関する有意度を示すカラー・コードつき)を
示す棒グラフ．

事例  

RV係数の計算方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある．このデータをダウンロー
ドするには，次のリンクをクリックする：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのRV係数検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Kazi-Aoual F., Hitier S., Sabatier R. and Lebreton J.-D. (1995). Refined approximations to
permutations tests for multivariate inference. Computational Statistics and Data Analysis, 20,
643–656.

Robert P. and Escoufier Y. (1976). A unifying tool for linear multivariate statistical methods: the
RV-coefficient. Applied Statistics, 25, 257–265.

Schlich P. (1996). Defining and validating assossor compromises about product distances and
attribute correlations. In T, Næs, & E. Risvik (Eds.), Multivariate analysis of data in sensory
sciences. New York: Elsevier.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AERV%E4%BF%82%E6%95%B0%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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分割表での検定 (カイ2乗, ...)  
分割表の行と列の間の連関を調査し，行と列の間の独立性を検定するには，このツールを使用

する．

注意: 2つの質的変数から分割表（クロス表）を構築するには，XLSTATの"分割表の構築" 機能

を使用できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

参考文献

解説  

分割表の 行と 列の間の関係性を評価するために，たくさんの関連測度や複数の検定が提案

されてきた．

いくつかの関連測度が， 表に限定して開発された．その他は，順序変数でのみ使用でき
る．

XLSTAT は，常にすべての測度を表示する．ただし，順序変数に関する測度は，変数が順序変

数で分割表の中で昇順で並んでいる場合のみ，解釈されるべきである．

分割表の行と列の間の独立性の検定

**Pearsonカイ2乗**統計量は，観察度数の表が，どの集計で同じ周辺度数を用いて計算さ
れた期待度数の表から遠い（カイ2乗の意味で）かを測定することにより，表の行と列の
間の独立性を検定できる．この統計量は，次式で書ける：

それは，この統計量が自由度 を持つカイ2乗分布に従うことを示す．ただし，
この結果は漸近的で，検定を用いる前に，次のことを確認することが推奨される：

が20以上であること;

周辺度数 (  または ) が 5より小さくないこと;

少なくとも期待度数( ) の80%が5より高いこと．

かつ の場合，連続性修正 がYates (1934)によって提案されている．修正さ
れた統計量は，次式が書かれる：

R C

2 × 2

χ  =P
2

   ,  with f  =
i=1

∑
R

j=1

∑
C

f  ij

n  − f  ( ij ij )2

ij  , n =
n

n  n  i. .j
  n  , n  =

i=1

∑
R

j=1

∑
C

ij i.  n  , n  =
j=1

∑
C

ij .j

i=

∑
R

(R − 1)(C − 1)

n

n  i. n  .j

f  ij

R = 2 C = 2
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Pearson カイ2乗検定の代替として，尤度比とWilks の 統計量に基づく検定が開発され
ている．それは，観察度数の表の尤度をPearson カイ2乗検定と同様に定義された期待度

数の表の尤度と比較することからなる． G² は次式で定義される：

Pearson 統計量と同様， は自由度  を持つカイ2乗分布に漸近的に従う．

**Fisherの正確確率検定**直接確率検定ともいう）は，行と列の間の独立性の帰無仮説の
下で，周辺度数が固定されて，観察されるであろう行と列の間の関連をより強く示して
いる表の確率を計算することができる． 度数表の場合，独立性は，

 を仮定したオッズ比（詳細は下記参照）によって測定される． 独立

は の場合である．3つの対立仮説がある：両側検定が ，下側検定が ．

上側検定が ．

XLSTATは， かつ の場合Fisherの正確両側検定を計算できる．計算手法は，.
Mehta (1986) および Clarkson (1993)が開発したネットワーク・アルゴリズムに基づく．これ
はいくつかのケースで失敗することがある．その場合は，ユーザーに知らされる．

モンテ･カルロ検定: 行と列の間の独立を検定するために，シミュレーションに基づくノ
ンパラメトリック検定が開発されている．観察度数の表と同じ周辺度数を持つ分割表を
生成するために，ユーザー定義による複数回のモンテ・カルロ・シミュレーションが実

行される．シミュレートされた表のそれぞれでカイ2乗統計量が計算される．そして，シ
ミュレーションから得られた分布を検討して p値が決定される．

関連測度 (1)

分割表の行と列の間の関連係数の第1のシリーズが提案されている：

**Pearsonのファイ係数**は， 表の行と列の間の関連を測定することを可能にす
る． 表の場合，その値は-1 から 1 の範囲であり，次式で書かれる：

 かつ/または のとき，それは0 から かつ の平方根の最小値の間の範

囲である．その場合，Pearsonのファイは次式で書かれる：

χ  =Y
2

   

i=1

∑
2

j=1

∑
2

f  ij

∣n  − f  ∣ − 0.5( ij ij )2

G2

G =2 2   n  log(n  /f  )
i=1

∑
R

j=1

∑
C

ij ij ij

G2 (R − 1)(C − 1)

2 × 2 θ =
(n  n  )/(n  n  )11 22 12 21

θ = 1 θ  = 1 θ < 1
θ > 1
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R × C

2 × 2

ϕ  =P  

n  n  n  n  1. 2. .1 .2

n  n  − n  n  11 22 12 21

R > 2 C > 2 R − 1 C − 1
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一致係数: この係数もPearsonのカイ2乗統計量から導かれ，次式で書かれる：

CramerのV: この係数もPearsonのカイ2乗統計量から導かれる． 表の場合， [-1; 1]
の範囲を持つ．次式で書かれる：

かつ/または 2のとき，それは, 0から1の範囲であり，その値は次式で与えられる：

が0に近いほど，行と列はより独立である．

TschuprowのT: この係数もPearson カイ2乗統計量から導かれる．その値は0 から 1 の
範囲で，次式で与えられる：

が0に近いほど，行と列はより独立である．

Goodman および Kruskal タウ (R/C) および (C/R): この係数は，Pearson 係数とは異な
り，非対称である．これは，行と列の従属性の度合い(R/C)またはその逆(C/R)を測定する
ことができる．

Cohenのカッパ: この係数は，RxR表で計算される．これは対応のある質的標本の場合に
便利である．たとえば，同じ個体に対して，2つの異なる時点で，同じ質問をするという
ようなときである．その結果は，分割表で要約される．Cohenのカッパは，0から1の範

囲の値で，回答が同一である集計を測定することができる．カッパが1に近いほど，2つ
の変数の間の関係性が高い．

YuleのQ: この係数は，2x2表にのみ使用される．これは，一致データ  の積と一

致データ の積を用いて計算される．範囲は-1 から 1である．負値は，2つの変数

の間の不一致であり， 0 に近い値は独立であり，1 に近い値は一致である．YuleのQは，
表で計算されるときのGoodman および Kruskal ガンマに等しい．

YuleのY: この係数は，2 \times 2$ 表でのみ使用される．これはYuleのQ に似ていて，-1
から 1の範囲である．

関連測度 (2)

ϕ  =p χ  /nP
2

C =  χ  /(χ  + n)P
2

P
2

2 × 2

V = ϕ  p

R > 2 C >

V =   

min(R − 1,C − 1)
χ  /n

P
2

V

T =   

(R − 1,C − 1)
χ  /n

P
2

T

(n  n  )11 22

(n  n  )12 21

2 × 2
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分割表の行と列の間の関連係数が第2のシリーズが提案されている．推定された値の信頼範囲

が利用可能である．信頼範囲は，漸近的な結果を用いて計算されるので，それらの信頼性はデ
ータ数によって増大する．

Goodman および Kruskalのガンマ: この係数は，2つの順序変数の間の信頼度を-1 から
1 のスケールで測定することができる．

Kendallのタウ: この係数は，タウ-bとも呼ばれ，2つの順序変数の間の信頼度を-1 から 1
のスケールで測定することができる．Gamma 係数とは異なり，Kendallのタウは，同値

を考慮に入れることができる．

Stuartのタウ: この係数は，タウ-cとも呼ばれ, 2つの順序変数の間の信頼度を-1 から 1 の
スケールで測定することができる． Kendallのタウと同様，タウ-c は同値を考慮に入れる
ことができる．さらに，表のサイズを調整することができる．

Somersの D (R/C) および (C/R): この係数は，Kendallのタウに対して非対称の代替であ
る． (R/C) の場合，行が列に従属すると仮定され，(C/R) の場合はその逆となる；同値の
修正は，“説明” 変数に対してのみ適用される．

Theilの U (R/C) および (C/R): Theil (R/C) の不確実性の非対称係数U は，列変数で説明さ
れる行変数の不確実性の比率を測定でき，C/R の場合はその逆である．これらの係数の
範囲は，0 から1である．この係数の0 から 1の範囲の対称バージョンは，2つの非対称

(R/C) および (C/R) 係数を用いて計算される．

オッズ比とlog (オッズ比): オッズ比は， による  の場合を
仮定する． は 0 から無限の値をとる． は，行1にある場合の，行2にある場合と比較し
た，列1にある確率の増大として解釈できる． のときは優位性がない． のと
きは，行 1 の確率が行2よりも  倍高い．我々はオッズの対数を計算する．その分散を計

算するのがより簡単で，それは0を挟んで対称であり，信頼区間を得ることができるから
である．オッズ比自体の信頼度は，log(オッズ比)の信頼区間の指数をとって計算され
る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

θ = (n  n  )/(n  n  )11 22 12 21 2 × 2
θ θ

θ = 1 θ > 1
θ
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

分割表: 選択されたデータ形式が"分割表"の場合，分割表に対応するデータを選択する．行と列

のラベルが含まれる場合，“ラベルを含む” オプションがチェックされていることを確認する．

行変数: 選択されたデータ形式が "分割表"の場合，分割表の行を構成するために使用される変

数に対応するデータを選択する．

列変数: 選択されたデータ形式が "分割表"の場合，分割表の列を構成するために使用される変

数に対応するデータを選択する．

グループごとの分析: 各グループで別々にXLSTATが分析を実行するようにしたい場合は、この
オプションを有効にして、各オブザベーションがどのグループに属するかを記述するデータを
選択する。

データ形式: データ形式を選択する．

分割表: データが分割表に対応する場合は，このオプションを有効にする．

質的変数: データが分割表を作成するために使用される2つの質的変数として用意されて
いるなら，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 分割表の行と列のラベルが選択された場合は，このオプションを有効にする．

変数ラベル: データ選択（データおよびオブザベーション・ラベル）の最初の行にヘッダが含

まれる場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

カイ2乗検定: 行と列の独立のカイ2乗検定の統計量と解釈を表示するには，このオプションを
有効にする．

尤度比検定: Wilks 尤度比検定を実行するには，このオプションを有効にする．G2



相関/属性相関の検定  583 分割表での検定 (カイ2乗, ...)  

モンテ・カルロ法: モンテ・カルロ・シミュレーションを用いてp-値を計算するには，このオプ
ションを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

Fisherの正確検定: Fisherの正確検定を計算するには，このオプションを有効にする． 分

割表の場合，**対立仮説**を選ぶことができる．それ以外は，自動的に両側が使用される（よ
り詳細は解説 の節を参照）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を 0に置き換える: 欠損値が0に相当するとみなすには，このオプションを有効にする．

欠損値を期待値に置き換える: 欠損値地を期待値に置き換えるには，このオプションを有効に
する．期待値は次式で与えられる：

ここで 行の合計， は列の合計，そしてn は欠損値を置き換える前の表の総計．

出力 タブ:

組み合わせのリスト: 分割表を作成するために使用する2つの変数の可能なすべての組み合わせ
と対応する度数を表示するには，このオプションを有効にする．

分割表: 分割表を表示するには，このオプションを有効にする． セルごとのイナーシャ: 分割表

の各セルのイナーシャを表示するには，このオプションを有効にする．

セルごとのカイ2乗: 分割表の各セルのカイ2乗への寄与度を表示するには，このオプションを
有効にする．

セルごとの有意度: 各セルについて，実測値が理論値と等しい(=)か，またはより低い(<)か，よ
り高い(>)か，を示す表を表示し，さらに理論値と有意に異なるかどうかを決定するための検定

（完全な表と同じ合計度数と，目的のセルについて同じ周辺度数を持つ2x2分割表でのFisherの
正確検定）を実行するには，このオプションを有効にする．

関連係数: さまざまな関連係数を表示するには，このオプションを有効にする．

観察度数: 観察された度数の表を表示するには，このオプションを有効にする．この表は，周

辺度数も表示されていることを除いては，ほとんど分割表と同じである．

理論度数: 分割表の周辺度数 を用いて計算された理論値の表を表示するには，このオプション
を有効にする．

比率またはパーセンテージ / 行: 分割表の値を各行の周辺度数で割って計算された比率またはパ
ーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする．

2 × 2

E(n  ) =ij  

n

n  n  i. .j

n  i. n  .j
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比率またはパーセンテージ / 列: 分割表の値を各列の周辺度数で割って計算された比率またはパ
ーセンテージの表を表示するには，このオプションを有効にする． 比率またはパーセンテージ
/ 総計: 分割表の値を分割表のすべてのセルの合計で割って計算された比率またはパーセンテー
ジの表を表示するには，このオプションを有効にする．

グループ間の要約: すべての分割表の要約を表示するには、このオプションを有効にする．

チャート タブ:

分割表の3D表示: 分割表に対応する3D 棒グラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

分割表: 分割表チャートを表示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 行: 比率またはパーセンテージ / 行 タブに関係するチャートを表

示するには，このオプションを有効にする．

比率またはパーセンテージ / 列*: Activate this option to display the chart related to the 比率また
はパーセンテージ / 列** タブに関係するチャートを表示するには，このオプションを有効にす
る．

グループ間の要約: 要約表にグループのそれぞれに関連するチャートを表示するには，このオ
プションを有効にする．

チャート・オプション:

チャート・タイプ

グループ分け: モダリティごとにグループ分けした棒グラフを表示するには，この
オプションを選ぶ．

積み上げ棒グラフ: 積み上げ棒グラフを表示するには，このオプションを選ぶ．こ
れらのチャートは，副標本の度数を全標本のそれと比較するために使用される．

棒グラフ

度数: 各バーに対応する度数を表示するには，このオプションを選ぶ．

パーセンテージ: 各バーに対応する母集団の%を表示するには，このオプションを
選ぶ．

結果  

表示される結果は，統計量，検定，解説の節で説明されているさまざまな関連係数に対応す
る．

事例  

カイ2乗検定とFisherの正確検定に関するチュートリアルが Addinsoftのウェブサイトにある:
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https://help.xlstat.com/s/article/%E3%82%AB%E3%82%A42%E4%B9%97%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3
Fisher%E3%81%AE%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%
language=ja

参考文献  

Agresti A. (1990). Categorical data analysis. John Wiley & Sons, New York.

Agresti A. (1992). A survey of exact inference for contingency tables. Statistical Science, 7 (1),
131-177.

Everitt B. S. (1992). The Analysis of Contingency Tables, Second Edition. Chapman & Hall,
New York.

Mehta C.R. and Patel N.R. (1986). Algorithm 643. FEXACT: A Fortran subroutine for Fisher's
exact test on unordered r*c contingency tables. ACM Transactions on Mathematical Software,
12, 154-161.

Clarkson D.B., Fan Y. and Joe H. (1993). A remark on algorithm 643: FEXACT: An algorithm
for performing Fisher's exact test in r x c contingency tables. ACM Transactions on
Mathematical Software, 19, 484-488.

Fleiss J.L. (1981). Statistical Methods for Rates and Proportions, Second Edition. John Wiley &
Sons, New York.

Saporta G. (1990). Probabilités, Analyse des Données et Statistique. Technip, Paris. 199-216.

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research, Third edition. Freeman, New York.

Theil H. (1972). Statistical Decomposition Analysis. North-Holland Publishing Company,
Amsterdam.

Yates F. (1934). Contingency tables involving small numbers and the Chi- square test. Journal
of the Royal Statistical Society, Suppl.1, 217-235.

https://help.xlstat.com/s/article/%E3%82%AB%E3%82%A42%E4%B9%97%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A8-Fisher%E3%81%AE%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Cochran-Armitage傾向検定  
分割表から計算された比率の系列が，ある順序変数または連続変数とともに線形的に変化する
と考えられるかどうかを検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コクラン-アーミテージ（Cochran-Armitage）傾向検定は，比率の系列が順序変数または連続ス
コア変数とともに線形的に変化するかどうかを検定することができる．

Xがスコア変数ならば，線形性を検定するために計算される統計量は，次式で与えられる:

注意: が順序変数ならば，Xの最小値は， の値に影響しない．

両側検定の場合，帰無仮説  および対立仮説  は :

注意: は漸近的に標準正規変数として分布する．いくつかの統計プログラムでは，  を線形

性の検定に使用する． は，自由度1を持つ 分布に従う．

片側検定の場合，左側（または下側）検定と右側（または上側）検定を区別する必要がある．
左側検定では，次の仮説が用いられる:

 が採択された場合，スコア変数が増加するとき比率が減少すると結論づける．

右側検定では，次の仮説が用いられる：

z =   avec  s =
 p  (1 − p  )s+1 +1

2

 n  (X  − )∑
i=1
r

i1 i X 2
 n  (X  −

i=1

∑
r

i+ i )X 2

X z

(H  )0 (H  )a

H  :0 z = 0

H  :a z  = 0

z z2

z2 χ2

H  :0 z = 0

H  :a z < 0

H  a
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が採択された場合，スコア変数が増加するとき比率が増加すると結論づける．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合（列モード）は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみな
す．右向きの矢印の場合（行モード）はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみな
す．

一般 タブ:

分割表: 分割表を選択する．表の列ラベルが選択された場合，“列ラベル” オプションがチェッ
クされていることを確認する．

比率: 比率を含む列（または行モードの場合は行）を選ぶ．列ラベルが選択された場合，“列ラ
ベル” オプションがチェックされていることを確認する．

標本サイズ: 比率を選択すると，対応する標本サイズを選択しなければならない．列ラベルが
選択された場合，“列ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

行ラベル: 行のラベルを選択するには，このオプションを有効にする．

データ形式: * 分割表: データが分割表に格納されている場合は，このオプションを有効にす
る．

比率: データが，比率と標本サイズで利用可能であれば，このオプションを有効にする．

H  :0 z = 0

H  :a z > 0

H  a
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択内に列ヘッダが選択された場合は，このオプションを有効にする．

スコア: 順序スコア (1, 2, 3, ...) またはユーザー定義スコアのどちらかを選ぶことができる．

順序: 順序スコアを使用するには，このオプションを有効にする．

ユーザー定義: スコアを選択するには，このオプションを有効にする．列ラベルが選択さ
れた場合，“列ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（詳細な情報は解説を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

漸近p値: z 統計量の漸近分布に基づいてp値を計算するには，このオプションを有効にする．

モンテ・カルロ法: モンテ・カルロ・シミュレーションを用いて，p値を計算するには，このオ
プションを有効にする．シミュレーションの実行回数を入力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 記述等計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

比率: スコアを横軸に，比率を縦軸にして，散布図を表示するには，このオプションを有効に
する．

結果  
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結果は，入力データによる要約表，スコアの関数として比率を示すグラフを含む．次の結果

は，検定それ自体とその解釈である．

事例  

An example showing how to run a Cochran Armitage傾向検定を実行する方法を示す事例が
Addinsoftのウェブサイトにあります:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのコクラン -アーミテージ傾向検定チュートリアル?
language=ja

参考文献  

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York.

Armitage P. (1955). Tests for linear trends in proportions and frequencies. Biometrics ; 11, 375-
386.

Cochran W.G. (1954). Some methods for strengthening the common Chi-square tests,
Biometrics, 10, 417-451.

Snedecor G.W. and Cochran W.G. (1989). Statistical Methods, 8th Edition. Iowa State
University Press, Ames.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%82%BE%E5%90%91%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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マンテル検定  
2つの近接行列の間の線形相関を計算（simple Mantel test），または相関が既知の2つの行列の
間の線形相関を第3の行列を用いて計算（partial Mantel test）するには，この検定を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Mantel (1967) は，サイズn で対称な2つの近接行列（類似度または比類似度）A と Bの間の相

関を測定する最初の統計量を提案した：

標準化マンテル統計量は，2つの行列の間のPearson 相関係数であり，-1 から1の間の値をとる
ので使いやすい：

注意:

類似度または比類似度が順序であると考えられる場合，Spearman または Kendall 相関係数を
使用できる．

行列が対称でない場合，計算は可能である．

2つの近接係数の集合の間の相関係数を計算することには問題がないが，相関を検定するのに
使用される通常のアプローチで，それらの有意度を検定することはできない：後者の検定を用

いるには，データの独立性を仮定する必要があり，それはこのケースではあてはまらない． 相
関係数が行列間の有意な相関を示しているとみなせるかどうかを決定するために，並べ替え検

定が提案されている．

両側検定の場合，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha)は：

H0 : 

z(AB) =   a  b  

i=1

∑
n−1

j=i+1

∑
n

ij ij

r(AB) =      

n(n − 1)/2 − 1
1

i=1

∑
n−1

j=i+1

∑
n

(
s  a

a  −ij ā
) (

s  b

b  −ij b̄
)

r(AB) = 0
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Ha : 

片側検定の場合，左側（または下側）検定と右側（または上側）検定を区別する必要がある．
左側検定では，次の仮説が用いられる：

H0 : 

Ha : 

右側検定では，次の仮説が用いられる：

H0 : 

Ha : 

マンテル検定は，行列の1つの行と列を並べ替えて得られるであろう相関係数の計算で成り立

っている．p値は，並べ替えS から得られる係数 (AB)の分布を用いて計算される．行列の行と
列の数n が，10より小さい場合，すべての可能な並べ替えが簡単に計算できる． n が10より大

きい場合は， (AB) の分布を推定するために，並べ替えSの集合をランダムに生成する必要が
ある．

3つ以上の行列についてのマンテル検定が提案されている (Smouse et al., 1986): 近接行列A，

B，Cがあるとすると，行列Cを踏まえた行列A と Bについての偏マンテル統計量 r(AB.C) は，
偏相関係数として計算される．係数が0から有意に異なるかどうかを決定するために，Smouse
ら (1986)で説明されているように，p値はrandom permutations を用いて計算される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

r(AB)  = 0

r(AB) = 0

r(AB) < 0

r(AB) = 0

r(AB) > 0

r

r
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一般 タブ:

行列 A: 最初の近接行列を選択する．行と列のラベルが含まれる場合は，“ラベルを含む” オプ
ションがチェックされていることを確認する．

行列 B: 2番目の近接行列を選択する．行と列のラベルが含まれる場合は，“ラベルを含む” オプ
ションがチェックされていることを確認する．

行列 C: 偏マンテル検定を計算したい場合は，このオプションを有効にする．そして3番目の近

接行列を選択する．行と列のラベルが含まれる場合は，“ラベルを含む” オプションがチェック
されていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 行と列のラベルが選択に含まれる場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に用いる対立仮説を選ぶ（解説参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

正確な p値: マンテル統計量の正確な分布を得ることが可能な場合，XLSTATにすべての可能な
並べ替えを計算させるには，このオプションを有効にする．

並べ替えの数: すべての可能な並べ替えを生成することが可能でない場合，実行する並べ替え
の数を入力する．

相関の種類: 標準化マンテル統計量を計算するために使用する相関の種類を選択する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

チャ-ﾄ タブ:

散布図: X 軸上に行列A の値，Y軸上に行列B の値を用いた散布図を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

ヒストグラム: 並べ替えに基づくr(AB) の分布から計算されたヒストグラムを表示するには，こ
のオプションを有効にする．
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結果  

表示される結果は，標準化マンテル統計量，選択された対立仮説に関するp-値に対応する． こ
の検定の基本レベルの解釈が提供される．対応するオプションがチェックされた場合は，r(AB)
分布のヒストグラムが表示される． r(AB) の観察値が，ヒストグラム上に表示される．

事例  

マンテル検定の使用法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMantel検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam.

Mantel N. (1967). A technique of disease clustering and a generalized regression approach.
Cancer Research, 27, 209-220.

Smouse P.E., Long J.C. and Sokal R.R. (1986). Multiple regression and correlation extension
of the Mantel test of matrix correspondence. Systematic Zoology, 35, 627-632.

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research. Third Edition. Freeman, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMantel%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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パラメトリック検定  
One-sample t and z tests  
Use this tool to compare the mean of a normally-distributed sample with a given value.

In this section:

Description

Dialog box

Results

Example

References

Description  

Let the average of a sample be represented by . To compare this mean with a reference value
, two parametric tests are possible:

Student's t test if the true variance of the population from which the sample has been
extracted is not known; the variance of sample  is used as variance estimator.

The z test if the true variance  of the population is known.

These two tests are said to be parametric as their use requires the assumption that the samples
are distributed normally. Moreover, it also assumed that the observations are independent and
identically distributed. The normality of the distribution can be tested beforehand using the
normality tests.

Three types of test are possible depending on the alternative hypothesis chosen:

For the two-tailed test, the null H0 and alternative Ha hypotheses are as follows:

H0: 

Ha: 

In the left one-tailed test, the following hypotheses are used:

H0: 

 μ̂
μ  0

s2

σ2

 =μ̂ μ  0

  =μ̂  μ  0

 =μ̂ μ  0
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Ha: 

In the right one-tailed test, the following hypotheses are used:

H0: 

Ha: 

Dialog box  

The dialog box is divided into several tabs that correspond to a variety of options ranging from
the selection of data to the display of results. You will find below the description of the various
elements of the dialog box.

: Click this button to start the computations.

: Click this button to close the dialog box without doing any computation.

: Click this button to display the help.

: Click this button to reload the default options.

: Click this button to delete the data selections.

 : Click these buttons to change the way XLSTAT handles the data. If the arrow points
down, XLSTAT considers that rows correspond to observations and columns to variables. If the
arrow points to the right, XLSTAT considers that rows correspond to variables and columns to
observations.

General tab:

Data: Select the data in the Excel worksheet.

Data format: choose the data format.

One column/row per sample: Activate this option for XLSTAT to consider that each
column (column mode) or row (row mode) corresponds to a sample. You can then test the
hypothesis on several samples at the same time.

One sample: Activate this for XLSTAT to consider that all the selected values, whatever
the number of rows or columns belong to the same sample.

 <μ̂ μ  0

 =μ̂ μ  0

 >μ̂ μ  0
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Range: Activate this option if you want to display the results starting from a cell in an existing
worksheet. Then select the corresponding cell.

Sheet: Activate this option to display the results in a new worksheet of the active workbook.

Workbook: Activate this option to display the results in a new workbook.

Column/row labels: Activate this option if the first row (column mode) or first column (rows
mode) of the selected data contain labels.

z Test: Activate this option to carry out a z test.

Student's t Test: Activate this option to carry out Student's t test.

Options tab:

Alternative hypothesis: Choose the alternative hypothesis to be used for the test (see
description.

Theoretical mean: Enter the value of the theoretical mean with which the mean of the sample
is to be compared.

Significance level (%): Enter the significance level for the tests (default value: 5%).

Where a z test has been requested, the population variance value must be entered.

Variance for the z test:

Estimated using samples: Activate this option for XLSTAT to estimate the variance of
the population from the sample data. This should, in principle, lead to a t test, but this
option is offered for teaching purposes only.

User defined: enter the value of the known variance of the population.

Missing data tab:

Do not accept missing data: Activate this option so that XLSTAT does not continue
calculations if missing values have been detected.

Remove the observations: Activate this option to remove observations with missing data.

Outputs tab:
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Descriptive statistics: Activate this option to display descriptive statistics for the selected
samples.

Results  

The results displayed by XLSTAT relate to the various statistics of the tests selected and the
interpretation arising from these.

Example  



パラメトリック検定  598 References  

References  
Sincich T. (1996). Business Statistics by Example, 5th Edition. Prentice- Hall, Upper Saddle
River.

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research. Third Edition. Freeman, New York.
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2標本の t 検定および z 検定  
正規分布している2つの独立または対応のある標本の平均を比較するには，このツールを使用

する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

パラメトリック t 検定および z 検定は，2つの標本の平均を比較するために使用される．計算方

法は，標本の性質によって異なる．区別は，独立した標本（たとえば，スーパーマーケット・
チェーンの2つの地域の間での店舗の年間売り上げの比較）か，または対応のある標本（たと
えば，同じ地域内での2年間の年間売り上げの比較）かでなされる．

t 検定と z 検定は，標本が正規分布しているという仮定がなされるので，パラメトリックとし
て知られている．この仮説は， 正規性の検定を用いて検定できる．

2つの独立した標本の平均の比較

平均 と 分散 の 個のオブザベーションからなる標本 をとる．平均 s_2^2
n_2 S_1 S_2 D

D$は 0 となる）．

1つの標本での z 検定およびt 検定と同様；

T * Studentの t 検定は，標本が抽出された母集団の真の分散がわかっていないときに用いる；

z 検定は，母集団の分散 がわかっているときに用いる．

Studentの t 検定

Studentの t 検定の使用は，標本の分散が等しいとみなせるか否かの決定を事前に必要とする．
XLSTATは，分散の等質性の仮説を検定するため，および後の計算で検定の結果を使用するた
めに，Fisherの F 検定を使用するオプションを与えている．

2つの標本が同じ分散を持つと考える場合，共通の分散が次式で推定される：

 μ  1̂ s  1
2 n  1 S  1  と分散μ  2̂ の

個のオブザベーションからなる とは独立な2番目の標本 をとる．
を平均間の仮定される差とする（等質性が仮定される場合，

σ2

s =2 [(n  −1 1)s  +1
2 (n  −2 1)s  ]/(n  +2

2
1 n  −2 2)
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したがって，検定統計量は，次式で与えられる：

t 統計量は，自由度 を持つStudent 分布に従う．

分散が異なると考えられる場合，統計量は次式で与えられる：

自由度の数での変化が，Satterthwaiteによって提案されている：

注意: の場合，単純に を用いる．

Cochran および  Cox (1950) は，p値を決定するための近似法を提案している．これは，
XLSTATでのオプションとして与えられている．

z検定

z検定では，母集団の分散 がわかっていることを仮定する．ユーザーは，その値，またはデ
ータからの推定量（これは教育目的でのみ提供されている）を入力できる．検定統計量は，次

式で与えられる：

z 統計量は，正規分布に従う．

対応のある2つの標本の平均の比較s

2つの標本に対応がある場合，それらは同じサイズでなければならない．あるオブザベーショ
ンで値が欠損している場合，そのオブザベーションが両方の標本から除去されるか，欠損値が
推定される．

n 個のオブザベーションでの計算された差の平均を調査する．d が差の平均，s²が差の分散，D
が想定される差であるとすると， t 検定の統計量は次式で与えられる：

t統計量は，自由度n-1 を持つStudent 分布に従う．

t =  

s  1/n  + 1/n  1 2

(  −  − D)μ  1̂ μ  2̂

n  +1 n  −2 2

t =  

 s  /n  + s  /n  1
2

1 2
2

2

(  −  − D)μ  1̂ μ  2̂

df =  

 +  

n  −11

(s  /n  )1
2

1
2

n  −12

(s  /n  )2
2

2
2

(s  /n  + s  /n  )1
2

1 2
2

2
2

n  =1 n  2 df = 2(n  −1 1)

s2

z =  

σ  1/n  + 1/n  1 2

(  −  − D)μ  1̂ μ  2̂

t =  

s/  n

(d − D)
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z検定では，以下のとおりで，ここで は分散である．

z 統計量は，正規分布に従う．

対立仮説

選ばれる対立仮説によって3種類の検定が可能である：

両側検定では，帰無仮説 H0 と対立仮説 Ha は次のとおりである：

H0 : 

Ha : 

左側検定の場合，以下の仮説を使用する：

H0 : 

Ha : 

右側検定の場合，以下の仮説を使用する：

H0 : 

Ha : 

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

σ2

z =  

σ/  n

(d − D)

 −μ  1̂  =μ  2̂ D

 −μ  1̂   =μ  2̂  D

 −μ  1̂  =μ  2̂ D

 −μ  1̂  <μ  2̂ D

 −μ  1̂  =μ  2̂ D

 −μ  1̂  >μ  2̂ D
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ / 標本 1: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，Excel ワークシートで
さまざまな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が "標本ごとに1列" または "対応

のある標本"であれば，1番目の標本に対応するデータの列を選択する．

標本識別子 / 標本 2: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，選択されたデータ
の値が対応する（2つのうちのいずれかの）標本を識別するデータを選択する．選択されたデ
ータの形式が "標本ごとに1列" または "対応のある標本"であれば，2番目の標本に対応するデー
タの列を選択する．

データ形式: データ形式を選ぶ．

標本ごとに1列/行: 標本ごとに１列（または行モードの場合は行）を選択するには，この
オプションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 各列/行が同数の列/行を含み，各オブザベーションを標本に割り当て
る標本識別子も選択されていると仮定して，XLSTAT に列/行の数だけ検定を実行させる
には，このオプションを有効にする．

対応のある標本: 対応のある標本で検定を実行するには，このオプションを有効にする．
そして，つねに標本が同じサイズであることを確認しながら，標本ごとに列（または行

モードの場合は行）を選択する．

重み: このオプションは，データ形式が“変数ごとに１列/行” であるか，データに対応がある場

合にのみ利用でき，オブザベーションが重みづけされている場合にチェックする．このオプシ
ョンをチェックしない場合，重みは1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"列/行ラベル" オプションが有効であることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

z-検定: z 検定を実行するには，このオプションを有効にする．

Studentの t 検定: Studentの t 検定を実行するには，このオプションを有効にする．

オプション タブ:
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対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説を参照）．

仮説された差 (D): 標本間の仮定された差の値を入力する．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

p値を計算するには，2つの手法が利用可能である．**漸近法**または**モンテ・カルロ法**から
選ぶ．モンテ・カルロ法では，p値を計算するのに費やせる最大時間を設定できる．

z 検定がリクエストされた場合，母集団の分散のわかっている値，または，対応のある標本の
検定の場合，差の分散が入力されなければならない．

z 検定の分散：

標本を用いた推定: XLSTATに標本データから母集団の分散を推定させるには，このオプション
を有効にする．これは，原則的にt 検定になるべきであるが，このオプションは教育目的での
み提供される．

ユーザー定義: 母集団の分散のわかている値を入力する．

t-検定の標本分散:

等質性の仮定: 標本の分散が等しいと考えられる場合は，このオプションを有効にする．

Cochran-Cox: 分散が等しいと仮定されるCochran およびd Cox 法を用いて，p-値を計算する
には，このオプションを有効にする．

F 検定を使用: 両標本の分散が等しいとみなせるか否かを決定するために，Fisherの F 検定を使

用するには，このオプションを有効にする．

複数の標本: If the option 変数ごとに1列/行*が選択されていて，*標本識別子 フィールドに複数

列が入力さたなら，2つの選択が提供される:

標本を融合: 標本識別子 フィールドで入力された列を融合するには，このオプションを
有効にする．検定は新しいベクトルに対して実行される．

独立して扱う: 標本識別子 フィールドで入力された列のそれぞれで分析を独立で複製す
るには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を無視する: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．このオプション
は，*標本ごとに1列*の形式が選択された場合のみ利用可能である．

オブザベーションを除去:

対応する標本について: 欠損値に対応する標本についてのみ，欠損値を持つオブザベーシ
ョンを除去するには，このオプションを有効にする．
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すべての標本について: すべての標本について，欠損値を持つオブザベーションを除去す
るには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 平均の間の差に関する信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

詳細な結果: 複数の変数で検定が実行される場合，各検定の詳細な結果が表示されるように，
このオプションを有効にする．

比較の要約: 複数の変数で検定が実行される場合，すべての比較の要約表が表示されるよう
に，このオプションを有効にする．

複数の標本識別子を持ち，それらのすべてがバイナリ（2グループのみ）なら，要約には関連

すうるp値のチャートも含まれる．

チャート タブ:

優勢図: 標本を視覚的に比較するために優勢図(dominance diagram)を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

分布:決定変数の分布を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

優勢図は，標本の視覚的な比較を可能にする．1番目の標本は，x-軸上に2番目の標本は y-軸上

に表される．この図を作成するために，標本のデータが最初にソートされる．2番目の標本の
オブザベーションが1番目のオブザベーションよりも大きい場合，"+" が表示される． 2番目の
標本のオブザベーションが1番目のオブザベーションよりも小さい場合， "-" が表示される．同

値の場合は， "o" が表示される．

事例  

2標本の Studentの t検定を実行する方法を示す事例が下記にある：

https://help.xlstat.com/s/article/独立2標本でのStudentのt検定チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/%E7%8B%AC%E7%AB%8B2%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AEStudent%E3%81%AEt%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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参考文献  
Cochran W.G. and Cox G.M. (1950). Experimental Designs. John Wiley & Sons, New York.

Satterthwaite F.W. (1946). An approximate distribution of estimates of variance components.
Biometrics Bulletin, 2, 110 -114.

Sincich T. (1996). Business Statistics by Example, 5th Edition. Prentice- Hall, Upper Saddle
River.

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research. Third Edition. Freeman, New York.

Tomassone R., Dervin C. and Masson J.P. (1993). Biométrie. Modélisation de Phénomènes
Biologiques. Masson, Paris.
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k 標本の平均の比較  
k個の標本の平均を比較したいなら，多数の事後比較検定を実行できるANOVA ツールを使用し
なければならない．
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1標本の分散検定  
正規分布の標本の分散を任意の値と比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

n個の独立の正規分布するオブザベーションを考える．次式は標本の分散s² が の自由度を
持つカイ2乗分布に従うことを示す．

ここで は，理論的標本分散である．これは，分散に関する信頼区間を計算することを可能に
する．

この分散を参照値 と比較するために，パラメトリック検定が提案されている．それは次の統

計量に基づく：

これは， 自由度を持つカイ2乗分布に従う．

この検定は，標本が正規に分布するという仮定を必要とするので，パラメトリックであるとい
う．さらに，これは，オブザベーションが独立であり，同一に分布することを仮定する． 分布

の正規性は，予め正規性検定を用いて検定できる．

選ばれる対立仮説によって，3種類の検定が可能である：

両側検定では，帰無仮説 H0 と対立仮説 Ha は下記のとおりとなる：

H0 : 

Ha : 

左側検定では，次の仮説が使用される：

n − 1

s ∼2
 χ  

n − 1
σ2

n−1
2

σ2

σ  0
2

χ  =0
2 (n − 1)  

σ  0
2

s2

n − 1

s =2 σ  0
2

s  =2  σ  0
2
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H0 : 

Ha : 

右側検定では，次の仮説が使用される：

H0 : 

Ha : 

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: Excel ワークシートのデータを選択してくあさい．

データ形式: データ形式を選ぶ．

標本ごとに1列/行: 各列（列モード）または各行（行モード）が標本に対応すると
XLSTATがみなすようにするには，このオプションを有効にする． そして，複数の標本

で同時に仮説を検定することができる．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

s =2 σ  0
2

s <2 σ  0
2

s =2 σ  0
2

s >2 σ  0
2
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を格納するなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説（解説を参照）を選ぶ．

理論分散: 標本の平均が比較されるべき理論平均の値を入れる．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる（デフォルト値： 5%）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を続行しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を含むオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

詳細な結果: 複数の変数で検定が実行される場合，各検定の結果が表示されるように，このオ
プションを有効にする．

比較の要約: 複数の変数で検定が実行される場合，すべての比較の要約表が表示されるよう
に，このオプションを有効にする．

Charts tab:

Distributions: Activate this option to display the distribution of the decision variable.

結果  

XLSTATが表示する結果は，分散の信頼区間および観察された分散と理論分散を比較する検定

に関してである．

事例  

1標本分散検定の実行方法を示す事例が，次のリンク先にある：

http://www.xlstat.com/demo-variance.htm

http://www.xlstat.com/demo-variance.htm
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参考文献  
Cochran W. G. (1934). The distribution of quadratic forms in a normal system, with applications
to the analysis of covariance. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical
Society, 30(2), 178-191.

Montgomery D. C. and Runger G. C. (2002). Applied Statistics and Probability for Engineers
(3rd edition). John Wiley & Sons, Inc.
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2標本の分散比較  
2標本の分散を比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

2標本の分散の比較のために3つのパラメトリック検定が提供されている．分散 を持つn1個の
オブザベーションからなる標本 をとる． 分散 を持つ 個のオブザベーションからなる2番
目の標本 をとる．XLSTATは，2つの標本の分散を比較するための3つの検定を提供する．

FisherのF検定

を分散の仮定された比率とする（等質性が仮定される場合，  は1）．

検定統計量 は次式で与えられる:

両標本が正規分布に従うなら，この統計量は，自由度( )および ( )を持つFisher 分
布に従う．

選ばれた対立仮説に応じて3種類の検定が可能である：

両側検定では，帰無仮説 H0 と対立仮説Ha は，以下のようになる：

H0: 

Ha: 

左側検定では，以下の仮説が使用される：

H0: 

Ha: 

s  1
2

S  1 s  2
2 n  2

S  2

R R

F

F =  

Rs  2
2

s  1
2

n  −1 1 n  −2 1

s  =1
2 s  R2

2

s   =1
2  s  R2

2

s  =1
2 s  R2

2

s  <1
2 s  R2

2
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右側検定では，以下の仮説が使用される：

H0: 

Ha: 

Leveneの検定

Leveneの検定は，2つ以上の分散を比較するのに使用できる．これは，2つの分散が比較されて
いる場合では，次式で与えられる帰無仮説と対立仮説についての両側検定である：

H0: 

Ha: 

この検定から得られる統計量は，Fisher 検定のそれより複雑で，平均（オリジナル論文は
Levene, 1960）または中央値（Brown および Forsythe, 1974）での絶対偏差を含む．平均的に
厚い尾を持つ対称分布では，平均の使用が推奨される．非対称では中央値の使用が推奨され
る．

Levene 統計量は，自由度1 および を持つ FisherのF 分布に従う．

Bartlettの分散の均一性検定

Bartlettの検定は，2つ以上の分散を比較するのに使用できる．この検定は，データの正規性に
敏感である．言い換えると，データの正規性の仮説が脆弱と思われる場合， Leveneまたは
Fisherの検定を使用する方がよい．一方，Bartlettの検定は，標本が正規分布に従う場合，より
強力である．

これも，2つ以上の分散に使用できる両側検定である．2つの分散を比較する場合，仮説は：

H0: 

Ha: 

Bartlettの統計量は，自由度1を持つカイ2乗分布に従う．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

s  =1
2 s  R2

2

s  >1
2 s  R2

2

s  =1
2 s  2

2

s   =1
2  s  2

2

n  +1 n  −2 2

s  =1
2 s  2

2

s   =1
2  s  2

2
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ / 標本 1: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，Excel ワークシートで
さまざまな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が "標本ごとに1列" または "対応

のある標本"であれば，1番目の標本に対応するデータの列を選択する．

標本識別子 / 標本 2: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，選択されたデータ
の値が対応する（2つのうちのいずれかの）標本を識別するデータを選択する．選択されたデ
ータの形式が "標本ごとに1列"であれば，2番目の標本に対応するデータの列を選択する．

データ形式: データ形式を選ぶ．

** 標本ごとに1列/行**: 標本ごとに１列（または行モードの場合は行）を選択するには，
このオプションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 各列/行が同数の列/行を含み，各オブザベーションを標本に割り当て
る標本識別子も選択されていると仮定して，XLSTAT に列/行の数だけ検定を実行させる
には，このオプションを有効にする．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

Fisherの F 検定: FisherのF 検定を使用するには，このオプションを有効にする（解説参照）．

Leveneの検定: Leveneの検定を使用するには，このオプションを有効にする（解説参照）．

平均: 平均に基づくLeveneの検定を使用するには，このオプションを有効にする．

中央値: 中央値に基づくLeveneの検定を使用するには，このオプションを有効にする．

Bartlettの検定: Bartlettの検定を使用するには，このオプションを有効にする（解説参照）．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説を参照）．

仮説された比率 (R): 標本間の仮定された比率を入力する．

有意水準 (%):検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．
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p値を計算するには，2つの方法がある．漸近法 または **モンテ・カルロ**法から選べる．モン
テ・カルロ法の場合，p値を計算するためにかけられる最大時間を設定できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

詳細な結果: 複数の変数で検定が実行された場合，各検定の詳細な結果が表示されるように，
このオプションを有効にする．

比較の要約: 複数の変数で検定が実行された場合，すべての比較の要約表が表示されるよう
に，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

分布: 決定変数の分布を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

事例  

2標本の分散を比較するために，Fisherの検定をどのように実行するかを示す事例がある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelで 2分散を比較するFisherのF検定チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Brown M. B. and Forsythe A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of
the American Statistical Association, 69, 364-367.

Levene H. (1960). In Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold
Hotelling, I. Olkin et al. Editors. Stanford University Press, 278-292.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A72%E5%88%86%E6%95%A3%E3%82%92%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%81%99%E3%82%8BFisher%E3%81%AEF%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Sokal R.R. & Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological
Research. Third Edition. Freeman, New York.
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k標本の分散の比較  
k 個の標本の分散を比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

個 ( )の標本の分散を比較するために，2つのパラメトリック検定が提供されている．分

散 を持つ，  個のオブザベーションからなるk 個の
標本 をとる．

Leveneの検定

Leveneの検定は，2つ以上の分散を比較するために使用できる．これは両側検定で，帰無仮説

と対立仮説は:

H0 : 

Ha: となる少なくとも1つの対 がある．

この検定から得られる統計量は，平均での絶対偏差（オリジナル論文はLevene, 1960 ）または
中央値での絶対偏差（Brown および Forsythe, 1974）を含む．平均的に厚い尾を持つ対称分布

では，平均の使用が推奨される．非対称では中央値の使用が推奨される．

Levene 統計量は，自由度 および を持つ Fisher分布に従う．

Bartlettの分散の均一性検定

Bartlettの検定は，2つ以上の分散を比較するのに使用できる．この検定は，データの正規性に
敏感である．言い換えると，データの正規性の仮説が脆弱と思われる場合， Leveneまたは
Fisherの検定を使用する方がよい．一方，Bartlettの検定は，標本が正規分布に従う場合，より
強力である．

これも，2つ以上の分散に使用できる両側検定である．2つの分散を比較する場合，仮説は：

H0 : 

k k = 2
s  =1

2 s  =2
2 … = s  k

2 n  =1
2 n  =2

2 … = n  k
2

S  ,S  , … ,S  1 2 k

s  =1
2 s  =2

2 … = s  k
2

s   =i
2  s  j

2 (i, j)

k − 1 n1 + n2 − 2

s  =1
2 s  =2

2 … = s  k
2
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Ha: となる少なくとも1つの対 (i, j) がある．

Bartlettの統計量は，自由度 を持つカイ2乗分布に従う．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ / 標本 1: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，Excel ワークシートで
さまざまな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が "標本ごとに1列" または "対応

のある標本"であれば，1番目の標本に対応するデータの列を選択する．

標本識別子 / 標本 2: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，選択されたデータ
の値が対応する（2つのうちのいずれかの）標本を識別するデータを選択する．選択されたデ
ータの形式が "標本ごとに1列"であれば，2番目の標本に対応するデータの列を選択する．

データ形式: データ形式を選ぶ．

標本ごとに1列/行: 標本ごとに１列（または行モードの場合は行）を選択するには，この
オプションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 各列/行が同数の列/行を含み，各オブザベーションを標本に割り当て
る標本識別子も選択されていると仮定して，XLSTAT に列/行の数だけ検定を実行させる
には，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

s   =i
2  s  j

2

k − 1
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

Leveneの検定: Leveneの検定を使用するには，このオプションを有効にする（解説を参照）．

平均: 平均に基づくLeveneの検定を使用するには，このオプションを有効にする．

中央値: 中央値に基づくLeveneの検定を使用するには，このオプションを有効にする．

Bartlettの検定: Bartlettの検定を使用するには，このオプションを有効にする（解説参照）．

オプション タブ:

有意水準 (%):検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

p値の計算には，2つの方法が利用できる． 漸近 または モンテ・カルロ 方から選ぶ．モンテ・
カルロ法の場合，p値の計算にかけられる最大時間を設定できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

事例  

参考文献  
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Brown M. B. and Forsythe A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of
the American Statistical Association, 69, 364-367.

Levene H. (1960). In Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold
Hotelling, I. Olkin et al. Editors. Stanford University Press, 278-292.

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in
Biological Research. Third Edition. Freeman, New York.

Tomassone R., Dervin C. and Masson J.P. (1993). Biométrie. Modélisation de Phénomènes
Biologiques. Masson, Paris.
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多次元検定 (マハラノビス, ...)  
複数の変数について2つ以上の標本を同時に比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールに実装されている検定は，複数の変数で記述される標本を比較するために使用す
る．たとえば，Studentのt 検定のように2つ標本の平均を比較する代わりに，ここでは，複数

の変数について測定された同じ標本の平均を同時に比較する．

変数の数だけ Student のt 検定を行う手順と比較して，ここで提案する手法は，変数の共分散

の構造を用いる利点と全体的な結論を得る利点を持つ．Studentのt 検定によって，ある変数に
ついて，2つの標本が異なるとしても，全体的には，それらが類似しているという仮説を棄却

することは不可能である．

マハラノビスの距離

インドの統計学者Prasanta Chandra Mahalanobis (1893-1972)の名前に由来するマハラノビス
距離は， 次元の共分散構造を考慮に入れながら 次元空間の2点の間の距離を計算することが
できる．マハラノビス距離の2乗は次式で書ける：

言い換えると，これは 次元の座標の2点の間の差のベクトルの転置と，差のベクトルを乗じた
共分散行列の逆数を乗じたものである． ユークリッド距離は，共分散行列が恒等行列（変数が
標準化されていて独立）である場合のマハラノビス距離に一致する．

マハラノビス距離は，2つのグループ（または標本）を比較するのに使用できる．なぜならば
Hotelling  統計量が次式で定義される：

標本がすべての変数について正規分布であるならば，Hotelling 分布に従う．帰無仮説H0が2つ
の標本の平均が等しいとする場合の比較検定には， 統計量が使用され，次式で定義される：

p p

d  =M
2 (  −x1  ) Σ (  −x2

′ −1 x1  )x2

p

T 2

T =2
 d  

n  + n  1 2

n  n  1 2
M
2

F



パラメトリック検定  621 多次元検定 (マハラノビス, ...)  

標本がすべての変数について正規分布であれば，この統計量は，自由度 および n1+n2-p-1$を
持つFisherの 分布に従う．

注意: 標本が正規分布であり，同一の共分散行列を持つと仮定する場合のみ，この検定は使用

できる．2番目の仮説は，このツールの中にある Box または Kullback 検定で検定できる．

3つ以上の標本を比較したい場合，マハラノビス距離に基づく検定は，大域レベルで観察され
た差の可能性のある原因を同定するために使用できる．アルファ有意水準でのボンフェローニ
補正を使用することを推奨する．  個標本では，次の有意水準を使用するべきである：

Wilksのラムダ

Wilksのラムダ統計量は，次式で定義される3パラメータの Wilksの分布に従う：

ここで A と B は，それぞれWishart  分布および 分布に従う（ は恒等行

列）2つの非負定値行列である．

個の独立のグループ（または標本またはクラス）についての  個の変数の平均を比較したい
場合，共分散行列がk 個のグループで等しいと仮定するならば，  個の平均が等しいという帰

無仮説H0で検定することは，以下の統計量を計算することに相当する：

ここで

-  はプールされたグループ内共分散行列，

-  はプールされたグループ間共分散行列，

-  はオブザベーションの合計数．

Wilks ラムダの分布は複雑なので，代わりに次式で与えられるRaoの 統計量を使用する：

ただし

F =  T
(n  + n  − 2)p1 2

n  + n  − (p + 1)1 2 2

p

F

k

α =∗
 

k(k − 1)
2α

Λ(p,m,n) =  

∣A + B∣
∣A∣

W  (I,m)p W  (I,n)p I

k p

p

Λ(p,n − k, k − 1) =  

∣W + B∣
∣W ∣

W

B

n

F

F =  

Λ1/s

(1 − Λ )1/s

m  1

m  2
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標本が大きければ， が自由度 および を持つFisherの 分布に従うことを示すことがで
きる． または のとき， 統計量は正確に として分布する．

注意:

この検定は， 個の変数が正規分布していて同一の共分散行列を持つことを仮定する場合

にみに使用できる．

共分散行列が 個のグループで同じであるという2番目の仮説は，このツールの中にある
Box または Kullback 検定によって検定できる．

グループ内共分散行列の等質性の検定

Box 検定: Box 検定は，クラス内共分散行列の等質性の仮定を検定するのに使用する．2つの近

似があり，1つはカイ2乗分布で，もう1つはFisher 分布である．

Kullbackの検定: Kullbackの検定は，クラス内共分散行列の等質性の仮定を検定するのに使用

する．計算される統計量は，カイ2乗分布によって近似的に分布する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

 

s =   

p +(k−1) −52 2
p (k−1) −42 2

m  = p(k − 1)1

m  = s[n − (p + k + 2)/2] − p(k − 1)/2 + 11

F m1 m2 F

p ≤ 2 k = 2 F F (m1,m2)

p

k
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オブザベーション/変数の表: P 個の記述子で記述されるN 個のオブジェクトからなる表を選択

する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

グループ: 各オブザベーションが属するグループの識別子に対応する値を選択するには，この
オプションをチェックする．

重み: オブザベーションが重み付けあれている場合は，このオプションを有効にする． 重みは0
以上でなければならない．列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になって
いることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

Wilksのラムダ検定: Wilksのラムダ検定を計算するには，このオプションを有効にする．

マハラノビス検定: マハラノビス距離および対応するF 統計量とp-値を計算するには，このオプ
ションを有効にする．

Bonferroni 補正: マハラノビス距離に対応するp-値の計算でボンフェローニ補正を使用し
たい場合は，このオプションを有効にする．

Box 検定: 2つの利用可能な近似を使用して，Box 検定を計算するには，このオプションを有効

にする．

Kullbackの検定: Kullbackの検定を計算するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:
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記述統計: 選択した変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 相関行列を計算するには，このオプションを有効にする．

共分散行列: クラス間，クラス内，クラス内合計，および合計の共分散行列を表示するには，
このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択されたさまざまな検定に対応する．

事例  

多次元標本を比較する方法を示す事例がAddinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/複数の変数で記述された2個以上の標本の比較?language=ja

参考文献  

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and Multivariate
Methods. Springer-Verlag, New York.

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam.

https://help.xlstat.com/s/article/%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%A7%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F2%E5%80%8B%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83?language=ja
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1比率のz検定  
1つの標本から計算された比率を任意の比率と比較するには，この検定を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

をサイズ の標本中のある特性を検証しているオブザベーションの数とする．特性を検証し
ている標本の比率は， で定義される． は，我々が と比較しようとする既知の比率

であるとする． を2つの比率 と の間の仮定された距離（正確に，最小または最大）であ
るとする．通常  は0である．

両側検定は，下記に示す帰無仮説(H0) と対立仮説(Ha)を用いて，  および の間の差を
検定することになる：

H0: 

Ha: 

片側検定の場合，左側（下側）検定と右側（上側）検定を区別する必要がある．左側検定で
は，下記の仮説を用いる：

H0: 

Ha: 

右側検定では，下記の仮説を用いる：

H0: 

Ha: 

この z-検定は，以下の仮定に基づいている：

オブザベーションが相互に独立であり，

n N

p = n/N p  0 p

D p p  0

D

p − p  0 D

p − p  =0 D

p − p   =0  D

p − p  =0 D

p − p  <0 D

p − p  =0 D

p − p  >0 D
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すべてのオブザベーションについて問題の特性を持つ確率 は同一であり，

オブザベーションの数が十分に大きく，比率は 0 にも 1にも近すぎない．

注意: N が十分に大きいかどうかを決定するには，次のことを確認するべきである：

z統計量

統計の文献では z 統計量を計算する複数の方法を見つけることができる． 最もよく使われるバ
ージョンは：

大規模な標本近似は，下記の標準偏差 s の推定を導く:

ただし，標本の比率と比較している比率がより良い推定であると考えられるなら，次式を使用

できる．

この統計量のバージョンは， D が空値でない場合には使用するべきでない．

z 統計量は，漸近的に正規分布である．  が大きいほど，より良い近似になる． p値は，正規

近似を用いて計算される．

信頼区間

比率の信頼区間を計算する手法は，たくさん存在する． XLSTAT は，4種類のバージョンから
の選択を提供する：Wald，Wilson スコア， Clopper-Pearson，Agresti Coull．

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

p

 { 0 < p − 2  p(1 − p)/N
p + 2  p(1 − p)/N < 1

z =  

σ

p − p  − D0

(z) =σ2̂
  

N

p(1 − p)

(π) =σ2̂
  

N

p  (1 − p  )0 0

N
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

度数 / 比率: 特性が観察されているオブザベーションの数n （解説を参照），または対応する比

率（下記の"データ形式"を参照）を入力する．

標本サイズ: 標本中のオブザベーションの数を入力する．

検定比率: 観察された比率と比較されるべき検定比率の値を入力する．

データ形式: 特性が観察されている**オブザベーションの数**の値を入力するか，または観察さ
れた**比率**の値を入力するか，ここで選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

z検定: z検定を使用するには，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ(解説．

仮説された差 (D): 仮定された比率間の距離の値を入力する．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値： 5%）．

分散: （Wald 区間による信頼区間でのみ使用される)比率の分散を推定するために使用する手法

を選択する．

標本: 標本で得られる比率を用いて分散を計算するには，このオプションを有効にする．

検定比率: 検定比率と標本のサイズを用いて分散を計算するには，このオプションを有効

にする．

信頼区間: 信頼区間を計算する手法を選択する（Wald，Wilson スコア， Clopper-Pearson，
Agresti Coull）．

結果  
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XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

事例  

比率を比較する方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの1比率検定チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE1%E6%AF%94%E7%8E%87%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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参考文献  
Agresti A., and Coull B.A. (1998). Approximate is better than "exact" for interval estimation of
binomial proportions. The American Statistician, 52, 119-126.

Clopper C.J. and Pearson E.S. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the
case of the binomial. Biometrika, 26, 404-413.

Fleiss J.L. (1981). Statistical Methods for Rates and Proportions. John Wiley & Sons, New
York.

Sincich T. (1996). Business Statistics by Example, 5th Edition. Prentice- Hall, Upper Saddle
River.

Sokal R.R. & Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological
Research. Third Edition. Freeman, New York.

Wilson, E.B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference.
Journal of the American Statistical Association, 22, 209-212.

Wald, A., & Wolfowitz, J. (1939). Confidence limits for continuous distribution functions. The
Annals of Mathematical Statistics, 10, 105-118.
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2比率のz検定  
2つの標本で計算された2つの比率を比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

をサイズ の標本 である特性を検証しているオブザベーションの数とし， をサイズ
の標本S2で同じ特性を検証しているオブザベーションの数とする．特性を検証している標

本 での比率は， で定義され，S2 での比率は， で定義される． 
を仮定された2比率 および の間の差（正確には，最小または最大）とする． は通常，

0に設定される．

両側検定は，下記に示す帰無仮説(H0)および対立仮説(Ha)を用いて，  と  の間の差を
検定することになる：

H0: 

Ha: 

片側検定の場合，左側（下側）検定と右側（上側）検定を区別する必要がある．左側検定で
は，下記の仮説を用いる：

H0: 

Ha: 

右側検定では，下記の仮説を用いる：

H0: 

Ha: 

この 検定は，以下の仮定に基づいている：

オブザベーションが相互に独立であり，

n  1 N  1 S  1 n  2

N2
S  1 p  =1 n  /N  1 1 p  =2 n  /N  2 2

D p  1 p  2 D

p  −1 p  2 D

p  −1 p  =2 D

p  −1 p   =2  D

p  −1 p  =2 D

p  −1 p  <2 > D

p  −1 p  =2 D

p  −1 p  >2 D
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標本 中のすべてのオブザベーションについて問題の特性を持つ確率  は同一であ
り，

標本 中のすべてのオブザベーションについて問題の特性を持つ確率  は同一であ
り，

オブザベーション数  と  が十分大きく，比率は0 にも 1にも近すぎない．

注意：  と  が十分に大きいかどうかを決定するには，次のことを確認するべきである：

and

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

度数 1 / 比率 1: 特性が観察されているオブザベーションの数n1 （解説を参照），または対応

する比率（下記の"データ形式"を参照）を入力する．

標本サイズ 1: 標本 1の中のオブザベーションの数を入力する．

度数 2 / 比率2: 特性が観察されているオブザベーションの数n2 （解説を参照），または対応す
る比率（下記の"データ形式"を参照）を入力する．

標本サイズ 2: 標本 2の中のオブザベーションの数を入力する．

S  1 p  1

S  2 p  2

N  1 N  2

N  1 N  2

 { 0 < p  − 2  1 p  (1 − p  )/N  1 1 1

p  + 2  1 p  (1 − p  )/N  < 11 1 1

 { 0 < p  − 2  2 p  (1 − p  )/N  2 2 2

p  + 2  2 p  (1 − p  )/N  < 12 2 2
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データ形式: 特性が観察されている**オブザベーションの数**の値を入力するか，または観察さ
れた**比率**の値を入力するか，ここで選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

z検定: z検定を使用するには，このオプションを有効にする．

モンテ・カルロ法: モンテ・カルロ・シミュレーションを用いてp-値を計算するには，このオプ
ションを有効にする．実行するシミュレーションの回数を入力する．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説を参照）．

仮説された差 (D): 仮定された比率間の距離の値を入力する．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値： 5%）．

分散: 比率間の差の分散を推定するために使用する手法を選択する．

p1q1/n1+p2q2/n2: この式を使用して分散を計算するには，このオプションを有効にす
る．

pq(1/n1+1/n2): この式を使用して分散を計算するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

事例  

比率を比較する方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの2比率の比較チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE2%E6%AF%94%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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参考文献  
Fleiss J.L. (1981). Statistical Methods for Rates and Proportions. John Wiley & Sons, New
York.

Sincich T. (1996). Business Statistics by Example, 5th Edition. Prentice- Hall, Upper Saddle
River.
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k 比率の比較  
k 個の比率を比較して，それらが等しいとみなせるか，少なくとも比率の1対が有意な差を示す
かを決定するために，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTAT は，比率を比較して，それらが等しいとみなせるか（帰無仮説H0），それとも，少な
くとも2つの比率が有意に異なるか（対立仮説Ha ）を決定するために，3種類のアプローチを
提供する：

カイ2乗検定：この検定は，分割表に使用されるのと同一である；

モンテ・カルロ法： k 個のグループでのオブザベーションの合計数に従う制約によるシミュレ
ーションに基づいて計算するために，モンテ・カルロ法が使用される．経験分布でのこの結果

は，漸近のケースに対応するカイ2乗分布よりも，（シミュレーションの回数がより大きいと
いう条件のもとでの）信頼できる臨界値を与える．

Marascuilo 手順：カイ2乗検定またはモンテ・カルロ・シミュレーションに基づく同等の検定

がH0を棄却する場合のみ，Marascuilo 手順をしようすることを推奨する．Marascuilo 手順は，
すべての比率の対を比較して，H0を棄却することに関与する比率を同定することを可能にす
る．

Dialog box  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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度数 / 比率: Excel ワークシートでデータを選択する．

標本サイズ: 標本のサイズに対応するデータを選択する．

標本ラベル: 標本ラベルがある場合を，このオプションを有効にする．そして，対応うするデ
ータを選択する．“列ラベル” オプションが有効になっている場合，選択にヘッダを含む必要が
ある．このオプションを有効にしない場合は，行ラベルがXLSTAT によって自動で生成される
(Sample1, Sample2 …)．

データ形式: 特性が観察されている**オブザベーションの数**の値を入力するか，または観察さ
れた**比率**の値を入力するか，ここで選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択されたデータ(度数/比率，標本サイズ，標本ラベル)がラベルを含む場合は，この
オプションを有効にする．

カイ2乗検定: カイ2乗検定を使用するには，このオプションを有効にする．

モンテ・カルロ法: シミュレーション手法を使用するために，シミュレーションの回数を入力

するには， このオプションを有効にする．

Marascuilo 手順: Marascuilo 手順を使用するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 3つの検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

結果  

カイ2乗検定のオプションが有効になっている場合は，その結果が最初に表示される．カイ2乗
検定とモンテ・カルロ法については，帰無仮説を検証するために，p値が有意水準と比較され
る．

モンテ・カルロ・シミュレーションから得られる結果は，オブザベーションの合計数とシミュ
レーションの回数が高いほど一層，カイ2乗の結果に近づきます．違いは，臨界値とp値に関係

する．

Marascuilo 手順は，どの比率が帰無仮説を棄却することに関与するかを同定する．これは，"有
意度" 列の結果を見て，どの比率の対が有意に異なるかを同定することができる．

注意: Marascuilo 手順が比率の対の中での有意差を同定せず，一方，カイ2乗検定は帰無仮説を
棄却しているということがあるであろう．一般的に，これは，Marascuilo 手順で同定されるよ
うに，2つの比率が有意に異なる場合に起こります．決定する前に，より徹底した分析が必要

かもしれない．
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事例  

k 個の比率を比較する方法を示す事例が， Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/xlstatk?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/xlstatk?language=ja
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参考文献  
Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, New York.

Marascuilo L. A. and Serlin R. C. (1988). Statistical Methods for the Social and Behavioral
Sciences. Freeman, New York.
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多項適合度検定  
質的変数の値（カテゴリ）の観察された度数が期待される度数または比率に一致するかどうか
を確認するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

多項適合度検定は，質的変数（または離散化された量的変数）に対応する標本の分布が，期待

どおりであるかどうかを検証することを可能にする．この検定は，2とおりより多い結果の可

能性がある場合，2項分布 の拡張である多項分布に基づく．

k を変数X の可能な値（カテゴリ）の数とする． を各値に対応する確率（また
は密度）とする．

 を標本での各値の度数とする

検定の帰無仮説を次のように書く：

H0: 標本中の値の分布が期待と一致し，それは標本の分布が の分布と異ならないこと
を意味する．

対立仮説を次のように書く：

Ha: 標本中の値の分布が期待と一致せず，それは標本の分布が の分布と異なることを
意味する．

この検定については，複数の手法と統計量が提案されてきた．XLSTAT は以下の選択を提供す
る：

1. カイ2乗検定:

我々は下記の統計量を計算する：

p  , p  , … , p  1 2 k

n  ,n  , … ,n  1 2 k

X

X

χ =2
  

i=1

∑
k

Np  i

(n  − Np  )i i
2
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この統計量は，漸近的に の自由度を持つカイ2乗分布に従う．

2. モンテ・カルロ検定：

この検定のバージョンは，多項分布に基づく正確な手法の重たい計算となり，小さい標本にで
品質が劣るかもしれないカイ2乗分布による近似を避ける．この検定は， 期待される特性を持

つ分布でのN個のオブザベーションの無作為再標本化からなる．各再標本化で，我々は， 統

計量を計算して，そして，再標本化のプロセスが完了すると，標本で観察さえる値が，何回，

我々が推定するp値を超えるかを評価する．

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

度数: 観察された度数に対応するデータをExcel ワークシートで選択する．

期待度数 / 期待比率: 期待度数または期待比率に対応するデータを選択する．期待度数を選択

した場合、それらは観察度数の合計と同じ値まで合計されるはずである．

データ形式: 期待度数 か **期待比率**のいずれかを選択したい場合は，ここで選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択されたデータ（度数/比率，標本サイズまたは標本ラベル）の最初の行にラベル
が含まれる場合は，このオプションを有効にする．

カイ2乗検定: カイ2乗検定を使用するには，このオプションを有効にする．

モンテ・カルロ法: シミュレーション手法を使用するには，このオプションを有効にして，シ
ミュレーションの回数を入力する．

k − 1

χ2
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有意水準 (%): 2つの検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

結果  

対応するオプションが有効にされた場合は，最初にカイ2乗検定の結果が表示される． カイ2乗
検定とモンテ・カルロ法では，帰無仮説を検証するために， p値と有意水準が比較される．

モンテ・カルロ・シミュレーションから得られる結果は，オブザベーションの合計数とシミュ
レーションの回数が多いほど，カイ2乗の結果に近くなる．その差は，臨界値とp-値に関係す
る．

モンテ・カルロ検定では，p値での信頼区間が表示される．

事例  

多項適合度検定の実行方法の事例が，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの多項適合度検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Read T.R.C. and Cressie N.A.C. (1988). Goodness-of-Fit Statistics for Discrete Multivariate
Data. Springer-Verlag, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A4%9A%E9%A0%85%E9%81%A9%E5%90%88%E5%BA%A6%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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同等性検定 (TOST)  
2つの正規分布した独立標本の同等性を検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

従来の仮説検定とは異なり，同等性検定は，差が任意の区間内にある事実を検証するために用

いられる．

この種の検定は，主として生物学的同等性を検定するために使用する。2つの薬の同等性を示

したい場合、伝統的な仮説検定を適用するのではなく、我々は2つの薬の同等性を検証する同

等性検定を使用する． 従来の仮説検定では，等質性の帰無仮説を棄却しようとする．同等性検

定の一部として，我々は2つの標本間の同等性を検証しようとする．

TOST （two one-sided test：2つの片側検定）は，2つの平均間の等質性の仮説を検定するのに
使用される従来のt検定に基づく同等性の検定である．

したがって，我々は2つの標本，標本の平均が同等であると言える平均間の差および範囲の理

論的差を用いる．

標本が正規分布しているという仮定を設けるので，この検定はパラメトリック検定として知ら
れている．この仮説は，正規性検定を用いて検定できるであろう．

TOST 検定は，2標本の平均間の同等性を確認するためにStudentの検定を使用する．このよう
な検定の詳細は，t検定の章で説明する． XLSTAT は，TOST 検定を用いて同等性を検定するた
めに2つの手法を提供する．

- 平均の 100 * (1-2 * alpha)% 信頼区間を使用．この区間と同等性のユーザー定義区間を比較し
て，同等性または非同等性を結論づけることができる．したがって，信頼区間がユーザー定義

区間内にあれば，我々は2つの標本間の同等性を結論づける．信頼区間の片側の境界がユーザ
ー定義区間の外側にあれば，2つの標本は同等でない．

- 1つが右側，もう1つが左側の2つを片側検定を使用．我々は，右側 t検定をユーザー定義空間

の下限で，左側 t検定をユーザーー定義区間の上限で適用する．両検定で p値を得る．これらの
p値の最も大きい値を同質性検定のp値として取る． これらの2つの検定は，似ていて，似た結

果をもたらす．Schuirman's (1987)による説明がある，

ダイアログ・ボックス  
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

標本 1: 1番目の標本に対応するデータの列を選択する．

標本 2: 2番目の標本に対応するデータの列を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

仮説された差 (D): 標本間で仮定される差の値を入力する．

下限: 同等性検定の仮定される下限の値を入力する．

上限: 同等性検定の仮定される上限の値を入力する．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．
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重み: このオプションは，データ形式が “変数ごとに1列/行” であるか，データに対応がある場

合に限り利用可能である．オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを
チェックする．このオプションをチェックしない場合は，重みは1とみなされる．重みは， 0以
上でなければならない．列ヘッダが選択された場合は， "列/行ラベル" オプションが有効であ
ることを確認する．

t検定のための標本分散:

等分散の仮定: 標本の分散が等しいとみなすには，このオプションを有効にする．

Cochran-Cox: 分散が不等であると仮定する Cochran and Cox 法を用いてp-値を計算するに
は，このオプションを有効にする．

F検定を使用: 両標本の分散が等しいとみなされるか否かを決定するためにFisherのF 検定を使

用するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続するのをやめるようにする
には，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

最初の表は，2つの標本に関する記述統計量を表示する．

続く結果の表は，2つの平均同等性の仮説を検証するために使用できる．(1-2 *alpha)*100% の
信頼水準による差の信頼区間が，ダイアログ・ボックスでユーザーが定義した区間内に含まれ
れば標本は同等である．この表の4つの値が昇順であることを確認する．最後の行が解釈（同

等または非同等）を与えます．

続く表は，ユーザー定義の境界に基づくTOSTを表示する．同等性の検定に関する p値は，片側

検定で得られる最も大きな p値である．

事例  

2つの標本に関する同等性検定を実行する方法を示す事例が，ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excel での TOST による同 等 性の検 定チュートリアル ?
language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AETOST%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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ノンパラメトリック検定  
2分布の比較 (Kolmogorov-Smirnov)  
2つの標本の分布を比較して，それらが同一であるとみなせるかどうかを決定するには，この
ツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コルモゴロフ-スミルノフ（Kolmogorov-Smirnov）検定 は，2つの分布を比較する．この検定

は，標本から決定された経験分布と既知の分布を比較するための分布の適合度検定に使用され
る．これは，2つの経験分布の比較にも使用できる．

注意: この検定は，検定される分布の等質性だけでなく，同時にそれらの形や位置も検定でき
る．

経験分布関数 を持つ 個のオブザベーションからなる標本 をとる．経験分布関数 を持

つ 個のオブザベーションからなる2番目の標本 をとる．

コルモゴロフ-スミルノフ検定の帰無仮説は，次式で定義される：

H0: 

コルモゴロフ統計量は，次式で与えられる:

は，2つの経験分布の間の最大絶対差である．したがって，その値は，0（分布が完全に同

一）から 1 （完全に分離）の間の値をとる．この統計量に関する対立仮説は:

Ha: 

スミルノフ統計量は，次式で定義される:

F  1 n  1 S  1 F  2

n  2 S  2

F  (x) =1 F (x)2

D  =1 sup  ∣F  (x) −x 1 F  (x)∣2

D  1

F  (x)  =1  F (x)2

D  =2 sup  {F  (x) −x 1 F  (x)}2
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に関する対立仮説は:

Ha: 

に関する対立仮説は:

Ha: 

Nikoforov (1994) は，2標本でのコルモゴロフ-スミルノフのための正確な検定手法を提案し
た．この手法は3つの対立仮説のために，XLSTAT で使用されている．またXLSTATは，分布間

の仮定される差 を導入することもできる．その値は，0 から 1の間になる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ / 標本1: 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"でれば，Excel ワークシートでさま
ざまな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が"標本ごとに1列"であれば，最初の
標本に対応するデータの列を選択する．

標本識別子 / 標本 2: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，選択されたデータ
の値が対応する（2つのうちのいずれかの）標本を識別するデータを選択する．選択されたデ
ータの形式が "標本ごとに1列"であれば，2番目の標本に対応するデータの列を選択する．

データ形式: データ形式を選ぶ．

D  =3 sup  {F  (x) −x 2 F  (x)}1

D  2

F  (x) <1 F (x)2

D  3

F  (x) >1 F (x)2

D
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標本ごとに1列/行: 標本ごとに１列（または行モードの場合は行）を選択するには，この
オプションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 各列/行が同数の列/行を含み，各オブザベーションを標本に割り当て
る標本識別子も選択されていると仮定して，XLSTAT に列/行の数だけ検定を実行させる
には，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行 ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

コルモゴロフ-スミルノフ検定: コルモゴロフ-スミルノフ検定（解説参照）を実行するには，こ
のオプションを有効にする．

*

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説参照）．

仮定される差(D): 標本の経験分布関数の間の仮定される差の最大値を入力する．この値は，0
から 1の間でなければならない．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:
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優勢図: 標本を視覚的に比較するために優勢図(dominance diagram)を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

累積ヒストグラム: 標本の経験分布関数を示すグラフを表示するには，このオプションを有効

にする．

l distribution functions for the samples.

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

参考文献  
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Smirnov N. V. (1939). On the estimation of the discrepancy between empirical curves of
distribution for two independent samples. Bulletin Moscow University, 2, 3-14.



ノンパラメトリック検定  649 中央値検定 (Mood 検定)  

中央値検定 (Mood 検定)  
k 個の独立標本が同じ中央値を持つかどうかを検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

1950年に提案された,Mood 検定 –中央値検定ともいう- は，k 個の独立標本間の中央値の同等性

を検定できる．この検定は，ノンパラメトリック手順に基づき – したがって，測定値の分布に
関するどのような仮定も行わない- ピアソンのカイ2乗検定の特殊例とみなすことができる．

Mood 検定

Mi をi番目の標本の中央値とする．Mood検定に関する帰無仮説H0 と対立仮説 Haは：

H0 : M1 = M2 = … = Mk

Ha : Mi  Mj であるような少なくとも1つの対応 (i,j) が存在する

Mood 検定の U 統計量は，以下の分割表(2 x k)から得られる：

標本 1 2 … k 合計

中央値 … a

中央値 … b

合計 …

中央値との同値が多数検出される場合，XLSTATは，次の統計量がそれでも計算可能であるよ
うに，上記とともに中央値と等しいオブザベーションを自動でカウントする．

すなわち，

,

ここで ， ， ， ，  は分割表で定義される．

 =

> O  11 O  12 O  1k

≤ O  21 O  22 O  2k

n  1 n  2 n  k N

U =    

ab
N 2
∑

i=1
k

n  i

(O  −  )1i N

n  ai

N n a b O
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この統計量は，k-1 の自由度のカイ2乗分布に漸近的に従う特性を持つ．標本の数 k が 2のと
き， Yates (1934) はUの連続性補正を提案した．  でこの統計量を表記する．

p値の計算

さまざまな統計量に対応するp値を計算するために， XLSTATは複数の代替法を提供する：

漸近法: p値がUの分布の漸近的近似を用いて得られる．近似の信頼度は，オブザベーショ
ンの数に依存する．

モンテカルロ法: p値の計算はランダム・サンプリングに基づく．ユーザーは，再標本化

の数を設定しなければならない．p値の信頼区間が提供される．より多くの再標本化が実

行されるほど， p値の推定がより良くなる．

厳密法: 標本の数が 2の場合，あらゆる分割表の設定を得る確率が超幾何分布によって決

定される．このアプローチは，標本サイズが小さいとき，すなわちカイ2乗近似が適さな
いときにしばしば採用される．

計算時間が長すぎるためにExcel がフリーズするのを防ぐために，あとの2つの手法では，p値
を計算するのにかけられる最大時間を設定することが可能である．

多重対比較

H0 仮説が棄却されるようなp値の場合，少なくとも1つの変数が他と異なる中央値を持つ．ど
の変数がH0の棄却の原因であるかを識別するために，**多重比較**手順が使用できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

U  Y

U  =Y  

n  n  ab1 2

N(∣O  O  − O  O  ∣ − N/2)11 22 12 21
2
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: 行（列モードの場合，列）がオブザベーションに対応し，列（列

モードの場合，行）が変数に対応する表を選択する．データとともにヘッダが選択された場

合， “列ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 入力データとともにヘッダが選択された場合は，このオプションを有効にする．

多重対比較: 多重対比較を計算するには，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値： 5%）．

p値を計算するために，漸近近似法，厳密法，モンテカルロ再標本化に基づく手法（解説 を参

照)のいずれかを選択できる．後者の場合，実行したい再標本化の回数，およびXLSTATが再標

本化にかける最大時間を設定できる．

いくつかの場合，Mood 検定の伝統的なU統計量の計算の代わりに，Yatesが提案した連続性補

正（解説を参照）を考慮することができる．

出力 タブ:

記述統計: 各変数に対応する統計量を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は， k 個の標本に対応する記述統計量を表示できる．

Mood 検定: Mood 検定に対応する結果が表示され，検定の簡単な解釈が続きます．そして，帰

無仮説が棄却された場合，その原因となる変数を識別するために，多重比較の結果が表示され
る．

事例  

Mood 検定の実行方法を示す事例がAddinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMood中央値検定チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMood%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%80%A4%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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参考文献  

Conover W.J. (1999). Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, Wiley.

Yates F. (1934). Contingency table involving small numbers and the  test. Journal of the
Royal Statistical Society, 1(2), 217-235

χ2
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1標本ウィルコクソン符号順位検定  
標本の位置パラメータ（中央値）が任意の値に等しいという帰無仮説を検定するには，このツ
ールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

この検定は，1標本のt検定のノンパラメトリック版である．これは順位に基づく．その理由

は，ここでの位置パラメータは平均では中央値であるからである．ｔ検定を適用するのに不可

欠な正規性の仮定が保持されないという疑いがあるなら，直ちにこの検定を使用するべきであ
る． この検定は，標本中央値がユーザーによって提供される任意の値に等しいという帰無仮説

を検定できる．

m が標本の中央値であるとして，帰無仮説に対して3とおりの対立仮説がある:

両側検定では，帰無仮説 と対立仮説  は次のとおりである:

 標本 中央値 

 標本 中央値 

左側検定では，次の仮説が使用される:

 標本 中央値 

 標本 中央値 

右側検定では，次の仮説が使用される:

 標本 中央値 

 標本 中央値 

ウィルコクソン符号順位検定

Wilcoxon は，ペア内の差の大きさを考慮に入れた検定を提案した．この検定は，差の符号も関

与すので，ウィルコクソン符号順位検定（Wilcoxon signed rank test）と呼ぶ．

H  0 H  a

H  :0 = m

H  :a  = m

H  :0 = m

H  :a < m

H  :0 = m

H  :a > m
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標本内の各オブぜベーション で，任意の中央値 との差を計算する．そし
て，それらの差が並べられて，対応する順位が計算され，そして，それらが正の差に対応する
か負の差に対応するかによって符号が付けられる． が正に符号づけされた順位

とする．

標本中央値が に等しいかどうかを検定するために用いる統計量は:

期待値および の分散は:

および

ここで，それらは差の中で同値であるか，あるペアでヌル差であり得るので，次式となる:

ここで はヌル差の数で， は異なる差の数で， はi番目の異なる差に対応する値の数 (これ
は 複数）がi番目の異なる差の値の同値の数であると見なすことに等しい)である．

ここでヌル差または差の同値がなく， であれば，XLSTAT は正確なp値を計算する
(Lehmann, 1975)．同値がある場合は，通常の近似が使用される．次式が成り立つ:

ここで は標準化正規分布の累積分布関数で，c は近似の品質をよくするために使用される連

続性補正（連続修正）である (検定の性質に基づき は  or )． が大きいほど近似の信頼性

が高い．

標本の中央値とその信頼区間も，これらの計算に基づいて計算される．これらの推定は，対称

分布を持つ標本で信頼できる．同値の場合，我々が行ったモンテカルロ・シミュレーションに
基づいて，信頼性を保つためにHodges and Lehmann アプローチ(1963)が現れる．

p値の計算

さまざまな統計量に対応するp値を計算するために， XLSTATは複数の代替法を提供する :

(X  ,X  , … ,X  )1 2 n m

S  ,S  , … ,S  1 2 p

m

V  =s  S  

i=1

∑
p

i

V  s

E(V  ) =s  

4
n(n + 1)

V (V  ) =s  

24
n(n + 1)(2n + 1)

E(V  ) =s  

4
n(n + 1) − d  (d  + 1)0 0

V (V  ) =s  −
24

[n(n + 1)(2n + 1) − d  (d + 1)(2d  + 1)]0 0 0
 

48
 (d  − d  )∑i=1

nd
i
3

i

d  0 nd d  i

d  i

n ≤ 100

P (V  ≤s ν) ≈ Φ  (
 V (V  )s

ν − E(V  ) + cs )

f

c  2
1 −  2

1 n



ノンパラメトリック検定  655 1標本ウィルコクソン符号順位検定  

漸近法: 統計量の分布の漸近近似を用いてp値が得られる．近似の信頼性は，標本の数，

と標本あたりの測定の数に左右される．

正確法: p値の計算は，統計量の正確な分布に基づく．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

標本: Excel ワークシートでさまざまな標本のデータを選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行 ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を格納する場合，このオプションを有効にする．

オプション  タブ:

対立仮説:検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説を参照）．

理論中央値 (D): 標本の仮定される中央値の値を入れる．
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有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる (デフォルト値: ).

使用されている検定によって，**p値**を計算するのに複数の方法がある．**漸近**と**正確**か
ら選ぶ．

連続修正:漸近 p値 （解説を参照)を計算するとき，XLSTATに連続性補正を使用させるには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値  タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

詳細な結果: 検定の詳細な結果を表示するには，このオプションを有効にする．

要約表: 複数の標本が選択された場合，検定の結果を要約する表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

結果  

XLSTAT によって表示される結果は，選択された検定のさまざまな統計量と，それらから得ら
れる解釈に関係する．

事例  

ウィルコクソン符号順位検定の使用法を説明するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイ
トにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの1標本ウィルコクソン符号順位検定チュートリアル?
language=ja

参考文献  

David F. Bauer (1972). Constructing confidence sets using rank statistics. Journal of the
American Statistical Association, 67, 687-690.

Hollander M. and Wolfe D. A. (1999). Nonparametric Statistical Methods, Second Edition.
John Wiley and Sons, New York.

Hodges J. L , and Lehmann E. L. (1963). Estimation of location based on ranks. Annals of
Mathematical Statistics, 34(2), 598-611.

Lehmann E.L (1975). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, San
Francisco.

5%

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE1%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E9%A0%86%E4%BD%8D%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Wilcoxon F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics, 1, 80-83.
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2標本の比較(Wilcoxon, Mann-Whitney, ...)  
順序または離散量的データで記述された独立または対応のある2標本を比較するには，このツ
ールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

標本が正規分布しているという，パラメトリック検定（z検定，Studentの t 検定，FisherのF 検
定，Leveneの検定およびBartlettの検定）を使用するために必要な仮定を回避するために，ノン
パラメトリック検定が提案されている．

パラメトリック検定に関しては，独立な標本間（たとえばスーパー・マーケット・チェーンの
2つの地域の間での店舗の年間売り上げの比較），または対応のある標本間（たとえば，同じ
地域内での2年間の年間売り上げの比較）で区別がなされる．

を標本間の位置における仮定された差であると指定し（一般的に等質性を検定し，したがっ
て は0である）， を標本間の位置の差であるとするなら，選ばれる対立仮説によっ
て3つの検定が可能である：

両側検定では，帰無仮説 と対立仮説 は次のとおりである：

左側検定の場合，以下の仮説を使用する：

右側検定の場合，以下の仮説を使用する：

D

D P  −1 P  2

H  0 H  a

H  :0 P  −1 P  =2 D

H  :a P  −1 P   =2  D

H  :0 P  −1 P  =2 D

H  :a P  −1 P  <2 D

H  :0 P  −1 P  =2 D

H  :a P  −1 P  >2 D
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独立な2標本の比較

3人の研究者，Mann，Whitney，Wilcoxonが，標本がそれらの順位に基づいて同一とみなせる
か否かを決定できるとてもよく似たノンパラメトリック検定を別々に完成させた． この検定

は，しぱしば  **Mann-Whitney** 検定，ときどきWilcoxon-Mann-Whitney 検定，または
Wilcoxon Rank-Sum 検定 (Lehmann, 1975)と呼ばれる．

この検定が，その標本が同一の母集団または分布から抽出されたかを決定できるという解説を
ときどき見かけるが，これはまったく不正確である．これは，標本の相対的位置を調査するだ
けに使用できる．たとえば，もし 分布から500 個のオブザベーションの標本，  

 分布から500 個のオブザベーションの標本の分布を生成したら，Mann-Whitney 検定

は，標本間の差を発見しないだろう．

を 個のオブザベーション からなる標本とし， を 個のオブザベー
ション からなる とは独立の2番目の標本とする. を と の合計とす
る．

が差し引かれた1番目の標本 と標本  の間の位置における差を測定するWilcoxon の 統

計量を計算するには，両標本から得られる値を混ぜ合わせて，それらを順番に置く． 統計

量は，標本の1つの順位の和（合計）である．XLSTATでは，1番目の標本で合計が計算され
る．

したがって， の期待値と分散は：

Mann-Whitneyの 統計量は，すべての可能な対の中からの 対 の数の合計で，ここで 
である．我々は次のことを示す：

と の分散が同一であることを観察するかもしれない．実際， と の関係は：

XLSTAT で提供される結果は，Mann-Whitneyの 統計量に関係するそれらである．

2つの標本中の値の間に同値がある場合，同値に割り当てられる順位は，処理される前のそれ
らの順位の平均（たとえば，それぞれサイズ3 と 3 の2つの標本では，もし値の観察されたリス
トが{1, 1.2, 1.2, 1.4, 1.5, 1.5}であるなら，順位は最初 ，{1, 2, 3, 4, 5, 6} であり，そして算入後

は， {1, 2.5, 2.5, 4, 5.5, 5.5}）となる．これは Ws とUの期待値を変更しないが，一方，分散は
修正される．

ここで， は異なる値の数で， は値のそれぞれについてのオブザベーションの数である．

N (0, 1)
N (0, 4)

S  1 n  1 (x  ,x  , … ,x  )1 2 n1 S  2 n  2

(y  , y  , … , y  )1 2 n1 S  1 N n  1 n  2

D S  1 S  2 W  s

W  s

W  s

E(W  ) =S  n  (N +
2
1

1 1)  et  V (W  ) =S  n  n  (N +
12
1

1 2 1)

U (x  , y  )i i

x  >i y  i

E(U) =   et  V (U) =
2

n  n  1 2
 n  n  (N +

12
1

1 2 1)

W  s U U W  s

W  =S U +  

2
n  (n  + 1)1 1

U

V (W  ) =S V (U) =  n  n  (N +
12
1

1 2 1) −  

12N(N − 1)
n  n   (d  − d  )1 2 ∑i=1

nd
i
3

i

nd di
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統計量に関するp値の計算のために，次のケースで，もしユーザーが望むなら，XLSTAT は正確

な手法を用いることができる:

，同値がない場合

，同値がある場合．

同値がある場合は，計算がかなり遅くなるかもしれない．この問題を回避するために，正規近

似が提案されている．すなわち：

ここで は標準化正規分布での分布関数で， は近似の品質を高めるために用いられる連続修正

（ は検定の性質によって または  ）である． と がより高いほど，近似はより信頼で
きる．

ユーザーが正確検定を使用することをリクエストしたが，制約のために可能でない場合，

XLSTAT は，近似が使用されたことをレポートの中で示す．

この検定では，p値のモンテ・カルロ近似も可能である．

対応のある2標本の比較

対応のある標本の場合のために2つの検定が提案されている： 符号検定（sign test） と**ウィ
ルコクソンの符号順位検定**（Wilcoxon signed rank test）.

を 個のオブザベーション  からなる標本， を と対応のある2番目の
標本で， 個のオブザベーション を比較しているとする． 
を 個の対応のある値 であるとする．

符号検定

を  の場合の対応の数， を  の場合の対応の数，そして N- を 
の場合の対応の数であるとする． がパラメータ  と確率 を持つ2項分布に従う
ことを示せる ．したがって， の期待値と分散は：

したがって， に関するp値と選択された検定の種類（両側，右または左の片側）が正確に
決定できる．

注意: この検定は，符号から 個の対応内の差を構築するので，符号検定と呼ばれる．したがっ
て，この検定は，元の尺度で計算された漸進的変化を比較するのに使用される．たとえば，こ
の検定は，患者が，薬を飲んでから，よくなっていないるか，変わらないか，それとも良くな

U ∗ n  ∗1 n  ≤2 10e7

U ∗ nd ≤ 5000

P (U ≤ u) ≈ Φ  (
 V (U)

u − E(U) + c)

F c

c  2
1 − 2

1 n  1 n2

S  1 n (x  ,x  , … ,x  )1 2 n S  2 S  1

n (y  , y  , … , y  )1 2 n (p  , p  , … , p  )1 2 n

n (x  , y  )i i
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E(N+) =   and  V (N+) =
2

n − N  0
 

4
n − N  0

N+

n



ノンパラメトリック検定  661 2標本の比較(Wilcoxon, Mann-Whitney, ...)  

ったと感じるかを単純に申告する場合の調査から，薬の効果があるかどうかを決定するような
ところで使用されるだろう．

符号検定の利点は，よくありがちな，各対応，データ間の差のサイズを考慮に入れないという
ことである．

Wilcoxon の符号順位検定

Wilcoxon は，対応内の差のサイズを考慮に入れる検定を提案した．この検定は，差の符号も関

与するので ウィルコクソンの符号順位検定（Wilcoxon signed rank test）と呼ばれる．

符号検定と同様，すべての対応の差が計算されてから，それらが並べられ，最終的に正の差 
 と負の差   に分けられる．

両方の標本が同じ位置を持つかどうかを示すために用いる統計量は， の合計として定義され
る：

の期待値と分散は：

特定の対応の差が差の中の同値であるか，ヌル差であり得る場合は，次式が成り立つ：

ここで， はヌル差の数， は異なる差の数，  はi番目の異なる差の値に対応する値の数

（これは， をi番目の異なる差の値の同値の数とみなすことと同じである)．

ヌル差や差の中の同値がない場合， であれば，XLSTAT は p値を正確に計算できる
(Lehmann, 1975)．同値がある場合，正規近似が使用される．すなわち：

ここで は，標準化正規分布の分布関数で， は近似の品質を高めるために使用する連続修正（

は検定の性質によって または ）である． が高いほど，近似はより信頼できる．

この検定では，p値のモンテ・カルロ近似も可能である．

S  ,S  , … ,S  1 2 p R  ,R  , … ,R  1 2 m (p + m = n)

S  i

V  =S  S  

i=1

∑
p

i
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E(V  ) =S   and  V (V  ) =
4
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S  

24
n(n + 1)(2n + 1)

E(V  ) =  S 4
n(n + 1) − d  (d  + 1)0 0

V (V  ) =  −  S 24
[n(n + 1)(2n + 1) − d  (d  + 1)(2d  + 1)]0 0 0

48
 (d  − d  )∑

i=1
nd

i
3

i

d  0 nd d  i
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n ≤ 100

P (V  ≤S ν) ≈ Φ  (
 V (V  )S
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p値の計算

さまざまな統計量に対応するp値を計算するために，XLSTAT は複数の方法を提供する：

漸近法: 統計量の分布の漸近近似を用いてp値が得られる．近似の信頼性は，標本の数，

と標本あたりの測定の数に左右される．

正確法: p値の計算は，統計量の正確な分布に基づく．

モンテ・カルロ法: p-値の計算は，無作為再標本化に基づいている．ユーザーは，実行す
る再標本化の回数を指定しなければならない．p値の 信頼区間が提供される．再標本化が
より多く実行されるほど．p値の推定がよくなる．

後者の2つの手法の場合，Excel がフリーズするのを避けるために，XLSTATは，ユーザーが p
値の計算に費やすことを望む最大時間を秒で設定することができる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ / 標本1: 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"でれば，Excel ワークシートでさま
ざまな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が"標本ごとに1列"または"対応のあ
る標本"であれば，最初の標本に対応するデータの列を選択する．

標本識別子 / 標本 2: 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，選択されたデータ
の値が対応する（2つのうちのいずれかの）標本を識別するデータを選択する．選択されたデ
ータの形式が "標本ごとに1列"または"対応のある標本"であれば，2番目の標本に対応するデー
タの列を選択する．
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データ形式: データ形式を選ぶ．

標本ごとに1列/行: 標本ごとに１列（または行モードの場合は行）を選択するには，この
オプションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 各列/行が同数の列/行を含み，各オブザベーションを標本に割り当て
る標本識別子も選択されていると仮定して，XLSTAT に列/行の数だけ検定を実行させる
には，このオプションを有効にする．

対応のある標本: 対応のある標本で検定を行うには，このオプションを有効にする．そし
て，常に標本が同じサイズであることを確認しながら，標本ごとに列（行モードの場合

は行）を選択 する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

Mann-Whitney 検定: Mann-Whitney 検定（解説参照）を実行するには，このオプションを有効

にする．

符号検定: 符号検定（解説参照）を実行するには，このオプションを有効にする．

Wilcoxon の符号順位検定: ウィルコクソンの符号順位検定（解説参照）を実行するには，この
オプションを有効にする．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説参照）．

仮定される差(D): 標本間の仮定される差の値を入力する．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

使用している検定によっては， p値**を計算するのに複数の手法がある．**漸近法，正確 また
は モンテ・カルロ 法から選ぶ（詳細は解説ページを参照）。正確およびモンテ・カルロ法の
場合、p値を計算するのにかけられる最大時間を設定できる。

連続修正: 漸近p値を計算するときにXLSTATに連続性修正を使用させるには，このオプション
を有効にする．

欠損値 タブ:
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欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする． .

チャート タブ:

優勢図: 標本を視覚的に比較するために優勢図(dominance diagram)を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

結果  

XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．

事例  

Mann-Whitney検定の使用法を示すチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/xlstat2mann-whitney?language=ja

符号検定およびウィルコクソン符号検定の実行方法を示すチュートリアルがAddinsoftのウェブ
サイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの対応のある2標本でのWilcoxon符号順位検定チュート
リアル?language=ja

参考文献  

Cheung Y.K. Klotz J.H. (1997). The Mann Whitney Wilcoxon distribution using linked lists.
Statistica Sinica, 7, 805-813.

Hollander M. and Wolfe D. A. (1999). Nonparametric Statistical Methods, Second Edition.
John Wiley and Sons, New York.

Lehmann E.L (1975). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, San
Francisco.

Siegel S. and Castellan N. J. (1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences,
Second Edition. McGraw-Hill, New York.

Wilcoxon F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics, 1, 80-83.

https://help.xlstat.com/s/article/xlstat2mann-whitney?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B2%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AEWilcoxon%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E9%A0%86%E4%BD%8D%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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k標本の比較 (Kruskal-Wallis, Friedman, ...)  
k 個の独立標本 (Kruskal-Wallis 検定および Dunnの手順) または対応のある標本 (Friedmanの検

定および Nemenyiの手順，GPUアクセラレート)を比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

多重比較検定（XLSTAT でANOVAの後に提供される）を使用するために良給される標本が正規

分布しているという仮定を避けるために，ノンパラメトリック検定が提案されている．

パラメトリック検定と同様，独立の標本間（たとえば，3種類の異なる肥糧を与え，類似した
特性を持つ農地での収穫量を比較）と，それらが対応している場合（たとえば，10人の審査員

が3種類の製品に与えたスコアを比較）とを区別する．

k個の独立標本の比較

Kruskal-Wallis 検定 は，正規性の仮定が採用できない場合に，ANOVA の代替として，しばし
ば使用される．これは，k 個の標本 ( )が同じ母集団から得られたか，位置パラメータに
ついて同一の特性を持つ母集団から得られたかを検定 するために使用される．（位置パラメー
タは，概念的に中央値に近いが， Kruskal-Wallis 検定は，中央値によって与えれる位置だけよ
りも，多くの情報を考慮に入れる)．

が標本 iの位置パラメータであるなら，Kruskal-Wallis 検定の帰無仮説 H0 と対立仮説 Ha
は，以下のようになる：

H0: 

Ha: であるような少なくとも1つの対応(i, j)が存在する．

Kruskal-Wallis 検定からのK 統計量の計算は， Mann-Whitney 検定と同様， 個の標本（また
はグループ）が混合されてからのオブザベーションの順位が関与する． は，次式で定義され
る：

k ≥ 2

M  i

M =1 M  =2 … = M  k

M  =i  M  j

K

K

K =    −
N(N + 1)

12

i=1

∑
k

n  i

R  i
2

3(N + 1)
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ここで， は標本 iのサイズ， は の合計， は標本 iの順位の合計である．

のとき，Kruskal-Wallis 検定はMann-Whitney 検定に相当し， は に相当する．

同値がある場合，Mann-Whitney 検定の場合と同様，平均順位が対応するオブザベーションに
使用される．そして， は次式で与えられる：

ここで は異なる値の数で， は各値についてのオブザベーションの数である．

統計量の分布は，自由度( )を持つカイ2乗分布によって近似できる．この近似は，N が
小さいときを除いて信頼できる． 統計量 と標本サイズk に基づく正確なケースの に関する
p値が， の場合について集計された(Lehmann 1975, Hollander and Wolfe 1999)．

k個の対応のある標本の比較

**Friedman 検定**は，正規性の仮定が採用できない場合の2要因のANOVA に対するノン・パラ
メトリックの代替である．これは， サイズ の 個の対応のある標本 )が，同じ母集団か
ら得られたか，または位置パラメータに関して同一の特性を持つ母集団から得られたかを検定

するために用いられる． 2要因のANOVAでよくこの状況があるので，しばしばあるように，
我々はときどき k個の処理と n 個のブロックを持つFriedman 検定について述べる．

が標本 iの位置パラメータであるとすると，Friedman検定の帰無仮説 H0 と対立仮説 Haは
以下となる：

H0: 

Ha: であるような少なくとも1つの対応(i, j)が存在する．

を k 個の対応のある標本のサイズであるとする． Friedman 検定から得られる 統計量は，次

式で与えられる：

ここで は標本 iの順位の合計である．

同値がある場合，平均順位が対応するオブザベーションに使用される．そして， は次式で与

えられる：

ここで はブロック jの異なる値の数で， は各値についてのオブザベーションの数であ
る．

n  i N n  i R  i

k = 2 K W
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12 ∑
i=1
k

i
2

nd(j) d  ij
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Kruskal-Wallis 検定と同様， Qの任意の値に関するp値は，自由度( )を持つカイ2乗分布に
よって近似できる．この近似は， が 30より大きいときに信頼でき，品質は同値の数に依

存する． に関するp値は， (k = 3, n = 15) および (k = 4, n = 8)について集計されている
(Lehmann 1975, Hollander and Wolfe 1999)．

p値の計算

さまざまな統計量に関するp値の計算のために，XLSTAT は複数のオプションを提供する：

漸近法: 統計量の分布の漸近近似を用いてp値が得られる．近似の信頼性は，標本の数，

と標本ごとに測定の数に左右される．

正確法: p値の計算は， 統計量の正確な分布に基づいている．この手法は，同値がない場

合に，Kruskal-Wallis検定で利用できる．

モンテ・カルロ法: p-値の計算は，無作為再標本化に基づいている．ユーザーは，実行す
る再標本化の回数を指定しなければならない．p値の 信頼区間が提供される．再標本化が
より多く実行されるほど．p値の推定がよくなる．

後者の2つの手法の場合，Excel がフリーズするのを避けるために，XLSTATは，ユーザーが p
値の計算に費やすことを望む最大時間を秒で設定することができる．

多重ペアワイズ比較

Kruskal-Wallis または Friedman 検定のいずれかにでは，帰無仮説H0が棄却されるようなp値の
場合，少なくとも1つの標本（またはグループ）がもう1つと異なる．どの標本がH0の棄却に関

与しているかを同定するために，多重比較 手順が使用できる．

Kruskal-Wallis 検定では，3つの多重比較手法がある：

Dunn (1963): 各処理の順位の平均の比較に基づく手法で，順位はKの計算のために使用さ
れる．正規分布が順位の平均の標準化された差の漸近分布として使用される．

Conover and Iman (1999): Dunnの手法に近く，この手法は Student 分布を使用する．こ
れは順位の上で実行されるt 検定に対応する．

Steel-Dwass-Critchlow-Fligner (1984): このより複雑な手法は，Hollander (1999)によって
推奨されている．これは処理の各組み合わせでの順位の再計算を必要とする． Wij 統計

量が各組み合わせについて計算される．そして，XLSTATは漸近分布を用いて対応すp値
を計算する．

Friedman 検定では，1つの多重比較手法がある：

Nemenyi (1963). この手法はDunnの手法に近いが，データの整合を考慮に入れる．
Dunn，Conover-Iman 手法では，  通りの比較があることを考慮に入れるため
に，Bonferroni によって提案された有意水準の補正が適用できる．ペアワイズ比較に使

用される有意水準は：

k − 1
k × n

Q

k(k − 1)/2
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ : 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"でれば，Excel ワークシートでさまざまな
標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が"標本ごとに1列"または"対応のある標

本"であれば，さまざまな標本に対応するデータの列を選択する．

標本識別子 : 選択されたデータの形式が "変数ごとに1列"であれば，選択されたデータの値が対

応するk個の標本を識別するデータを選択する．

データ形式: データ形式を選ぶ．

標本ごとに1列/行: 標本ごとに１列（または行モードの場合は行）を選択するには，この
オプションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 各列/行が同数の列/行を含み，各オブザベーションを標本に割り当て
る標本識別子も選択されていると仮定して，XLSTAT に列/行の数だけ検定を実行させる
には，このオプションを有効にする．

対応のある標本: 対応のある標本で検定を行うには，このオプションを有効にする．そし
て，常に標本が同じサイズであることを確認しながら，標本ごとに列（行モードの場合

は行）を選択 する．

α =′
 

k(k − 1)
2α
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

Kruskal-Wallis 検定: Kruskal-Wallis 検定（解説を参照）を実行するには，このオプションを有

効にする．

Friedman 検定: Friedman 検定（解説を参照）を実行するには，このオプションを有効にす
る．

多重ペアワイズ比較: 多重ペアワイズ比較（解説を参照）を計算するには，このオプションを
有効にする．

Bonferroni 補正: 多重比較にボンフェローニ補正を使用するには，このオプションを有

効にする．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

使用する検定によって， p値を計算するために複数の方法が利用可能である．漸近法，正確

法，**モンテ・カルロ法**のいずれかを選らんでください（詳細は解説を参照）．正確法とモ
ンテ・カルロ法の場合， p値の計算にかけられる最大時間を指定できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  
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XLSTAT が表示する結果は，選択された検定のさまざまな統計量およびそれらから生じる解釈

に関係する．そして，帰無仮説が棄却された場合，その原因となる処置を識別するために，多

重比較の結果が表示される．

事例  

Kruskal-Wallis の検定の使用法を示すチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのKruskal-Wallis検定チュートリアル?language=ja

Friedmanの検定の使用法を示すチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトにある

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのFriedmanノンパラメトリック検定チュートリアル?
language=ja
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Durbin-Skillings-Mack 検定  
（釣合い型または非釣合い型）不完備ブロック計画内で測定されているk個の処理が同一である
か異なるかを検定するには，このツールを使用する（GPUアクセラレート）．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Durbin (1951) によって提案された検定の目的は，ノンパラメトリックな手順を用いて- したが
って，測定値の分布についてどのような仮定も設けずに，釣合い型完備ブロック計画 (BIBD)の
枠組みで実行される調査の結果を厳密に分析できるようにすることである．Skillings および
Mack (1981)は，このアプローチをより一般的な不完備ブロック計画のために拡張した．

ブロック計画

ブロック計画は，1つまたは複数の現象での2つの要因の影響度を調査する計画である．我々は
1つの要因がコントロールできないが目的ではない影響を持つことを知っている． したがっ
て，我々は，一旦データが収集されると，この要因が実行する分析をかく乱しないことを確か
にしたい．この目的で，我々は，その他の要因のさまざまな水準が，各ブロックで正しく表現

されることを確かめる．

ブロック化要因が，製品を評価する審査員であるなら，目的（興味）の要因は調査されている
製品となる．

完備ブロック計画は，各ブロック内で，目的の要因のすべての水準が1回ずつ存在する計画で
ある．官能計画では，すべての製品が各審査員ごとに1回ずつ見られる計画に対応する．

不完備ブロック計画では，ブロック化要因のすべての水準で，目的の要因のすべての水準が存

在するわけではない．目的の要因の各水準が，計画中に同じ回数rだけ存在し，各要因の水準の
各対が同じ回数 だけ存在するなら，その計画は釣り合って（バランスして）いる．

が処理の数， がブロック数， が各ブロック内で測定される処理の数として，釣合い型不完

備ブロック計画を得るには，以下の条件が必要である（ただし十分ではない）ことを示す：

および

λ

t b k

bk = tr



ノンパラメトリック検定  673 Durbin-Skillings-Mack 検定  

Durbin検定およびSkillings-Mack検定

Durbin 検定および  Skillings-Marck 検定は，完備ブロック計画の場合でのみ使用できる
Friedman 検定 (1937) の拡張である．

がt 個の処理に対応するとすると，Friedman 検定と同様，検定で使用される帰

無仮説，対立仮説は下記となる：

 : 個の処理は，異ならない．

 : 少なくとも1つの処理が他と異なる．

Durbin 統計量は次式で与えられる．

ここで  は，ブロック の順位 での処理 の 個のロックでの合計である．

1つまたは複数のブロックで同値がある場合，分散を補正しなければならない：

この統計量は，自由度 の 分布に従って漸近分布するという特性を持つ．  Alvo と
Cabilio (1995) は， Conover (1999)から，より良い特性を持つ修正統計量を提案している．

この統計量は，自由度 および のFisher により，漸近分布する特性を持

つ．

非釣合い型不完備ブロック計画を取り扱うことができるSkillings および Mackの 統計量の計算

は，より複雑である．欠損値は順位の平均に置き換えられ，欠損値を持つブロックには補償重

みが適用される． 統計量は，自由度 のを 分布に漸近的に従う．

p値の計算ues

さまざまな統計量に対応するp値を計算するために，XLSTAT は代替法を提供する：

漸近法: Q 統計量および F 統計量の分布の漸近近似を用いてp 値が得られる．近似の信頼

性は，処理の数とブロックの数に左右される．

モンテ・カルロ法: p値の計算はランダム再標本化に基づく．ユーザーは，再標本化の数

を指定しなければならない． p値の信頼区間が提供される．再標本化が多いほど，p値の

r(k − 1) = λ(t − 1)

T  ,T  , … ,T  1 2 t

H  0 t

H  a

Q =   R  −  

rt(k − 1)(k + 1)
12(t − 1)

j=1

∑
t

( j 2
r(k + 1)

)
2

R  j i R  ij j b

Q =   R  − rC  with A =
A − C

(t − 1) ((
j=1

∑
t

j
2) ) i = 1  R   and C =∑ b

j=1

∑
t

ij
2

 

4
bk(k + 1)

t − 1 χ2

F =  

(b(k − 1) − Q)(b(k − 1) − t + 1)

 (t−1)
Q

t − 1 b(k − 1) − t + 1 F

T

T t − 1 χ2
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推定が良くなる

計算時間が長いので， Excel のフリーズを避けるために，上記の2つの手法では， p値の計算に
かけられる最大時間を設定することができる．

多重ペアワイズ比較

帰無仮説H0 が棄却されるようなp値の場合，最低1つの処理が他と異なる．どの標本が帰無仮

説 H0を棄却する原因であるかを識別するために，**多重比較**手順が使用できる． XLSTAT で
は，Conover (1999)が提案した手順をDurbin検定に使用できる．非釣合い型不完備計画の場

合，利用できる手順はないが，処理を順位づけできるように，平均順位が表示される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

被験者/処理の表: ブロックに対応する各行（または列モードの場合は列）と，処理に対応する
各列（または行モードの場合は行）を選択する．データと共にヘッダが選択された場合は，
“処理ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

処理ラベル: 入力データと共にヘッダが表示された場合は，このオプションを有効にする．

多重ペアワイズ比較: 多重ペアワイズ比較を計算するには，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

p値を計算するために，漸近近似法またはモンテ・カルロ再標本化法（ 解説 を参照）のいずれ
かを選ぶことができる．後者の場合，行いたい再標本化の数と，XLSTATに 再標本化にかけさ
せたい最大時間を設定できる

出力 タブ:

記述統計: 各処理に対応する統計量を計算して表示するには．このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は， 個の処理に対応する記述統計量を表示する．

そして， Durbin 検定（釣合い型不完備ブロック計画の場合）またはSkillings-Mack 検定（不完

備ブロック計画の場合）に対応する結果が表示され，検定の簡単な解釈が続きます．そして，
帰無仮説が棄却された場合は，棄却の原因となる処理を識別するために，多重比較の結果が表

示される．

事例  

Durbin 検定の実行方法を示す事例がAddinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのDurbin検定 -Skillings-Mack-検定チュートリアル ?
language=ja

参考文献  
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Conover W.J. (1999). Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, Wiley.

Durbin J. (1951). Incomplete blocks in ranking experiments. Brit. J. Statist. Psych., 4, 85-90.
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Page 検定  
（釣合い型または非釣合い型）不完備ブロック計画内で測定されているk 個の処理が同一であ
るか，処理の仮ソーティングが望ましいかを検定するには，このツールを使用する（GPUアク
セラレート）．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Page (1963) によって提案されたこの検定の目的は，完備計画の枠組みで実施された調査の結

果を厳密に分析できるようにすること，複数の処理の系列が異ならないとみなされるべきかそ
うでないかを検証すること，あるいは処理の順位づけが意味をなすかどうかを検証することで
ある．Page 検定は，ノンパラメトリック手法であり，したがって，測定値の分布についてど
のような仮定も設定しない．この検定は，対立仮説が処理の順位づけであり，差だけではない
ことにおいて，Friedman検定とは異なる． この検定は，Alvo および Cabilio (2005)によって，
不完備ブロックの場合に拡張された．

ブロック計画

ブロック計画は，1つまたは複数の現象での2つの要因の影響度を調査する計画である．我々は
1つの要因がコントロールできないが目的ではない影響を持つことを知っている． したがっ
て，我々は，一旦データが収集されると，この要因が実行する分析をかく乱しないことを確か
にしたい．この目的で，我々は，その他の要因のさまざまな水準が，各ブロックで正しく表現

されることを確かめる．

ブロック化要因が，製品を評価する審査員であるなら，目的（興味）の要因は調査されている
製品となる．

完備ブロック計画は，各ブロック内で，目的の要因のすべての水準が1回ずつ存在する計画で
ある．官能計画では，すべての製品が各審査員ごとに1回ずつ見られる計画に対応する．

不完備ブロック計画では，ブロック化要因のすべての水準で，目的の要因のすべての水準が存

在するわけではない．目的の要因の各水準が，計画中に同じ回数 だけ存在し，各要因の水準

の各対が同じ回数 だけ存在するなら，その計画は釣り合って（バランスして）いる．

が処理の数， がブロック数，k が各ブロック内で測定される処理の数として，釣合い型不完

備ブロック計画を得るには，以下の条件が必要である（ただし十分ではない）ことを示す：

r

l

t b
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および

Page検定

 が 個の処理に対応するなら，検定で使用する帰無仮説と対立仮説は:

H0 :  個の処理が有意に異ならない．

Ha : 

または

Ha : 

ここで，対立仮説 では，少なくとも1個の不等式が完全である．

Pageが提案した統計量は次式で与えられる:

Pageは，その統計量を集計し，自由度1のカイ2乗分布によって漸近近似を与えた． Conover
(1999) は，標準正規分布に従う同じ統計量の平方根を用いる：

ここで はブロックの数で， は処理の数である．

不完備ブロックの場合，Alvo と Cabilio (2005) が，値が完備ブロックの場合と同一で，漸近的

に同じ特性を持つ代替統計量を提案している．

p値の計算

さまざまな統計量に対応するp値を計算するために，XLSTAT は代替法を提供する：

漸近法: z 統計量の分布の漸近近似を用いてp 値が得られる．近似の信頼性は，処理の数

とブロックの数に左右される．

モンテ・カルロ法: p値の計算はランダム再標本化に基づく．ユーザーは，再標本化の数

を指定しなければならない． p値の信頼区間が提供される．再標本化が多いほど，p値の
推定が良くなる．

計算時間が長いので， Excel のフリーズを避けるために，上記の2つの手法では， p値の計算に
かけられる最大時間を設定することができる．

bk = tr

r(k − 1) = l(t − 1)

T  ,T  , … ,T  1 2 t t

t

T  ≥1 T  ≥2 … ≥ T  t

T  ≤1 T  ≤2 … ≤ T  t

L =  (jR  )
j=1

∑
t

j

z =  

 bt (t − 1)(t + 1)2 2

12L − 3bt(t + 1)2

b t
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多重ペアワイズ比較

帰無仮説H0 が棄却されるようなp値の場合，最低1つの処理が他と異なる．どの標本が帰無仮

説 H0を棄却する原因であるかを識別するために，XLSTAT では，一対比較のp 値を計算するた
めの2つの代替法と共に，Cabilio および Peng (2008)が提案した手順を用いて，**多重比較**手
順が使用できる．またはモンテ・カルロに基づくp値の正規近似を使用することもできる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

被験者/処理の表: ブロックに対応する各行（または列モードの場合は列）と，処理に対応する
各列（または行モードの場合は行）を選択する．データと共にヘッダが選択された場合は，
“処理ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

処理ラベル: 入力データと共にヘッダが表示された場合は，このオプションを有効にする．

多重ペアワイズ比較: 多重ペアワイズ比較を計算するには，このオプションを有効にする．2つ
の方法が提案される：漸近的p値を用いたCabilio および Peng，またはモンテ・カルロ再標本化

から計算されたp値による手順（詳細は解説を参照）．
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オプション タブ:

有意水準 (%):検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

p値を計算するために，漸近近似法またはモンテ・カルロ再標本化法（解説 を参照）のいずれ
かを選ぶことができる．後者の場合，行いたい再標本化の数と，XLSTATに 再標本化にかけさ
せたい最大時間を設定できる．

出力 タブ:

記述統計: 各処理に対応する統計量を計算して表示するには．このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は，k 個の処理に対応する記述統計量を表示する．

そして，Page 検定（完全ブロック計画）またはAlvo および Cabilio の検定の変種（不完備ブロ
ック計画）に対応する結果が表示され，検定の簡単な解釈が続きます．そして，帰無仮説が棄

却された場合は，棄却の原因となる処理を識別するために，多重比較の結果が表示される．

事例  

Page検定の実行方法を示す事例がAddinsoftの ウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのPageノンパラメトリック検定チュートリアル?
language=ja

参考文献  

Alvo M. and Cabilio P. (1995). Testing ordered alternatives in the presence of incomplete data.
Journal of the American Statistical Association , 90 (431), 1015-1024.

Cabilio P. and Peng J. (2008). Multiple rank-based testing for ordered alternatives with
incomplete data. Statistics and Probability Letters, 78, 2609-2613.

Conover W.J. (1999). Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, Wiley.

Page E. B. (1963). Ordered hypotheses for multiple treatments: A significance test for linear
ranks". Journal of the American Statistical Association, 58 (301), 216-230.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEPage%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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CochranのQ検定  
値がバイナリである 個の対応のある標本を比較するには，このツールを使用する（GPU
アクセラレート）．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

CochranのQ 検定は，異なる2つのアプローチを用いて提示されている．何人かの著者は，変数

がバイナリであるときのFriedmanの検定（ 個の対応のある標本の比較)の特殊例として提示し
ており(Lehmann, 1975)，一方他の著者は，周辺同等性（marginal homogeneity ）検定として
提示している(Agresti, 1990)．

結果として， Cochran’の 検定の帰無仮説H0と対立仮説Ha は，

H0: 個の処理が異ならない．

Ha: 最低1 個の処理が他と異なる．

または，

H0: 個の分布が周辺同等性を持つ．

最初のアプローチが最もよく使用されるので，XLSTATはそれを使用する．比較されている 個

の標本には，“treatment（処理，処置）”の用語が選択されている．

2とおりの入力データ：

“原” 形式でデータを選択できる．この場合，各列は処理に対応し，各行は被験者（また
は個人，またはブロック）に対応する．

“グループ化” 形式でデータを選択することもできる．これは，各列が処理に対応し，各

行がk 個の処理の一意な組み合わせに対応する．そして，各組み合わせに対応する度数を
選択する必要がある（ダイアログ・ボックスの“度数” フィールド）．

k ≥ 2

k

Q

k

k

k
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p値の計算

さまざまな統計量に対応する p値を計算するために，XLSTATは複数の方法を提供する：

漸近法: 統計量の分布の漸近近似を用いてp値が得られる．近似の信頼性は，標本の数，

と標本ごとに測定の数に左右される．

正確法: p値の計算は，統計量の正確な分布に基づく．

モンテ・カルロ法: p値の計算は，無作為再標本化に基づいている．ユーザーは，実行す
る再標本化の回数を指定しなければならない．p値の 信頼区間が提供される．再標本化が
より多く実行されるほど．p値の推定がよくなる．

多重対比較

帰無仮説H0 が棄却されるようなp値の場合，最低1つの処理が他と異なる．どの標本が帰無仮

説 H0を棄却する原因であるかを識別するために，**多重比較**手順が使用できる．XLSTAT
は，Marascuilo および McSweeney(1977)オプションを用いることを提案するが，Bonferroni補
正によるMcNemar検定も利用可能である．

多重対比較

Cochran検定のH0仮説が棄却されるとき，少なくとも1つの処理が他とは有意に異なると結論

づけられる．処理を対で比較することが興味深いかもしれない．このため，XLSTATは2種類の
手法を提案する:

Sheskin (2011) で説明されていて，Marascuilo and McSweeney (1977)が最初に開発した
手法 Critical difference (Sheskin) . この手法は，臨界値 を計算する．2つの処理の
間の比率での差が， よりも大きいとき，2つの処理の間に有意差があると結論づけ
る．

McNemar(Bonferroni) 手順は，さまざまな処理の対の間でMcNemar検定を実行し，
Bonferroni補正を適用する．この補正は， 有意水準を合計比較数( )
で割ることから構成されている．McNemar検定のp値は，計算された統計量の分布の漸

近近似によって得られる．連続性補正も適用される．詳細は McNemar検定 を参照．

2つの処理のデータのみが比較される多重McNemar検定に反して，Critical difference
(Sheskin) 法（臨界差法）が，すべての処理を考慮に入れて臨界値が計算されるので望ましい
オプションである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

CD

CD

alpha k × (k − 1)/2
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

被験者/処理の表: 各行（または列モードの場合は列）が被験者に対応し，各列（または列モー
ドの場合は行）が処理に対応する表を選択する．ヘッダがデータとともに選択されている場合

は，“処理ラベル” または “ラベルを含む” がチェックされていることを確認する．

データ形式：

被験者/処理の表：

原: 入力データが（グループ化に反して）生の形式である場合は，このオプションを選

ぶ．

: グループ化: 各行が処理の一意な組み合わせに対応する要約表のデータの場合は，このオプシ
ョンを選ぶ．そして，各組み合わせに対応する度数を選択する必要がある（以下の“度数” を参

照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

処理ラベル: 入力データとともにヘッダが選択されている場合は，このオプションを有効にす
る．

重み: 処理の組み合わせに対応する重みを選択する．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択されている場合，"処理ラベル" オプションが有効であることを確認する．

多重対比較: 多重ペアワイズ比較を計算するには，このオプションを有効にする．2つの手法が
提案されている: Critical difference (Sheskin) または McNemar (Bonferroni)（詳細は解説を
参照）．
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オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

使用される検定によって， p値を計算する方法が複数ある．漸近, 正確またはモンテカルロ法の
中から選ぶ（詳細は解説を参照）．正確とモンテカルロ法の場合は、 p値を計算するのにかけ
られる最大時間を設定することができる．

出力 タブ:

記述統計: 各処理に対応する統計量を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は， 個の処理に対応する記述統計量を表示する．

そして，Cochranの 検定の結果が表示され，検定の短い解釈が続く．

事例  

Cochranの 検定を実行する方法を示す事例が， Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのCochranのQ検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York.

Cochran W.G. (1950). The comparison of percentages in matched samples. Biometrika, 37,
256-266.

Lehmann E.L (1975). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, San
Francisco.

Marascuilo L.A. and McSweeney M. (1977). Nonparametric and Distribution- Free Methods for
the Social Sciences. Brooks/Cole, Monterey, CA.

Sheskin, D.J. (2011). Handbook of Parametric and Non-Parametric Statistical Procedures. 5th
Edition, Chapman & Hall/CRC, London.

k

Q

Q

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AECochran%E3%81%AEQ%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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McNemarの検定  
値がバイナリである対応のある2標本を比較するには，このツールを使用する．データは 2x2
分割表に要約できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

参考文献

解説  

McNemarの検定は，2つの処理のみがあるときの Cochranの Q 検定の特殊例である．Cochran
のQ 検定と同様，目的の変数はバイナリである．ただし，McNemarの検定は，2つの利点を持

っている：

- 正確な p値を得ることができる (Lehmann, 1975)；

- 2x2 分割表でデータを要約できる．

両側検定の場合，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha)は：

H0: 処理 1 = 処理 2

Ha: 処理 1  処理 2

片側検定の場合，左側（下側）検定と右側（上側）検定を区別する必要がある．左側検定で
は，以下の仮説を用いる：

H0: 処理 1 = 処理 2

Ha: 処理 1 < 処理 2

右側検定では，以下の仮説を用いる：

H0: 処理 1 = 処理 2

Ha: 処理 1 > 処理 2

入力データには3とおりの形式がある：

- “原” 形式でデータを選択できる．この場合，各列は処理に，各行は被験者（または個人，ま
たはブロック）に対応する．

- “グループ化” 形式でデータを選択することもできる．これは，各列が処理に，各行がk 個の処

理の一意な組み合わせに対応する．そして，各組み合わせに対応する度数を選択する必要があ

 =
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る（ダイアログ・ボックスの “度数” フィールド）．

- 2行と2列の分割表を選択することもできる．これを選んだ場合，1番目と2番目の処理がそれ
ぞれ行と列に対応するとみなされる．陽性反応のケース（成功）は，1番目の処理が分割表の
最初の行，2番目の処理が最初の列に対応するとみなされる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

被験者/処理の表 / 分割表 (2x2): “被験者/処理の表”の場合，各行（列モードの場合は列）が被験

者に，各列（列モードの場合は行）が処理に対応する表を選択する． “分割表”の場合，その分

割表を選ぶ．データとともにヘッダが選択されている場合，“処理ラベル” または“ラベルを含

む” がチェックされていることを確認する．

データ形式:

被験者/処理の表: データが被験者/処理の表に対応する場合は，このオプションを選ぶ．

原: 入力データが（グループ化に反して）生の形式である場合は，このオプションを選

ぶ．

グループ化: 各行が処理の一意な組み合わせに対応する要約表のデータの場合は，このオ
プションを選ぶ．そして，各組み合わせに対応する度数を選択する必要がある（以下

の“度数” を参照）．

分割表 (2x2): データが2x2 分割表で利用可能な場合は，このオプションを有効にする．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

処理ラベル/ラベルを含む: 入力データとともにヘッダが選択されている場合は，このオプショ
ンを有効にする．分割表の場合は，このオプションが選択されると，行と列のラベルが選択さ
れなければならない．

重み: 処理の組み合わせに対応する重みを選択する．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択されている場合，"処理ラベル" オプションが有効であることを確認する．

陽性反応コード: 実験において陽性反応に対応する値を入力する．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に用いる対立仮説を選ぶ（解説参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

正確な p値: 正確な p値を計算するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

このタブは，“被験者/処理の表” 形式が選ばれたときのみに，表示される．

記述統計: 各処理に対応する統計量を計算して表示するには，このオプションを有効にする．
分割表: 2x2 分割表を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: この表は，2つの処理に対応する記述統計量を表示する．

分割表: 入力データから構築された2x2 分割表が表示される．

そして，McNemarの検定の結果が表示され，検定の短い解釈が続きます．

事例  

McNemar 検定の実行の仕方を示す事例が，Addinsoftの ウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMcNemar検定チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMcNemar%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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参考文献  

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York.

McNemar Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated
proportions or percentages. Psychometrika, 12, 153-157.

Lehmann E.L (1975). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, San
Francisco.
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Cochran-Mantel-Haenszel 検定  
2つのカテゴリカル変数が交差する実験に対応する一連の分割表の複数の値をとる制御変数と
の独立性の仮説を検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

新しい抗真菌薬の仕事をしている研究所の場合を想像してみよう．適切な投与量と投与形態を
定義するために，4つの投与水準と2種類の投与形態（軟膏と噴霧ジェル）で実験が行われる．
各投与水準について，20人の患者で，各提示を等しく分割して，試験が行われる．実験者は，
各患者について処理が有効か否かを記録する．したがって，結果は3次元の分割表の形式，ま
たはより簡単には4つ の2元分割表の形式である．投与量に対応する変数が，制御変数である．

実験者は4つの分割表の合計から得られる表で独立性の検定を行おうとするかもしれないが，
この場合，回答者の最大数による副分割表が独立のケースに対応し，一方，他の表はまったく
対応しないするを持つという唯一の理由から，独立性があると結論づけるだろう．

Cochran (1954) そして Mantel および Haenszel (1959) は，表がお互いに独立である（各投与

で患者が異なる）という事実を考慮に入れながら，かつ，分割表での独立性の標準の検定と同

様，各表の周辺度数で条件付けすることにより，分割表の行と列の間で独立性があるかないか
を検定できる検定を開発した．

一般的にCochran-Mantel-Haenszel (CMH) 検定と名付けられたこの検定は，次式で定義される
統計量に基づく:

この統計量は，自由度 1を持つカイ2乗分布に漸近的に従う．したがって を知ることにより
p値を計算でき，Type Iの危険度， を知ることにより臨界値を決定することができる．また，
分割表での独立性の検定と同様，分割表が 2x2のサイズであれば，正確なp値を計算することも
できる． の代わりに絶対値と の引き算， による除算を用いることは，
Mantel および Haenszelが提案した連続修正に対応する．これの使用を強く推奨する．XLSTAT
では，これを使用する（デフォルト）か，または使用しない選択ができる．

M 2
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測定者が左上のセルで，実測値と独立性に対応する期待値の間の差を測定し，そしてそれらの
差を合計することに気づくだろう．差が1つの表からもう1つの表で逆の方向であれば，各表内

で従属性があるにもかかわらず，独立性があると結論づけるだろう（第二種の 過誤）． この
状況は，3つの変数の間で3要因の交互作用（three-way interaction）があるときに起きる．この
検定は注意深く使用されるべきである．

Cochran-Mantel-Haenszel 検定は，Birch (1965)，Landisら (1978) および Mantel とByar (1978)
によって， と が2より大きい場合の 分割表の場合に一般化された． の計算はより
複雑であるが，それでも自由度  を持つ に漸近的に従う統計量を導く．

独立性に対するそれらの寄与度の知見を得るために，個々の分割表について，Cramerの Vの分

析を CMH 検定とは別に実行することを推奨する． XLSTAT は，可能であれば，つまり，ヌル
周辺度数がない場合は，各分割表について， Cramerの ， ，および対応するp値を伴う表

（2x2表では正確で，より高い次元の表では漸近的）を自動的に表示する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合（列モード）は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみな
す．右向きの矢印の場合（行モード）はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみな
す．

一般 タブ:

分割表: 選択されたデータ形式が "分割表"の場合， 個の分割表を選択し，そして層の数を入

力して の値を指定する．

変数 1: 選択されたデータ形式が "変数"の場合，分割表を構築するために用いる1番目の質的変

数に対応するデータを選択する．

変数 2: 選択されたデータ形式が "変数"の場合，分割表を構築するために用いる2番目の質的変

数に対応するデータを選択する．

R C RxC M 2

(L − 1)(C − 1) χ2

V χ2

k

k
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層: 選択されたデータ形式が “変数”の場合，さまざまな層に対応するデータを選択する．

データ形式: データ形式を選択する．

分割表: データが順次1個ずつ 個の分割表の集合として利用できる場合は，このオプショ
ンを有効にする．

変数: データが，各オブザベーションで1行で，さまざまな層に対応して1変数（制御変

数）で，2つの質的変数として利用できる場合は，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を格納する場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

正確なp値: 可能な場合（の解説の節を参照），正確なp値を計算するには，このオプションを
有効にする．

対立仮説: 2x2 表の集合で計算された正確なp-値の場合での検定に使用される対立仮説を選ぶ
（解説を参照）．

共通オッズ比: 仮定される共通オッズ比の値を入力する．

連続修正: 正確なp値の計算がリクエストされなかったか，可能でない場合（解説を参照）に，
XLSTATに連続修正を使用させるには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

結果  

Cochran-Mantel-Haenszel 検定の結果が表示されて，検定の短い解釈が続きます．

事例  

k
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Cochran-Mantel-Haenszel 検定の使用法を示すチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトに
ある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excel での Cochran-Mantel-Haenszel 検定チュートリアル ?
language=ja

参考文献  
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1標本のラン検定  
一連のバイナリ・イベントがランダムに分布しているか否かを検定するには，このツールを使

用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

参考文献

解説  

この検定の最初のバージョンはMood (1940) によって提示され， Wald と Wolfowitz (1940)によ
る2標本の検定と同じラン統計量に基づく．これが，この検定がときどき間違ってWald and
Wolfowitz のラン検定と呼ばれる理由でもある．しかしながら，Moodの論文はWald and
Wolfowitz の論文を参照しており，統計量の漸近分布は，これらの著者によって与えられた結

果も使用している．

ラン（連）とは，異なるイベントまたは無イベントが前後する同一のイベントの連続である．
ここで用いるラン検定は，2項変数のみに適用される．たとえば，ABBABBBの中には，4つの
ラン（A，BB，A，BBB）がある．

XLSTAT は，連続値データまたは，2項カテゴリカル・データを入力して受け入れる．連続値デ
ータについては，データをバイナリの標本に変換するように，ユーザーがカット・ポイントを
選らばなければならない．

特定の構造が識別できないなら，標本はランダムに分布しているとみなされる．極端なケース
は，左側に1種類のすべてのオブザベーション，そして右側に残りのすべてのオブザベーショ
ンがある反発と，2種類の要素ができるだけ互い違いにある交互である．前出のケースでいう
と，反発は  “AABBBBB” または  “BBBBBAA”のようになり，交互は  “BABABBB” とか
“BABBABB” とか “BBABABB” とか “BBABBAB” とか “BBBABAB”である．

両側検定の場合，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha)は：

H0: データはランダムに分布している．

Ha: データはランダムに分布していない．

片側検定の場合，左側（下側）検定と右側（上側）検定を区別する必要がある．左側検定で
は，以下の仮説を使用する：

H0: データはランダムに分布している．

Ha: 2種類のイベントの間で反発がある．
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右側検定では，以下の仮説を用いる：

H0: データはランダムに分布している．

Ha: 2種類のイベントは交互である．

ラン R の数の期待値は，次式で与えられる：

E(R) = 2mn/N

ここで m はタイプ1のイベントの数で， n はタイプ 2のイベントの数で，N は合計の標本サイ
ズである．

ラン R の数の分散は，次式で与えられる：

V(R) = 2mn(2mn – N)/[N²(N-1)]

R の最小値は，常に 2である．最大値は，2Min(m, n) – tで与えられる．ここで t は ， m=nなら
1で，それ以外は 0 である．

rが標本で測定されたランの数であるなら，m または n が無限に近づくとき，漸近的に次式と
なることがWald と Wolfowitz によって示されている．

ここで  は，標準正規分布である．

XLSTATは，p値を計算する3つの方法を提供する．p値は以下に基づいて計算できる：

Rの正確な分布，

Rの漸近分布，

P 個のモンテ・カルロ並べ替えに基づく近似された分布．可能な並べ替えの数が高い
（それはN!に等しい）ので，近似が精密になるように，P は高い値に設定しなければな
らない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

 →
 V (R)

(r − E(R))
N(0, 1)

N(0, 1)
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: 分析するデータの系列に対応するデータの列（列モードでは行）を選択する．

データ・タイプ: データのタイプを選択する．

量的: 量的データの1列（列モードでは行）を選択するには，このオプションを有効にす
る．そして，データが，カット・ポイント（下記参照）の基準で変換される．

質的: バイナリ・データの1列（列モードでは行）を選択するには，このオプションを有

効にする．

カット･ポイント: 連続値データをバイナリ標本に離散化するのに使用する値のタイプを選んで
でください．

平均: オブザベーションは，平均より低いか高いかで2つのグループに分割される．

中央値: オブザベーションは，中央値よりも低いか高いかで2つのグループに分割され
る．

ユーザー定義: データを変換するために使用する値を入力するには，このオプションを選

択して，値を入力する．オブザベーションは，所与の値よりも低いか高いかで2つのグル
ープに分割される．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説参照）．
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有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

正確なp値: 正確なp値（解説参照）をXLSTATに計算させたい場合は，このオプションを有効に
する．

漸近p値: 漸近近似に基づいたp値（解説参照）をXLSTATに計算させたい場合は，このオプショ
ンを有効にする．

連続修正: 漸近 p値を計算するときに連続修正をXLSTAT に使用させるには，このオプションを
有効にする．

モンテ・カルロ法: モンテ・カルロ法に基づいてXLSTAT にp値を計算させたい場合は，このオ
プションを有効にして，実行する無作為並べ替えの回数を入力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

結果  

1標本ラン検定の結果が表示されて，検定の短い解釈が続きます．

参考文献  

Mood A. M. (1940). The distribution theory of runs. Ann. Math. Statist. , 11(4), 367-392.

Siegel S. and Castellan N. J. (1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences,
Second Edition. McGraw-Hill, New York, 58-54.

Wald A. and Wolfowitz J. (1940). On a test whether two samples are from the same
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外れ値の検定  
Grubbs 検定  
正規分布に従う母集団から抽出されたと仮定する標本中に1つまたは2つの外れ値が存在するど
うかを検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Grubbs (1950, 1969, 1972) は，最も高い値または最も低い値が外れ値であるか否か（Grubbs
検定），またはダブルGrubbs検定では，最も高い2つの値または最も低い2つの値が外れ値であ
るか否かを判定するために，複数の検定を開発した．この検定は，データが正規分布に従う集

団から抽出された標本に対応すると仮定する．

外れ値の検出

統計学では，外れ値とは任意の変数について記録された値で，他の値よりも並はずれて疑わし
く低いか高いと見られる値である．2種類の外れ値を区別することができる：

外れ値は，単純に（計測器での）読み取り誤差，（キーボード）記録誤差，または観察

された現象を他と比較にならないようにかく乱した特別なイベントによるものであリ得

る．このような場合，もし可能であれば，外れ値を訂正するか，さもなくば，それが計

画された分析（記述分析，モデリング，予測）をかく乱するのを避けるために除去しな
ければならない．

また，外れ値は，特殊なイベントに起因する場合があるが，しかし，それでも既知であ
るか，調査することが興味深い場合がある．たとえば，川の水で特定のバクテリアの存

在を調査している場合，バクテリアのない標本やたくさんのバクテリアを持つ標本があ
るかもしれない．もちろん，これらのデータは，保持することが重要である．使用する
モデルは，潜在的なバラツキを反映するべきである．

データ中に外れ値がある場合，調査のステージによって， 我々は，できる限り検定を用いて，
レポート中でそれらを（表またはグラフィカルな表現で）フラグづけし，削除するか，それら
を取り扱える手法を用いるなどして識別しなければならない．
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外れ値を識別するには，さまざまなアプローチがある．たとえば，伝統的な線形回帰では，
Cookの d 値を使用するか，あるいは，1つまたは2つの値が異常であるかどうかを見るため
に，Grubbs 検定で標準化残差を検証することができる．伝統的な Grubbs 検定は，1個の外れ
値の識別をサポートするが，ダブル Grubbs 検定は，2個識別することができる．同じ標本でこ
れらを繰り返し使用することは推奨されていない．しかしながら，2個を超える外れ値がある
と本当に疑わしいなら適切な場合もある．

定義

を正規分布 に従うと仮定する集団から抽出された標本である
とする．パラメータ と が，それぞれ次式で推定される：

我々は次のように定義する：

および

Grubbs 検定（1個の外れ値）

1個の外れ値に関するGrubbs 検定で使用する統計量は：

左片側検定の場合:

右片側検定の場合:

両側検定の場合:

両側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

x  ,x  , … ,x  , … ,x  1 2 i n N(μ, s )2

μ s2

  

x

s2

=   x  

n

1

i=1

∑
n

i

=   (x  − )
n − 1

1

i=1

∑
n

i x 2

x  =max arg max  (x  )i=1…n i

x  =min arg min  (x  )i=1…n i

G  =min  

s

− x  x min

G  =max  

s

x  −max x

G = max(G  ,G  )min max
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H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も低い値または最も高い値が外れ値である．

左片側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も低い値が外れ値である．

右片側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も高い値が外れ値である．

帰無仮説が棄却される任意の有意水準 （通常5%）で，上側のしきい値を与える臨界値の近似

は，次式で与えられる:

ここで は， の自由度を持つ  でのStudent 累積分布関数の逆数の値

で，片側検定ではk は n に等しく，両側検定では2n に等しい．我々は，この値を標本で計算さ
れた G 統計量と比較でき， が G （または または ）よりも大きいならば，H0
を保持でき，それ以外は棄却できると推論する． 近似から， Gに対応するp値の近似も推

定できる．XLSTAT は，これらのすべての結果と，ユーザーが与える有意水準に基づく結論を
表示する．

ダブル Grubbs 検定

この検定では，まず xi のオブザベーションを選別する．ダブル Grubbs 検定で使用される統計

量は，次式で与えられる:

左片側検定:

ただし:

右片側検定:

α

G  crit

G  (n,α) ≈crit  

 n − 2 + t
n−2,1−α/k
2

(n − 1)t  n−2,1−α/k

t  n−2,1−α/k n − 2 1 − α/k

G  crit G  min G  max

G  crit

G2  =min  

(n − 1)s
Q  min

Q  =min  (x  −
i=3

∑
n

i  ) ,  =x3
2 x3   x  

n − 2
1

i=3

∑
n

i
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ただし:

両側検定:

両側検定では，帰無仮説 (H0)と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も小さい2つの値または最も大きい2つの値が外れ値である．

左片側検定では，帰無仮説l (H0) と対立仮説 (Ha) は, 次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も小さい2つの値が外れ値である．

右片側検定では，帰無仮説l (H0) と対立仮説 (Ha) は, 次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も大きい2つの値が外れ値である．

Wilrich (2013) は，任意の有意水準 でH0を棄却する上限の 臨界値の近似を与えている．
しかしながら， XLSTAT は，モンテ・カルロ・シミュレーションに基づく近似を与える． デフ
ォルトのシミュレーション回数は，Grubbsのオリジナル論文で利用可能なよりも高い正確度が
得られる1000000回に設定されている．同じ複数のシミュレーションを用いて， XLSTAT は，
計算された 統計量に対応する p値と，ユーザーが与える有意水準を考慮に入れた検定の結論

を提供する．

Zスコア

潜在的な外れ値を識別することを助けるために，XLSTAT によりZスコアが表示される ．Zスコ
アは，標準化された標本と一致する:

これらのスコアの問題は，受容区間が設定されると（通常，95%区間で-1.96 から 1.96），そ
の外側にあるどの値でも，疑わしいとみなされる．しかしながら，我々は，もし100 個の値が
あって，この区間の外側に5 個の値があることは，統計的に正常であることを知っている．さ

G2  =max  

(n − 1)s
Q  max

Q  =max  (x  −
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∑
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i  ) ,  =xn−2
2 xn−2   x  
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1
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∑
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i
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α G2  crit

G2
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s
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らに，任意の n個について，最高の zスコアが最大でも次式により与えられることを示すこと
ができる:

Iglewicz と Hoaglin (1993) は，よりよく外れ値を識別するために，修正zスコアを使用すること
を推奨している:

ここで MAD は，中央値絶対偏差（Median Absolute Deviation）．受容区間は，nが何であれ，
]-3.5 ; 3.5[ で与えられる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: Excel シート上でデータを選択する．複数の列を選択している場合， XLSTAT は，列

（または行モードでは行）が標本に対応するとみなす．データとともにヘッダが選択された場

合，“列ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

arg max  z  ≤i=1…n i  

 n

n − 1

z  =i 0.6745  , (i =
MAD

x  −i x
1, … ,n)
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

データ上で適用する検定を選ぶ:

Grubbs 検定: 1個の外れ値を識別するために，Grubbs 検定を実行するには，この検定を
選択する．

ダブル Grubbs 検定: 2個の外れ値を識別するために，Grubbs 検定を実行するには，この
検定を選択する．

オプション タブ:

対立仮説: 検定で使用する対立仮説を選ぶ（解説参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

繰り返し: 選択された検定をデータに限定された回数だけ（デフォルト1）適用したいか，外れ
値が見つからなくなるまでXLSTAT に繰り返しさせたいかを選ぶ．

臨界値 / p値: 臨界値と p値を計算するために，モンテ・カルロ・シミュレーションを実行する
回数を入力する．このオプションは，ダブルGrubbs検定でのみ利用可能である．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

Zスコア: zスコアと対応するグラフを計算して表示するには，このオプションを有効にする．**
修正済みzスコア**または標準の**zスコア**のいずれかを選ぶことができる． zスコアについ
て，グラフに表示する限界を選ぶことができる．

結果  

記述統計: この表は， k 個の標本に対応する記述統計量を表示する．
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そして，**Grubbs 検定**の結果が表示される．1回の検定の繰り返しがリクエストされた場

合，または外れ値として識別されたオブザベーションがなかった場合は，検定の解釈が提供さ
れる．

複数回の繰り返しがリクエストされた場合，各オブザベーションについて，それがどの繰り返

しで標本から除去されたかを示す表も表示する．

そして，リスエストされた場合は， zスコアが表示される．

事例  

Grubbs 検定の使用法を示すチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelで外れ値を検出するGrubbs 検定チュートリアル ?
language=ja

参考文献  
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Dixon検定  
正規分布に従う集団から抽出されたと仮定する標本中に1つまたは2つの外れ値が存在するかど
うかを検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

実際には，選ばれる統計量と識別する外れ値の数によって6つの検定に区分される Dixon 検定

(1950, 1951, 1953)は，標本の最も高い値または最も低い値，または2個の最も高い値，2個の
最も低い値が外れ値とみなされるか否かを判定することを助けるために開発された． この検定

は，データが正規分布に従う集団から抽出されたことを仮定する．

外れ値の検出

統計学では， 外れ値とは任意の変数について記録された値で，他の値よりも並はずれて疑わし
く低いか高いと見られる値である．2種類の外れ値を区別することができる：

- 外れ値は，単純に（計測器での）読み取り誤差，（キーボード）記録誤差，または観察され
た現象を他と比較にならないようにかく乱した特別なイベントによるものであリ得る．このよ
うな場合，もし可能であれば，外れ値を訂正するか，さもなくば，それが計画された分析（記

述分析，モデリング，予測）をかく乱するのを避けるために除去しなければならない．

- また，外れ値は，特殊なイベントに起因する場合があるが，しかし，それでも既知である
か，調査することが興味深い場合がある．たとえば，川の水で特定のバクテリアの存在を調査

している場合，バクテリアのない標本やたくさんのバクテリアを持つ標本があるかもしれな
い．もちろん，これらのデータは，保持することが重要である．使用するモデルは，潜在的な
バラツキを反映するべきである．

データ中に外れ値がある場合，調査のステージによって， 我々は，できる限り検定を用いて，
レポート中でそれらを（表またはグラフィカルな表現で）フラグづけし，削除するか，それら
を取り扱える手法を用いるなどして識別しなければならない.

外れ値を識別するには，さまざまなアプローチがある．たとえば，伝統的な線形回帰では，
Cookの d 値を使用するか，あるいは，1つまたは2つの値が異常であるかどうかを見るため
に，Grubbs 検定で標準化残差を検証することができる．伝統的な Grubbs 検定は，1個の外れ
値の識別をサポートするが，ダブル Grubbs 検定は，2個識別することができる．同じ標本でこ
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れらを繰り返し使用することは推奨されていない．しかしながら，2個を超える外れ値がある
と本当に疑わしいなら適切な場合もある．

定義

を正規分布 に従うと仮定する集団から抽出された標本である
とする．パラメータ と が，それぞれ推定される：

および

我々は， が選別されていると仮定する．

1個の外れ値のためのDixon検定

最も高い値または最も低い値が外れ値であるとみなせるかどうかを判断するには，この検定を
使用する．この検定は，データが正規分布に従う集団から得られた標本であることを仮定す
る．

Dixon 検定で使用する統計量と． (Barnett and Lewis 1994 and Verma and Quiroz-Ruiz 2006)
で使用されている対応するオブザベーションの数の範囲は：

T - , recommended for , also named N7

- , recommended for , also named N9

- , recommended for , also named N10

これらの統計量は，最大値が外れ値かどうかを検定するのに有効である．最小値が外れ値かど
うかを識別するには，単純にデータを降順に並べて，同じ統計量を使用すればよい．最小値ま
たは最大値が外れ値かどうかを識別したい場合は．2つの対立仮説（昇順と降順）について統

計量を計算して，統計量の最も大きい値を保持する．

両側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

H0:標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 最も低い値または最も高い値が外れ値である．

左片側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

x  ,x  , … ,x  , … ,x  1 2 i n N(μ,σ )2

μ σ2

=x̄  

n

 x  ∑i=1
n

i

s =2
 

(n − 1)
 (x  − )∑i=1

n
i x̄ 2

x  i

R  =10  

x  −x  n 1

x  −x  n n−1 3 ≤ n ≤ 100

R  =11  

x  −x  n 2

x  −x  n n−1 4 ≤ n ≤ 100

R  =12  

x  −x  n 3

x  −x  n n−1 5 ≤ n ≤ 100
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Ha: 最も低い値が外れ値である．

右片側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる:

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない

Ha: 最も高い値が外れ値である．

2個の外れ値のためのDixon検定

この検定は，2つの最も高い値または2の最も低い値が外れ値であるかどうを判断するために使

用する．この検定は，データが正規分布に従う集団から得られた標本であることを仮定する．

Dixon 検定で使用する統計量と． (Barnett and Lewis 1994 and Verma and Quiroz-Ruiz 2006)
で使用されている対応するオブザベーションの数の範囲は：

- , で推奨され, N11ともいう．

- , で推奨され, N12ともいう

- , で推奨され, N13ともいう

これらの統計量は，最大値が外れ値かどうかを検定するのに有効である．最小値が外れ値かど
うかを識別するには，単純にデータを降順に並べて，同じ統計量を使用すればよい．最小値ま
たは最大値が外れ値かどうかを識別したい場合は．2つの対立仮説（昇順と降順）について統

計量を計算して，統計量の最も大きい値を保持する．

両側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる：

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 2つの最も低い値または最も高い値が外れ値である．

左片側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる：

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 2つの最も低い値が外れ値である．

右片側検定では，帰無仮説 (H0) と対立仮説 (Ha) は，次のとおりとなる：

H0: 標本は，どのような外れ値も含まない．

Ha: 2つの最も高い値が外れ値である．

Dixon検定の臨界値とp値

文献は，任意の有意水準 で，それを超えると帰無仮説を保持できない臨界値のおおよそ正確

な近似を提供している．しかしながら，XLSTAT は，モンテ・カルロ・シミュレーションに基

づく臨界値の近似を提供する．これらの近似の回数は，デフォルトでは1000000回に設定され

R  =21  

x  −x  n 2

x  −x  n n−2 4 ≤ n ≤ 100

R  =21  

x  −x  n 2

x  −x  n n−2 5 ≤ n ≤ 100

R  =22  

x  −x  n 3

x  −x  n n−2 6 ≤ n ≤ 100
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ており，過去の論文で提供されているよりも高い信頼性を提供する．また， XLSTATは，これ
らのシミュレーションを基盤として， p値やユーザーが選んだ有意水準での検定の結論を提供

する．

Zスコア

潜在的な外れ値を識別することを助けるために，XLSTAT によりZスコアが表示される ．Zスコ
アは，標準化された標本と一致する：

これらのスコアの問題は，受容区間が設定されると（通常，95%区間で-1.96 から 1.96），そ
の外側にあるどの値でも，疑わしいとみなされる．しかしながら，我々は，もし100 個の値が
あって，この区間の外側に5 個の値があることは，統計的に正常であることを知っている．さ
らに， 任意の 個について，最高の zスコアが最大でも次式により与えられることを示すこと
ができる：

Iglewicz と Hoaglin (1993) は，よりよく外れ値を識別するために，修正zスコアを使用すること
を推奨している：

ここで MAD は，中央値絶対偏差（Median Absolute Deviation）．受容区間は，nが何であれ，
]-3.5 ; 3.5[ で与えられる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

z  =i  (i =
s

x  −i x
1, … ,n)

n

arg max  z  ≤i=1…n i  

 n

n − 1

z  =i 0.6745  (i =
MAD

x  −i x
1, …n)
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす

一般 タブ:

データ: Excel シート上でデータを選択する．複数の列を選択している場合， XLSTAT は，列

（または行モードでは行）が標本に対応するとみなす．データとともにヘッダが選択された場

合，“列ラベル” オプションがチェックされていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

データに適用する検定を選ぶ：

ユーザー定義: 外れ値を識別するために使用したい統計量を選択できるようにするには，
このオプションを選ぶ．

自動: 文献 (Böhrer, 2008)で推奨されている方法に基づいて，XLSTATに適切な統計量を
選ばせるには，このオプションを選ぶ．

オプション タブ:

対立仮説: 検定で使用する対立仮説を選ぶ（ 解説を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

繰り返し: 選択された検定をデータに限定された回数だけ（デフォルト1）適用したいか，外れ
値が見つからなくなるまでXLSTAT に繰り返しさせたいかを選ぶ．

臨界値 / p値: 臨界値と p値を計算するために，モンテ・カルロ・シミュレーションを実行する
回数を入力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．
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出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

Zスコア: zスコアと対応するグラフを計算して表示するには，このオプションを有効にする．**
修正済みzスコア**または標準の*zスコア*のいずれかを選ぶことができる． zスコアについて，
グラフに表示する限界を選ぶことができる．

結果  

記述統計: この表は， k 個の標本に対応する記述統計量を表示する．

そして，**Dixon検定**の結果が表示される．1回の検定の繰り返しがリクエストされたｋ，ま
たは外れ値として識別されたオブザベーションがなかった場合は，検定の解釈が提供される．

複数回の繰り返しがリクエストされた場合，各オブザベーションについて，それがどの繰り返

しで標本から除去されたかを示す表も表示する．

そして，リスエストされた場合は， zスコアが表示される．

事例  

Dixon 検定の使用法を示すチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/dixon-test-to-detect-outliers-in-excel-tutorial?language=ja

参考文献  

Bö hrer A. (2008). One-sided and Two-sided Critical Values for Dixon’s Outlier Test for Sample
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New York, Brisbane, Toronto.
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Dixon W.J. (1953). Processing data for outliers. J. Biometrics, 9, 74-89.

Hawkins D.M. (1980). Identification of Outliers. Chapman and Hall, London.

International Organization for Standardization (1994). ISO 5725-2: Accuracy (trueness and
precision) of measurement methods and results—Part 2: Basic method for the determination of
repeatability and reproducibility of a standard measurement method, Geneva.

Verma S. P. and Quiroz-Ruiz A. (2006). Critical values for six Dixon tests for outliers in normal
samples up to sizes 100, and applications in science and engineering, Revista Mexicana de
Ciencias Geológicas, 23(2), 133-161.

https://help.xlstat.com/s/article/dixon-test-to-detect-outliers-in-excel-tutorial?language=ja
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CochranのC検定  
k 個の分散の系列の間で異常な分散があるかどうかを検定するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

CochranのC 検定 (Cochran 1941) は、分散の系列の等質性を識別し調査するために開発された
（とりわけ，Bartlettの検定，Brown-Forsythe，Levene またはHartley）．Cochranの検定は，
特定の質問に答えるために開発された： 分散が等質であるか？または，最も高い分散が他より
も異なるか？ XLSTAT は，2つの選択肢を提供し．非釣り合い型のケースに対する釣り合い型

のケースの拡張のために，t'Lam (2010) の結果を用いる．

外れ値の検出

統計学では， 外れ値とは任意の変数について記録された値で，他の値よりも並はずれて疑わし
く低いか高いと見られる値である．2種類の外れ値を区別することができる：

外れ値は，単純に（計測器での）読み取り誤差，（キーボード）記録誤差，または観察

された現象を他と比較にならないようにかく乱した特別なイベントによるものであリ得

る．このような場合，もし可能であれば，外れ値を訂正するか，さもなくば，それが計

画された分析（記述分析，モデリング，予測）をかく乱するのを避けるために除去しな
ければならない．

また，外れ値は，特殊なイベントに起因する場合があるが，しかし，それでも既知であ
るか，調査することが興味深い場合がある．たとえば，川の水で特定のバクテリアの存

在を調査している場合，バクテリアのない標本やたくさんのバクテリアを持つ標本があ
るかもしれない．もちろん，これらのデータは，保持することが重要である．使用する
モデルは，潜在的なバラツキを反映するべきである．

データ中に外れ値がある場合，調査のステージによって， 我々は，できる限り検定を用いて，
レポート中でそれらを（表またはグラフィカルな表現で）フラグづけし，削除するか，それら
を取り扱える手法を用いるなどして識別しなければならない.

外れ値を識別するには，さまざまなアプローチがある．たとえば，伝統的な線形回帰では，
Cookの d 値を使用するか，あるいは，1つまたは2つの値が異常であるかどうかを見るため
に，Grubbs 検定で標準化残差を検証することができる．伝統的な Grubbs 検定は，1個の外れ
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値の識別をサポートするが，ダブル Grubbs 検定は，2個識別することができる．同じ標本でこ
れらを繰り返し使用することは推奨されていない．しかしながら，2個を超える外れ値がある
と本当に疑わしいなら適切な場合もある．

標本が副標本に分割され得る場合， ある副標本と他との間の変化を予期できる．Cochranの
検定および Mandelの および 統計量は，このような調査のための手法の一部である．

定義

をそれぞれサイズ
の 個のグループ（たとえば研究所）に属するのを我々が区別する標本とする． を

個のグループの推定平均とし， をグループ  の分散とする．すなわち:

オブザベーションが同一の分布で，正規分布に従うと仮定する．

CochranのC 検定

グループ（または副標本） に対応する 統計量は，Cochran (1941)によって次

式で定義されている:

and

が，検定に使用する統計量である．その統計量に対応する臨界値は豊富に示されてきており，
さまざまな著者が近似を提供してきた(Wilrich, 2013)．しかしながら， t’Lam (2010)が指摘して
いるように，この統計量にはいくつかの欠点がある:

この検定は，グループが同一のサイズであることを必要とする（釣り合い型計画），

最大の分散だけが調査されていて，最小の分散は，それが本当の外れ値であっても無視

されている（右側検定のみ），
臨界値の表が，制限されており，ときどき誤差を含む，,
表の使い勝手が悪い．

その理由から， t'Lamは，非釣り合い型計画への Cochran 統計量の一般化，および対立仮説が
片側または両側が可能な一般化検定を提案している．グループ の統計量は，次式で与えられ

C

h k
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る:

有意水準 で，t'Lam はこの統計量の下方よび上方臨界値を次式で定義する:

および

ここで， , および片側検定の場合は ， 両側検定の場合は
，そして は，Fisher の累積分布関数の逆数である．

両側検定では，帰無仮説 と対立仮説 は，次のとおりとなる:

: 分散は等質である．

 : O分散の1つが他よりも低い．

左片側検定では，帰無仮説 と対立仮説 は，次のとおりとなる:

 : 分散は等質である．

 : 少なくとも1つの分散が他よりも小さい．

右片側検定では，帰無仮説  と対立仮説 は，次のとおりとなる:

 : 分散は等質である．

 : 少なくとも1つの分散が他よりも大きい．

両側検定では，潜在的に異常な分散を識別するために，我々は次の計算をする:

そして， (1) と (2)で与えられる臨界範囲に 1つまたは2つの統計量がないなら，2つの統計量に
関する p値が計算される．我々は，最も低いp値に対応する分散として，異常な分散を識別す
る．

Zスコア

G  =i   with ν  =
 ν  s  ∑j=1

p
j j

2
ν  S  i i

2

i n  −i 1

a

G  (i) =LL 1 +  [
F (1 − δ/k, ν  , ν  − ν  )−1

i total i

(ν  /ν  ) − 1total i ]
−1

(1)

G  (i) =UL 1 +  [
F (δ/k, ν  , ν  − ν  )−1
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潜在的な外れ値を識別することを助けるために，XLSTATによりZスコアが表示される．Zスコ
アは，標準化された標本と一致する:

これらのスコアの問題は，受容区間が設定されると（通常，95%区間で-1.96 から 1.96），そ
の外側にあるどの値でも，疑わしいとみなされる．しかしながら，我々は，もし100 個の値が
あって，この区間の外側に5個の値があることは，統計的に正常であることを知っている．さ
らに，任意の 個について，最高の zスコアが最大でも次式により与えられることを示すことが
できる:

IglewiczとHoaglin (1993) は，よりよく外れ値を識別するために，修正zスコアを使用すること
を推奨している:

ここで MAD は，中央値絶対偏差（Median Absolute Deviation）．受容区間は， が何であれ，
で与えられる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合（列モード）は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみな
す．右向きの矢印の場合（行モード）はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみな
す．

一般 タブ:

z  =i  (i =
s

x  −i x
1, ...n)

n

arg max  z  ≤i=1…n i  

 n

n − 1

z  =i 0.6745  (i =
MDA

x  −i x
1, ...n)

n

] − 3.5; 3.5[
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データ: 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"であれば， Excel ワークシート内でさまざ
まな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が"グループごとに1列"であれば，さま
ざまなグループに対応するデータの列を選択する．

グループ識別子 / グループ・サイズ: 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"であれば， 選
択されたデータ値がどのグループに対応するかを識別するデータを選択する．選択されたデー
タの形式が"分散"であれば，グループ・サイズを入力（釣り合い型計画）するか，または グル
ープ・サイズを選択（非釣り合い型計画）する．

データ形式: データ形式を選択する．

グループごとに1列/行: グループごとに1列（行モードでは行）を選択するには，このオ
プションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 列/行の数だけXLSTATに検定を実行させるには，このオプションを有

効にする．各列/行が同じ数の行/列を含み，各オブザベーションを標本に割り当てること
ができる標本識別子も選択されていることを前提とする．

分散: データが分散に対応する場合は，このオプションを有効にする．その場合，標本サ
イズを定義（釣り合い型計画）または標本サイズを選択（非釣り合い型計画）する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

データに適用する検定を選べる：

Cochranの C (釣り合い型): 釣り合い型計画の場合は，このオプションを選ぶ．

t’Lamの G (非釣り合い型) : 非釣り合い型計画の場合は，このオプションを選ぶ．

オプション タブ:

対立仮説: 検定で使用する対立仮説を選ぶ（解説を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値： 5%）．

繰り返し: 選択された検定を限定された回数（デフォルト:1）だけデータに適用したいか，外れ
値が見つからなくなるまで XLSTAT に繰り返しさせたいかを選ぶ．
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欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

Zスコア: zスコアと対応するグラフを計算して表示するには，このオプションを有効にする．**
修正済みzスコア**または標準の**zスコア**のいずれかを選ぶことができる． zスコアについ
て，グラフに表示する限界を選ぶことができる．

結果  

記述統計: この表は，グループに対応する記述統計量を表示する． そして， **CochranのC検定

**の結果が表示される． 1回の検定の繰り返しがリクエストされた場合，または外れ値として
識別されたオブザベーションがなかった場合は，検定の解釈が提供される．

複数回の繰り返しがリクエストされた場合，各オブザベーションについて，それがどの繰り返

しで標本から除去されたかを示す表も表示する．

そして，リスエストされた場合は， zスコアが表示される．

事例  

Cochran 検定の使用法を示すチュートリアルが， Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ 外れ分散を検出するCochranのC 検定チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Cochran W.G. (1941). The distribution of the largest of a set of estimated variances as a
fraction of their total. Ann. Eugen. 11, 47-52.

Barnett V. and Lewis T. (1980). Outliers in Statistical Data. John Wiley and Sons, Chichester,
New York, Brisbane, Toronto.

Hawkins D.M. (1980). Identification of Outliers. Chapman and Hall, London.

Iglewicz B. and Hoaglin D. (1993). "Volume 16: How to Detect and Handle Outliers", The
ASQC Basic References in Quality Control: Statistical Techniques, Edward F. Mykytka, Ph.D.,

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%A4%96%E3%82%8C%E5%88%86%E6%95%A3%E3%82%92%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8BCochran%E3%81%AEC%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Editor.

International Organization for Standardization (1994). ISO 5725-2: Accuracy (trueness and
precision) of measurement methods and results—Part 2: Basic method for the determination of
repeatability and reproducibility of a standard measurement method, Geneva.

‘t Lam R.U.E. (2010). Scrutiny of variance results for outliers: Cochran's test optimized?
Analytica Chimica Acta, 659, 68-84.

Wilrich P. -T. (2013). Critical values of Mandel’s h and k, the Grubbs and the Cochran test
statistic. Advances in Statistical Analysis, 97(1), 1-10.
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Mandelの hおよび k 統計量  
標本中の潜在的な外れ値を識別するために および  Mandelの統計量を計算するには，このツ
ールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Mandelの および 統計量 (1985, 1991) は，施設間調査において，外れ値を識別するのを助け
るために開発された．これらの統計量のアイデアは，異なる研究所で得られた標本の間の差を
検出することである．

外れ値の検出

統計学では， 外れ値とは任意の変数について記録された値で，他の値よりも並はずれて疑わし
く低いか高いと見られる値である．2種類の外れ値を区別することができる：

外れ値は，単純に（計測器での）読み取り誤差，（キーボード）記録誤差，または観察

された現象を他と比較にならないようにかく乱した特別なイベントによるものであリ得

る．このような場合，もし可能であれば，外れ値を訂正するか，さもなくば，それが計

画された分析（記述分析，モデリング，予測）をかく乱するのを避けるために除去しな
ければならない．

また，外れ値は，特殊なイベントに起因する場合があるが，しかし，それでも既知であ
るか，調査することが興味深い場合がある．たとえば，川の水で特定のバクテリアの存

在を調査している場合，バクテリアのない標本やたくさんのバクテリアを持つ標本があ
るかもしれない．もちろん，これらのデータは，保持することが重要である．使用する
モデルは，潜在的なバラツキを反映するべきである．

データ中に外れ値がある場合，調査のステージによって， 我々は，できる限り検定を用いて，
レポート中でそれらを（表またはグラフィカルな表現で）フラグづけし，削除するか，それら
を取り扱える手法を用いるなどして識別しなければならない.

外れ値を識別するには，さまざまなアプローチがある．たとえば，伝統的な線形回帰では，
Cookの d 値を使用するか，あるいは，1つまたは2つの値が異常であるかどうかを見るため
に，Grubbs 検定で標準化残差を検証することができる．伝統的な Grubbs 検定は，1個の外れ
値の識別をサポートするが，ダブル Grubbs 検定は，2個識別することができる．同じ標本でこ

h k

h k
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れらを繰り返し使用することは推奨されていない．しかしながら，2個を超える外れ値がある
と本当に疑わしいなら適切な場合もある．

標本が副標本に分割され得る場合， ある副標本と他との間の変化を予期できる．Cochranの
検定および Mandelの および 統計量は，このような調査のための手法の一部である.

定義

をそれぞれサイズ  
の 個のグループ（たとえば研究所）に属するのを我々が区別する標本とする． を

番目のグループの推定平均とし， をグループ の分散とする．すなわち:

および

オブザベーションが同一の分布で，正規分布に従うと仮定する．

Mandelの h 統計量

グループ ,  でのMandelの は次式で定義される:

ここで

XLSTAT は ， 各 グ ル ー プ に つ い て h_i

h$の任意の有意水準  での信頼区間を計算できる(Wilrich, 2013). 臨界値は，次式で定義され
る：

ここで は， および  自由度の Student 分布の四分位である．

C

h k
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統計量を提供する．どのグループの平均が潜在的に異常であるかを識別するために，臨界

h  (p,α) =crit  

 p(p − 2 + t  )
p−2,1−α/2
2

(p − 1)t  p−2,1−α/2

t 1 − α/2 p − 2
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のサイズ %の信頼区間（両側）は， で与えられる． が定数

であれば，XLSTATは， のグラフ上に臨界値を表示する．

Mandelの k 統計量

グループ  でのMandelの は次式で定義される：

ただし

XLSTAT は，各グループについて  統計量を提供する．どのグループの分散が潜在的に異常で
あるかを識別するために，臨界値と統計量 の任意の有意水準  での信頼区間を計算できる
(Wilrich, 2013). 臨界値は，次式で定義される：

ここで  は， および 自由度を持つ確率 でのFisher分布の累積分布関数の逆

数の値である．

のサイズ %の信頼区間（片側）は， で与えられる． が定数であれ
ば，XLSTATは， のグラフ上に臨界値を表示する．

Zスコア

潜在的な外れ値を識別することを助けるために，XLSTAT によりZスコアが表示される ．Zスコ
アは，標準化された標本と一致する：

これらのスコアの問題は，受容区間が設定されると（通常，95%区間で-1.96 から 1.96），そ
の外側にあるどの値でも，疑わしいとみなされる．しかしながら，我々は，もし100 個の値が
あって，この区間の外側に5 個の値があることは，統計的に正常であることを知っている．さ
らに， n任意の n個について，最高の zスコアが最大でも次式により与えられることを示すこと
ができる：

Iglewicz と Hoaglin (1993) は，よりよく外れ値を識別するために，修正zスコアを使用すること
を推奨している：
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ここで MAD は，中央値絶対偏差（Median Absolute Deviation）．受容区間は， が何であれ，
 で与えられる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"であれば， Excel ワークシート内でさまざ
まな標本のデータを選択する．選択されたデータの形式が"グループごとに1列"であれば，さま
ざまなグループに対応するデータの列を選択する．

グループ識別子 / グループ・サイズ: 選択されたデータの形式が"変数ごとに1列"であれば， 選
択されたデータ値がどのグループに対応するかを識別するデータを選択する．選択されたデー
タの形式が"分散"であれば，グループ・サイズを入力（釣り合い型計画）するか，または グル
ープ・サイズを選択（非釣り合い型計画）する．

データ形式: データ形式を選択する．

グループごとに1列/行: グループごとに1列（行モードでは行）を選択するには，このオ
プションを有効にする．

変数ごとに1列/行: 列/行の数だけXLSTATに検定を実行させるには，このオプションを有

効にする．各列/行が同じ数の行/列を含み，各オブザベーションを標本に割り当てること
ができる標本識別子も選択されていることを前提とする．

z  =i 0.6745  (i =
MAD

x  −i x
1, …n)

n

] − 3.5; 3.5[
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分散: データが分散に対応する場合は，このオプションを有効にする．その場合，標本サ
イズを定義（釣り合い型計画）または標本サイズを選択（非釣り合い型計画）する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 選択されたデータの最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベル
を含む場合は，このオプションを有効にする．

データに適用する検定を選べる：

Mandelの h 統計量: Mandel のh統計量を計算するには，このオプションを選択する．

Mandelの k 統計量: Mandelのk統計量を計算するには，このオプションを選択する．

オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された標本の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

Zスコア: zスコアと対応するグラフを計算して表示するには，このオプションを有効にする．
修正済みzスコア または標準の**zスコア**のいずれかを選ぶことができる． zスコアについ
て，グラフに表示する限界を選ぶことができる．

結果  

記述統計: この表は，グループに対応する記述統計量を表示する．



外れ値の検定  722 Mandelの hおよび k 統計量  

そして，Mandelの統計量 の結果が表示される．

そして，リスエストされた場合は， zスコアが表示される．

事例  

Mandelの統計量の計算の仕方を示すチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMandelのh-および-k-統計量による外れ値を検出チュー
トリアル?language=ja

参考文献  

Barnett V. and Lewis T. (1980). Outliers in Statistical Data. John Wiley and Sons, Chichester,
New York, Brisbane, Toronto.

Hawkins D.M. (1980). Identification of Outliers. Chapman and Hall, London.

Iglewicz B. and Hoaglin D. (1993). "Volume 16: How to Detect and Handle Outliers", The
ASQC Basic References in Quality Control: Statistical Techniques, Edward F. Mykytka, Ph.D.,
Editor.

International Organization for Standardization (1994). ISO 5725-2: Accuracy (trueness and
precision) of measurement methods and results—Part 2: Basic method for the determination of
repeatability and reproducibility of a standard measurement method, Geneva.

Mandel J. (1991). The validation of measurement through interlaboratory studies.
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems; 11, 109-119.

Mandel J. (1985). A new analysis of interlaboratory test results. In: ASQC Quality Congress
Transaction, Baltimore, 360-366.

Wilrich P. -T. (2013). Critical values of Mandel’s h and k, the Grubbs and the Cochran test
statistic. Advances in Statistical Analysis, 97(1), 1-10.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMandel%E3%81%AEh-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-k-%E7%B5%B1%E8%A8%88%E9%87%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%A4%96%E3%82%8C%E5%80%A4%E3%82%92%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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XLSTAT.ai  
Easy Fit / Easy Predict  
同じデータセットでさまざまな予測モデルをテストして比較するにはEasy Fitを使用する．従

属変数と説明変数のタイプ（量的か質的か）によって，さまざまなモデルが提案されている．
そして，Easy Predict関数は，事前に適合されたモデルを用いて，予測を行うことに使用され
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

解説  

イントロダクション

量的変数  の値を予測しようとするとき，我々は **回帰**について議論し，予測する変数 が
質的変数であるとき，我々は**クラス分類**について議論する， XLSTATは複数の回帰とクラス
分類の学習モデルを提供している．Easy Fit関数は，以下の2つの主要な問題に取り組むために
開発された:

XLSTAT内で予測モデルを使用しているとき，（デフォルトまたはオプションにより）多

数の結果が利用可能である．これは一部の専門家にとっては重要なことではあるが，単

に適合されたモデルがよく動作するかどうかを知りたいだけのユーザーにとってはそう
ではなく，したがって，彼らは提供されるすべての結果が必要なわけではない．
従来，XLSTATでは，同じデータセットで複数のモデルを比較したい場合，モデルを別々

に実行する必要があり，したがってXLSTATのさまざまなダイアログ・ボックスを設定し
なければならなかった．これは複数のステップが必要で，時間がかかる．

Easy Fit 機能は，これらの2点の解決策を提供する．これは，問題の性質（回帰またはクラス分

類）に応じて，同じデータセットを使用して，複数の異なるモデルを素早く生成することがで
きる．どれが最良モデルであるかをユーザーが一目で判断できるように，適合されたモデルの
結果は，とても合成的である．モデルの品質は，回帰では平均平方誤差(MSE)を用いて，クラ
ス分類では誤分類率を用いて評価される．両方とも，我々はできるだけ最小の指標を得ようと
する．これらの指標は，ランダムに選択された20%のオブザベーションを含む検証標本で計算

される．

Y Y
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利用可能な回帰モデル

Easy Fitは，以下の回帰モデルを提供する （各手法をクリックして関連するヘルプ・ドキュメ
ントにアクセスできる）:

 説明変数が**量的変数**のみなら:
線形回帰

回帰ランダム・フォレスト
 説明変数が**質的変数**のみなら:

分散分析: ANOVA
回帰ランダム・フォレスト

いくつかの  説明変数が **量的変数と質的変数**なら:
共分散分析: ANCOVA
回帰ランダム・フォレスト

利用可能なクラス分類モデル

Easy Fitは，以下のクラス分類モデルを提供する（各手法をクリックして関連するヘルプ・ド
キュメントにアクセスできる）:

 説明変数が**量的変数**のみなら:
ロジスティック回帰

クラス分類ランダム・フォレスト
 説明変数が**質的変数**のみなら:

ロジスティック回帰

クラス分類ランダム・フォレスト
いくつかの  説明変数が**量的変数と質的変数**なら:

ロジスティック回帰

クラス分類ランダム・フォレスト

結果のプレゼンテーション

Easy Fitの各結果のシートの最初に要約表がある．この表は，モデルの品質指標を含む（回帰

の場合はMSEでクラス分類では誤分類率）．この表は，どのモデルが最良の性能であるかが素

早くわかる．

また，各モデルの合成の結果もある．より詳細については，関連のヘルプ・ドキュメントを参

照のこと．各テンプレートで，結果の最初に2個のボタンがある．

: このボタンは，事前に入力された完全な手法のダイアログ・ボックスを自動で開く
ことができる．これは，使用された手法の可能なすべてのオプションとより多くの結果へのア
クセスを提供する．

: このボタンは，新しいオブザベーションの予測を行うために，Easy Predict 関数ダ
イアログ・ボックスを開く．

X

X

X

X

X

X
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Easy Predict

Easy Predict関数の目的は，モデル学習または検証に使用されなかった新しいオブザベーショ
ンの値を予測することである．新しいダイアログ・ボックスを開いて，Easy Fitで生成された
モデルを用いて予測する新しいオブザベーションを選択するには，Easy Predictボタン(上記)を
使用する．Easy Predictの出力は，これらの新しいオブザベーションに関する予測を含む．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

予測する Y 変数のタイプ: 予測したい  変数のタイプを選ぶ． が量的変数なら回帰法を提案

され， が質的変数ならクラス分類が提案される．そして，該当するフィールドで予測する変

数を選択する．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効でることを確認

すること．

X 予測変数のタイプ:  説明（または予測）変数のタイプを選ぶ．量的変数のみ，質的変数の
み，または量的変数と質的変数から選択できる．そして，該当するフィールドで説明変数を選

択する．変数ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効でることを確認するこ
と．

結果の表示:

新規ワークシート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示するには，こ
のオプションを有効にする．この場合，結果のシートに名前をつけることができる．名

前を指定しない場合は，デフォルト名が作成される．

Y Y

Y

X
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新規ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示するには，このオプションを有効に
する．この場合，結果のシートに名前をつけることができる．名前を指定しない場合

は，デフォルト名が作成される．

既存のセル: 既存のワークシートのセルから始まる結果を表示するには，このオプション
を有効にする．そして，対応するセルを選択する．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

使用したい手法を選択: 使用される変数のタイプに応じて，さまざまな手法が提案される（提

案されるさまざまな手法の一覧については解説 を参照）．

記述統計: 使用されるさまざまな変数の記述統計を表示するには，このオプションを有効にす
る．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，量的変数のオブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，

平均および標準偏差（不偏)などの選択されたすべての変数の基本統計量を示す．質的変数につ
いては，さまざまなカテゴリの名前が，それぞれの度数とともに表示される．

要約表: この表は，モデルの品質を評価するための調整済み係数を提供する．クラス分類では
誤分類率が，回帰モデルでは平均平方誤差が使用される．検証標本で調整済み係数が計算され
る．

手法ごとの要約結果: 各手法でその手法の最も重要な結果が表示される．さまざまな結果のよ
り良い理解のために，関係する手法のヘルプにアクセスできる．ヘルプへのすべてのリンクが
[解説]の節 (#description)にある．

事例  

Easy Fit 関数および Easy Predict 関数の使用の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの最適合モデルの選択?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%90%88%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E?language=ja
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数学的ツール  
確率計算器  
与えられた分布関数，密度関数，累積分布関数，逆累積分布関数を計算するために，このツー
ルを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

確率分布 とは、数学では*measure*（測度）と呼ばれる特別な種類の関数である．それは、イ
ベント（たとえば、サイコロを振って2の目が出る）をそれらの確率に（数学者が*map*(写像)
と呼んでいるもののおかげで）関連づけることを可能にする．数学者は，無作為実験を行った
ときに可能なすべてのアウトカム（結果）を表現する 集合を，測定可能なイベントの部分集

合に対応する集合 と区別する．離散分布の場合（整数のみを操作する場合），  と は同一

である．トリプレット（三つ組み） は，可測空間（measurable space）と名付けら
れている．

無作為性が発生する特定の状況を記述するために、多数の確率分布が開発されてきた．無作為

性は，無知または不完全な知識の表現である．サイコロを振るとき、初期動作の完全な知識

は、いつ、どこで、どの目でサイコロが止まるかを知ることを可能にする． しかしながら，そ
れはあまりに複雑なので、各面が出る確率が一定であり、イベントの発生がランダムであると
推定することが好ましい。

確率変数は，イベントを実数に写像する関数でもある．たとえば，投げたコインが表で着地し
たら0、裏で着地したら１とする．コインの場合では、これは完全に恣意的であるが，郵便局

の待ち行列の人数を数えるとか、気温の測定をするとかだと、より自然なことになるだろう．
この場合，イベント"10人が待ち行列にいる"を数字10に、または "気温が59.8°F" を実数59.8に
対応させる．

離散変数の場合，各イベントは、それが可能であるかぎり、非ゼロの確率を持つ．連続変数の
場合，各（可能な）イベントは，非ゼロの発生確率を持つが，それは非常に小さいので、確率

分布だけがそれを測定することを可能にする．この測度はそれ自体ではあまり意味がないが，
2つのイベントの相対的な発生確率を比較することができる． また，合計（整数）によって，
一連のイベント（区間で表される）が発生する確率を示すこともできる．したがって、たとえ

P

Ω
A Ω A

(Ω,A,P)
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ば、 温度の測定が行われ，その測定に誤差が起きやすいことがわかっていて，その測定が正規

分布（ベル形の有名な分布）に従うと仮定すると，イベント" 60°Fである"は，事実上ゼロの確

率で発生するが，一方で59.5°Fから60.5°Fの間の温度を測定する確率を与えることができる．
この確率の計算のための数学的ツールは，累積分布関数 (CDF: cumulative distribution function)
と呼ばれる．

確率理論では，さまざまなパラメータに基づく累積分布関数によって確率分布が記述される．
最も単純な法則は，2つのイベントが可能な（典型的にはコインの裏表）ベルヌーイの法則で
ある．その固有のパラメータは，コインの表が出る確率 であり，コインに負荷がなければ，

となる．統計学で重要な分布である正規分布でのパラメータは，平均  と分散  で
ある．

連続確率変数では，累積分布関数は区間  内の値をとる増加関数である．

その他2つの関数がよく使用される:

確率密度関数: この関数は，累積分布関数を計算するために統合する関数である．これは
密度を持つ変数の場合に有効である（これはXLSTATが提供するすべての分布に当てはま
る）．
逆累積分関数: この関数は、与えられた確率に対して， の分布関数が になるように確率

変数の値 を取得することを可能にする．

確率計算器は，XLSTATが提供するすべての分布について，確率密度関数，累積分布関数，逆

累積分布関数を計算できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

分布: 計算を行いたい分布を選択する．そして，分布のパラメータの値を入力できる．さまざ
まな分布の説明は，ヘルプの この セクションにある．

計算: 計算したい関数 (確率分布関数，累積分布関数，逆累積分布関数)を選択し，それを計算

したいポイントを入力する．累積分布関数  では，次から選ぶことができる:

 : 結果は  に対応する．

p  0

p  =0 0.5 μ σ2

[0; 1]

x p

x

F

< a F (a)
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 : 結果は  に対応する．
 : 結果は  に対応する．

 : 結果は  に対応する．

計算: ダイアログ・ボックスの 結果 部分に結果を表示するには，このボタンをクリックする．

結果を表示する場所:

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプシ
ョンをチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプシ
ョンをチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェック
する．

レポート見出しの表示: レポート見出しを表示したくない場合は，このオプションを無効にす
る．

結果: 結果は，ダイアログ・ボックスのこの部分に表示される．それらをコピーして (Ctrl C)，
他のソフトウェアに貼り付けることができる．

クリア: ダイアログ・ボックスの結果部分に表示される結果をクリアするには，このボタンを
クリックする．

結果  

表示される結果は，確率分布関数および特定のポイントで選択された関数  (CDF, PDF or
inverse CDF) に対応する．

事例  

確率計算器の使用法を示す事例が，次のリンクにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの確率計算チュートリアル?language=ja

参考文献  

Krishnamoorthy K. (2015). Handbook of Statistical Distributions with Applications. Chapman
and Hall/CRC.

> a 1 − F (a)
a << b (F (b) − F (a)
< a b < 1 − (F (b) − F (a))

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%A2%BA%E7%8E%87%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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行列演算  
この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，逆行列，転置行列の計算および2つ行列  と の間の演算を実行できる．ユー
ザーは，元の行列を使用するか，演算の前に変換するかを選べる．2つのオプションが利用可

能である:

行列  の場合，  と表記される転置行列を使用する．
行列 の場合， ^(-1) と表記される逆行列を使用する．

2番目の行列  が選択されているなら，さまざまな行列演算が利用可能である:

加法: 行列  と は，同じサイズでなければならない（同じ行数と同じ列数）．

減法: 行列  と  は同じサイズでなければならない（同じ行数と同じ列数）．

乗法: 行列  の行数が行列 の列数に等しくなければならない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

A B

A A′

A A

B

A B

A B

B A



数学的ツール  731 行列演算  

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．

一般 タブ:

行列 A: 行列 に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

転置: A': 単純に行列 の転置を計算するか，行列 と の間の演算のために行列 の転置

を使用するかを選択する．

逆: A^(-1): 単純に行列 の逆行列を計算するか，行列 と の間の演算のために行列 の
逆行列を使用するかを選択する．もし行列が不可逆であれば，計算が停止する．

行列 B: 2つの行列の間の演算を実行したいなら，このオプションを選択する．この場合，行列

に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル" オプションが有効

になっていることを確認する．

転置: B': ではなく の転置を使用したい場合は，このオプションを選択する．

逆: B^(-1): ではなく の逆行列を使用したい場合は，このオプションを選択する．行

列が不可逆であれば，計算が停止する．

演算: 行列 と の間で実行したい演算を選択する: 加法，減法または乗法（より詳細は解説を
参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択がヘッダｗｐ含むなら，このオプションを有効にする．

レポート見出しを表示: レポート・ヘッダを表示したくない場合は，このオプションを無効に
する．

結果: ダイアログ・ボックスで選択されたオプションに基づいて，実行される最終の演算がこ
こに表示される．

欠損値 タブ:

A

A A B A

A A B A

B

B B

B B

A B
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欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を無視する: このオプションを選択すると，欠損値が保持される．欠損値に関与するす
べての演算は欠損値を返す．

結果  

結果: このツールの主な出力は，選ばれた演算に基づいて計算された行列である．

事例  

行列演算ツールの使用方法を説明するチュートリアルが，こちらで利用可能である:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelによる行列演算チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%A1%8C%E5%88%97%E6%BC%94%E7%AE%97%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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ツール  
データフラッガ  
ある区間の内側または外側の値，または任意の値に等しい値を見やすくするには，データフラ
ッガを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．

値またはテキストをフラグ: 選択された範囲で，ある値または値の系列を識別または見やすく
するには，このオプションを有効にする．

値またはテキスト: 単一の値または文字列を見つけてフラグを立てるには，このオプショ
ンを選ぶ．

値またはテキストをリスト: 値またはテキストの系列を見つけてフラグを立てるには，こ
のオプションを選ぶ．そして， Excel ワークシートで目的の値またはテキストの系列を
選択する．

区間をフラグ: 区間の内側または外側の値を識別または見やすくするには，このオプションを
有効にする．そして，区間を定義する．

内側: 区間の内側の値を見つけてフラグを立てるには，このオプションを選ぶ． 区間の境

界タイプ（開区間または閉区間）を選んで，境界の値を入力する．
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外側: 区間の外側の値を見つけてフラグを立てるには，このオプションを選ぶ． 区間の境

界タイプ（開区間または閉区間）を選んで，境界の値を入力する．

フォント: フラグ立てルールに従う値のフォントを変更するには，このオプションを使用す
る．

スタイル: フォント・スタイルを選ぶ．
サイズ: フォント・サイズを選ぶ．
色: フォント色を選ぶ．

セル: セルの背景色を変更するには，以下のオプションを使用する．

色: セル色を選ぶ．
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Min/Max サーチ  
値の範囲の中の最小値や最大値を見つけるには，このツールを使用する．最小値に複数回遭遇

する場合，あとで"Enter" キーを使って簡単にそれらの間をブラウズできるように，XLSTATは
最小値を複合選択にする．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

データ: Excel ワークシートでデータを選択する．

M小値を見つける: XLSTATに選択の中の最小値を探させるには，このオプションを有効にす
る． "複合選択" オプションが有効になっていて複数の最小値が見つかると，それらはすべて選

択されて， "Enter" キーを使って，それらの間をナビゲートできる．

**最大値を見つけ**る: XLSTATに選択の中の最大値を探させるには，このオプションを有効に
する． "複合選択" オプションが有効になっていて複数の最大値が見つかると，それらはすべて
選択されて， "Enter" キーを使って，それらの間をナビゲートできる．

複合選択: 複数の最小値や最大値の生起を同時に選択できるようにするには，このオプション
を有効にする．
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選択内のテキスト値を消去  
数値データのみを含むと期待されるデータセット内のテキスト値を除去するには，このツール
を使用する． このツールは，Excel内でテキスト形式の空のセルを生成する形式からデータを
インポートしているときに便利である．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

データ: Excelワークシートのデータを選択する．

空の文字列を持つセルのみを消去s: 空の文字列に対応するセルのみを除去するには，このオプ
ションを有効にする．
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小文字と大文字  
テキスト・データの大文字と小文字の設定を変更するには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

結果

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．これらはファイルと，その読み込みパラメータを選

択できる ( データファイルのインポートを参照)．

一般 タブ:

データ: リストまはたファイル内のワークシートのデータを選択する．

小文字: テキスト・データを小文字に変換するには，このオプションを有効にする．

M初の文字の大文字: 各ワードの最初の文字を大文字化するには，このオプションを有効

にする．

M初のワードのみ: 最初のワードの最初の文字のみを大文字化するには，このオプション
を有効にする．

大文字: テキスト・データを大文字化するには，このオプションを有効にする．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

列ラベル: 選択されたデータの最初の行がラベルを含むなら，このオプションをチェックす
る．

レポート見出しの表示: レポート見出しを表示したくない場合は，このオプションを無効にす
る．

Results  

要求された場所に結果が表示される．この表は，選ばれた方法で処理された文字列を格納して
いる．
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シート・マネジメント  
開いたExcel ワークブックに含まれるシートを管理するには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

このツールを起動すると，すべてのワークブックに含まれるすべてのシートが表示または非表

示されているかを一覧するダイアログ・ボックスが表示される．

有効化: 選択されている最初のシートに行くには，このボタンをクリックする．

表示: 選択されたすべてのシートを表示する（非表示にしない）には，このボタンをクリック
する．

非表示: 選択されたすべてのシートを非表示にするには，このボタンをクリックする．

削除: 選択されたすべてのシートを削除するには，このボタンをクリックする．

キャンセル: ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

ヘルプ: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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非表示シートを削除  
XLSTAT または他のアプリケーションで生成された非表示シートを削除するには，このツール
を使用する．XLSTAT は，一部のチャートを作成するために非表示シートを生成する．このツ
ールは，どのシートを削除して，どのシートを保持するかを選択するために使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

非表示シート: 非表示シートの一覧が表示される．削除したいシートを選択する．

すべて: 一覧中のすべてのシートを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: 一覧中のすべてのシートを非選択するには，このボタンをクリックする．

削除: 選択されたすべてのシートを削除するには，このボタンをクリックする．警告：非表示

シートの削除は，元に戻せません．

キャンセル: ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

ヘルプ: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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非表示シートを表示  
XLSTATまたは他のアプリケーションで生成された非表示シートを表示するには，このツール
を使用する．XLSTATは特定のチャートを作成するために非表示シートを生成する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

非表示シート: 非表示シートのリストが表示される．表示したい非表示シートを選択する．

すべて: リスト内のすべてのシートを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: リスト内のすべてのシートを非選択にするには，このボタンをクリックする．

表示: 選択されたすべてのシートを表示するには，このボタンをクリックする．

キャンセル:ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

ヘルプ: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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GIF/JPG/PNG/TIFにエクスポート  
Excel シート上の表，グラフ，または選択されたオブジェクトを GIF，JPG，PNGまたはTIFフ
ァイルにエクスポートするには，このツールを使用する．

この節の内容:

ダイアログ・ボックス

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

形式: ファイルのグラフィック形式を選ぶ．

ファイル名: 画像を保存するべきファイルの名前を入力するか，フォルダでファイルを選択っ
する．

サイズ変更: ファイルを保存する前に，グラフィックのサイズを修正するには，このオプショ
ンを有効にする． * 幅: グラフィックの幅をポイント値で入力する；

高さ: グラフィックの高さをポイント値で入力する．

グリッドを表示: ファイルを生成しながら，XLSTATにセルを分離するグリッド線を保持させた
い場合は，このオプションを有効にする．このオプションは，セルまたは表が選択されている
ときだけ有効である．
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メイン・バーを表示  
XLSTATのメイン・ツールバーが表示されていなければ，それを表示するために，または，
Excelワークシートの左上にメイン・ツールバーを置くために，このツールを使用します．
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サブ・バーを非表示  
XLSTATのサブ・バーを隠すには，このツールを使用する．
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官能データ分析  
外的プリファレンス・マッピング (PREFMAP)  
客観的基準または基準の線形結合によって，オブジェクトの系列に関する審査員の選好

（preference ）をモデルしてグラフィカルに表現するには，この手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

外的プリファレンス・マップ，または外的選好マップ（PREFMAP）は，審査員（通常，消費

者）の選好レベルを表現空間中の特定のポイントで示すことにより，オブジェクトとインディ
ケーションを同一のグラフ（3次元のうちの2次元）で表示するために使用される．選好レベル
は，プリファレンス・マップ上で，選ばれたモデルのタイプによって，ベクトル，理想点また
は反理想点，または等選好曲線の形式で表現される．

これらのモデルは，それ自体，審査員と製品のポジションを客観的基準によって解釈できるよ
うにする客観的データ（たとえば，物理化学的記述子，または正しく決められた基準で専門家

がつけたスコア）から構築される．

2つか3つの客観的基準しかない場合は，表現空間の軸は基準それ自体で定義される（たぶん尺

度の効果を避けるために標準化される）．一方，もし記述子の数が多いと，次元の数を削減す
る手法が使用されなければならない．一般的には，PCAが使用される．あるいは，潜在的な因

子が存在していると疑われる場合は因子分析，初期データが製品間の距離である場合はMDS
(multidimensional scaling：多次元尺度法)が用いられることもある． 専門家が使用するディス
クリプタ（記述子）が質的変数である場合は，2- または 3次元の空間を作成するためにPCA が
使用できる．

PREFMAP は，以下の質問に答えるために使用できる：

- 製品が競合製品に対してどのようにポジショニングされるか?

- 任意の製品に対して最も近い競合製品はどれか?

- どのようなタイプの消費者がその製品を好むのか?

- どうして特定の製品が好まれているのか?
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- コア・ターゲットにより好まれるように，製品をどのように再ポジショニングできるか?

- どのような新製品を開発すると意義があるか?

選好モデル

客観的基準あるいは客観的基準の組み合わせ（PCA が 2または 3次元空間を作成できる場合）

に基づいて審査員の選好をモデルするために，PREFMAPの枠組みの中で4つのモデルが提案さ
れている．任意の審査員について， を製品iの彼らの選考であるとし，X1，X2，…，Xp を製

品i を記述するp 個の基準または基準の組み合わせ（通常，p=2）であると指定するなら，モデ
ルは：

ベクトル:  

円形（Circular）:   

楕円形（Elliptic）:  

2 次 （ Quadratic ） :  

係数 a，b，c は線形重回帰で推定される．モデルが最も単純なものから最も複雑なものまで分

類されていることに気づくだろう．XLSTAT では，すべての審査員に1つのモデルを使用する
か，特定の審査員に対してFisherのF検定のp値またはF比のp値に関して最も良い結果を与える
モデルを選ぶかを選択できる．言い換えると，節約的かつ強力なモデルを同時に選択できる．

**ベクトル・モデル**は，感覚マップ上に個人をベクトルの形式で表現する．ベクトルの大き
さは，モデルのR²の関数である：ベクトルが長いほど良いモデルである．べクトルで示される
方向にあるほど，その審査員の選好がより強くなる．選好の解釈は，ベクトル上にさまざまな
製品を射影することによりできる（製品選好）．ベクトル・モデルの欠点は，例えば，塩味や
温度といった特定の基準では，最適な値では選好が増加し，それ以上になると減少するという
ことを無視する点である．

**円形モデル**は，この最適の概念を考慮に入れる．モデルの表面領域が選好の観点で最大を
持つなら（これは負のb係数が推定されると起きる），これが理想点だとわかる．モデルの表

面領域が選好の観点で最小を持つなら（これは正のb係数が推定されると起きる），これが反

理想点だとわかる．円モデルによって，理想点または反理想点のまわりに円形の等選好線が描

ける．

**楕円形モデル**は，尺度効果をより考慮に入れるので，より柔軟である．このモデルの欠点

は，常に最適があるわけではないことである：円モデルと同様，すべての 係数が同じ符号を
持つなら，理想点または反理想点を生成できるが，すべての 係数が同じ符号でない場合は，
鞍点（saddle point：馬の鞍のような表面の形 ）を得ることもある．鞍点は，解釈が簡単では
ない．これは，選好が変動に敏感でない領域にのみ対応する．

最後に，**2次モデル**は，これは交互作用の項を含むので，より複雑な選好構造を考慮に入れ
る．楕円モデルと同様，理想点，反理想点，鞍点が得られる．
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プリファレンス・マップ

プリファレンス・マップは，3種類の要素の要約表示である：

モデル中で，ベクトル，理想点（+でラベルづけ），反理想点（-でラベルづけ），鞍点（o で
ラベルづけ）によって表現される審査員（または，あらかじめ審査員の分類がなされている場

合は，審査員のグループ）；

マップ上のポジションがそれらの座標で決定されるオブジェクト；

それらが関係づけられている表現軸に対応するディスクリプタ（ PCAがPREFMAPに先行する
とき， オブジェクトのポジションを客観的基準の関数として解釈するために，PCAのバイプロ
ットが調査される）．

プリファレンス・マップによって与えられる解釈を伴うPREFMAPは，選好データを客観デー
タにリンクさせることができるので，潜在的にとても強力な解釈と意思決定の支援である．た
だし，解釈が信頼できるためには，審査員に関係するモデルが正確に調整されなければならな
い．

選好（プリファレンス）スコア

任意の審査員での各オブジェクトの選好スコアは，0 （最小）から1 （最大）の値をとり，審

査員でのモデルの予測値から計算される．製品がより好まれるほど，スコアは高い．オブジェ
クトの選好順序が，各審査員の選好スコアから導かれる．

等高線プロット

等高線プロットは，プリファレンス・マップと同じ軸のグラフ上で，さまざまな選好コンセン
サス・レベルに対応する領域を示す．グラフ上の各ポイントで，モデルから計算された選好

が，彼らの平均の選好よりも大きい審査員のパーセンテージが計算される． 冷色（青）の領域

では，モデルの低い比率が高い選好を与える．一方，暖色（赤）の領域は，モデルの高い比率

が高い選好を示す．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 選好データ: 選好データを選択する．この表は，行に調査されるさまざまなオブジェクト
（製品）を，列に審査員を格納する．これは転置モードに反転される．列ヘッダを選択した場

合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

注意: XLSTAT は，選好は増大データ（あるオブジェクをより多くの審査員が好めば，より高い
選好となる）であるとみなす．

中心化: 計算の前に選好データを中心化したい場合は，このオプションを有効にする．

縮約: 計算の前に選好データを縮約したい場合は，このオプションを有効にする．

X / コンフィグレーション: 客観的なディスクリプタに対応するデータ，または，コンフィギュ
レーションを生成する手法が使用されている場合は，2-次元または3-次元のコンフィギュレー
ションに対応するデータを選択する．列ヘッダを選択した場合，"変数ラベル" オプションが有

効になっていることを確認する．

予備変換: データを変換したい場合は，このオプションを有効にする．

正規化: PREFMAPを実行する前にX-コンフィギュレーションのデータを標準化するに
は，このオプションを有効にする．

PCA (Pearson): 正規化された主成分分析 (PCA)を用いて，XLSTATに選択されたディス
クリプタを変換させるには，このオプションを有効にする．あとで計算に使用される因

子の数は，選択される次元の数で決定される．

PCA (共分散): 正規化されていない主成分分析(PCA)を用いて，XLSTATに選択されたデ
ィスクリプタを変換させるには，このオプションを有効にする．あとで計算に使用され
る因子の数は，選択される次元の数で決定される．

PLS(Std) / PLS : PLS回帰で得られる成分を用いてXLSTATに選択されたディスクリプタ
を変換させるには，このオプションを有効にする．後者はXの間，およびYの間，および
XとYの間の共分散構造を考慮に入れる利点がある． (Std) オプションは，最初にデータ
を標準化して，尺度および平均の効果を削減することができる．後で計算に使用される
成分の数は，選択した**次元**の数によって決まる．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，，このオプション
を有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（Y，X，オブジェクト・ラベル）の最初の行がラベルを含む場

合は，このオプションをチェックする．

オブジェクト・ラベル: オブザベーション・ラベルがあう場合は，このオプションを有効にす
る．そして，対応するデーアを選択する．“変数ラベル” オプションが有効になっている場合，

選択中にヘッダが含まれる必要がある．このオプションが有効でない場合，ラベルはXLSTAT
によって自動で生成される (Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

モデル: "ベスト・モデルを見つける"オプション（オプション・タブを参照）が有効になってい
ない場合は，Xコンフィギュレーションへの選好をリンクするために使用するモデルのタイプ
を選ぶ．

次元: PREFMAP モデルに使用する次元の数を入力する（デフォルト：2）．

M良モデルの発見: 各審査員についてのベスト･モデルをXLSTATに見つけさせるには，このオ
プションを有効にする．

F比: 適合の品質と変数の節減の間の最良の折衷であるモデルを選択するために，F比検定

を用いるには，このオプションを有効にする． Fに対応するp値が有意水準よりも低いな
ら，より複雑なモデルが採用される．

F: FisherのFに基づいて最良のp値を与えるモデルを選択するには，このオプションを有

効にする．

有意水準 (%): 有意水準を入力する．この水準より低いとき，モデルのp値が太字で表示され
る．

重み: 審査員が実際にグループに属していて，彼らを重み付けしたい場合は，このオプション
を有効にして，各オブザベーションに対応する重みを選択する．

これらのオプションは，PCA ベースの追加変換がリクエストされた場合のみ表示される．

追加変数: あとで因子軸の計算に使用されなかった変数の座標を計算したい場合は，このオプ
ションを有効にする（活性変数に対する不活性変数）．

量的変数: 追加変数がある場合は，このオプションを有効にする．メインの表で列ヘッダ
が選択された場合は，この選択中の変数にもラベルがあることを確認する．

予測 タブ:

PCA 予備変換がリスクエストされた場合は，このタブは表示されない．

予測: 予測モデルで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，選択中の予測データ集合が推定データ集合と同じ変数が同じ順序
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で構造化されていることを確認する必要がある．一方，変数ラベルは選択されるべきではな
く，以下に一覧される選択の最初の行はデータに対応しなければならない．

X / コンフィギュレーション: 予測に用いるコンフィギュレーション・データを選択するには，
このオプションを有効にする．最初の行は，変数ラベルを含んではいけません．

オブジェクト・ラベル: 予測データにオブジェクト・ラベルを使用したい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．最初の行は，変数ラベルを含んではいけません．このオプションが有効で
ない場合は，ラベルがXLSTATによって自動で生成される（PredObs1，PredObs2，など）．

変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む
なら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均(量的変数)または最頻値（質的変数）を用いて欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 選択された変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

分散分析: さまざまなモデルの分散表の分析を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルのパラメータを表示するには，このオプションを有効にする．

モデル予測: モデルの予測値を表示するには，このオプションを有効にする．

選好スコア: 0 から1のスケールで，選好スコアを表示するには，このオプションを有効にす
る．

選好スコアの順位: 選好スコアの順位を表示するには，このオプションを有効にする．

オブジェクトを並べ替え: 各審判員の選好を降順で表示するには，このオプションを有効にす
る．

潜在理想点: 潜在理想点の表を表示するには，このオプションを有効にする．

承認ゾーン: 理想点の承認ゾーンを表示するには，このオプションを有効にする．ゾーンは各

入力変数の最小と最大で定義される．このゾーンの外では，理想点があまり見つからなさそう
である．
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PCAおよびPLSに基づく予備変換がリクエストされた場合，下記のオプションが利用可能であ
る：

固有値: 抽出されたさまざまな因子に対応する固有値を表示するには，このオプションを有効

にする（PCAのみ）．

因子負荷量: 変数の座標（因子負荷量）を表示するには，このオプションを有効にする．この
座標は，正規化されたPCAでは，主成分と初期変数との間の相関に等しくなる．

成分/変数の相関: 主成分と初期変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にす
る．

因子得点: PCAで作成された新しい空間でのオブザベーション（因子スコア）の座標を表示す
るには，このオプションを有効にする．これらの座標は，あとでPREFMAPに使用される．

PCAに基づく予備変換がリクエストされた場合，下記のオプションが利用可能である：

因子負荷量: 変数の座標（因子負荷量）を表示するには，このオプションを有効にする．この
座標は，正規化されたPCAでは，主成分と初期変数との間の相関に等しくなる．

成分/変数の相関: 主成分と初期変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にす
る．

因子得点: PCAで作成された新しい空間でのオブザベーション（因子スコア）の座標を表示す
るには，このオプションを有効にする．主成分は後で回帰の説明変数として使用される．

チャート (PCA) タブ:

このタブは，PCAベースの予備変換がリクエストされた場合のみ表示される．

相関チャート: 成分と初期変数の間の相関を示すグラフを表示するには，このオプションを有

効にする．

ベクトル: 入力変数をベクトルの形式で表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・チャート: オブザベーションを新しい空間で表現するグラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

:: オブザベーション・ラベルをグラフ上に表示させるには，このオプションを有効にす
る．表示するラベルの数は，フィルタ・オプションを用いて変更できる．

バイプロット: オブザベーションと変数を新しい空間で同時に表現するグラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

べクトル: 初期変数をベクトルの形式で表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: バイプロット上にオブザベーション・ラベルを表示させるには，このオプション
を有効にする．表示するラベルの数は，フィルタ・オプションを用いて変更できる．

バイプロットのタイプ: 表示させたいバイプロットのタイプを選択する．より詳細は， PCAの
解説を参照する．

相関バイプロット: 相関バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．
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距離バイプロット: 距離バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

対称バイプロット: 対称バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

係数: 係数を選ぶ．この係数の平方根が変数の座標に乗じられる．この係数は，グラフを
より読みやすくするために，バイプロットでの変数ポイントの位置の調整を可能にす
る． 1以外を設定すると，変数ベクトルの長さは，もはや標準偏差（相関バイプロット）
または寄与度（距離バイプロット）としては解釈できない．

色づきラベル: 変数ラベルとオブザベーション・ラベルを座標ポイントと同じ色で示すには，
このオプションを有効にする．このオプションが有効でない場合は，ラベルは黒で表示され
る．

チャート タブ:

プリファレンス・マップ: プリファレンス・マップを表示するには，このオプションを有効に
する．

理想点を表示: 理想点を表示するには，このオプションを有効にする．

反理想点を表示: 反理想点を表示するには，このオプションを有効にする．

鞍点を表示: 鞍点を表示するには，このオプションを有効にする．

ドメイン制約: 解ポイント（理想，反理想，鞍）がドメイン内に定義されるべき場合の
み，このオプションを有効にする．そして，表示のために使用する領域のサイズを入力

する：これは，X コンフィグレーショで区切られた（100 から 500の値）領域のパーセン
テージで表される．

ベクトルの長さ: 下記のオプションは，ベクトル・モデルが使用されるとき，プレファレ
ンス・マップ上のベクトルの長さを決定するために使用する．

係数: ベクトルの長さが，ベクトル･モデルの係数のみで決定されるようにするには，こ
のオプションを選ぶ．

R²: ベクトルの長さが，モデルのR2のみで決定されるようにするには，このオプション
を有効にする．したがって，モデルがよりよく修正されるほど，マップ上の対応するベ
クトルが長くなる．

=: 同じ長さを持つベクトルを表示するには，このオプションを有効にしてくだい．

伸長係数: すべてのベクトルの長さに任意の値（デフォルト値：1）を掛けるには，この
オプションを有効にする．

円形モデル: * 円を表示: 表示する等選好円の数を入力する．

等高線プロット: 等高線プロットを表示するには，このオプションを有効にする（解説を参

照）．そのあと，プリファレンス・マップの任意のポイントで，製品を好む審査員の%を決定

するのに使用する基準を選ぶ必要がある．

しきい / 平均 (%): そこより上で審査員が製品を好むとみなせるプリファレンス平均のレ
ベルを % で入力する（デフォルト値 は100が平均）．



官能データ分析  753 外的プリファレンス・マッピング (PREFMAP)  

しきい (値): そこより上で審査員が製品を好むとみなせるプリファレンス値を入力する
（デフォルト値 は100が平均）．

カラースケール: 色を選ぶ．

PREFMAP & 等高線プロット: プリファレンス・マップと等高線マップを重ね合わせで表示す
るには，このオプションを有効にする．3つの品質レベルが可能である．マップ中にいくつか
の不具合がある場合は，ポイントの数を増やすことができる．

結果  

要約統計: この表は，すべての審査員とXコンフィギュレーション（変換がリクエストされた場

合は変換の前）での非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）を示す．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

モデル選択: この表は，各審査員にどのモデルが使用されたかを示す．モデルがベクトル・モ
デルではない場合，解ポイント（理想，反理想，鞍）が，その座標で表示される．

分散分析: この表は，モデルの適合度を計算するために使用された統計量（R²，Fおよび
Pr>F）を示す． p-値 (Pr>F) が，選択された有意水準よりも低いとき，それは太字で表示され
る．“オプション” タブでF-比検定が選ばれると，少なくともそれが1回成功すると， F-比検定

の結果が表示される．

モデル係数: この表は，選択されたモデルの各審査員でのさまざまな係数を表示する．

モデル予測: この表は，各審査員と各製品で，モデルによって推定された選好度を示す．注

意：選好度が標準化された場合，したがって，これらの結果は，標準化選好度に適用される．

0 から1の選好スコア: この表は，0 から1のスケールで予測値を示す．

選好スコアの順位: この表は，選好スコアの順位を表示する．順位が高いほど，高い選好度で
ある．

オブジェクトを選好度の昇順で並べる: この表は，オブジェクトの一覧を各審査員での選好度

の昇順で示す．言い換えると，最後の行は，プレファレンス・モデルによって，審査員たちが
選考したオブジェクトに対応する．

プリファレンス・マップ と**等高線プロット** が表示される．プレファレンス・マップでは，
理想点が (+)で，反理想点が (-)で，鞍点が (o)で示される．

オプションが有効で，Excel 2003以降を使用している場合，プリファレンス・マップと等高線

プロットの重ね合わせを表示できる．このチャートはサイズ変更できるが，サイズ変更後に重

なりが維持されるように，Excelシート内をクリックしてから，グラフをクリックしなければな
らない．

**潜在理想点**と**承認ゾーン**は，潜在理想点（関連するモデルが選択された基準で選好を与

える審査員の数が最大）と，その外側では理想点が存在する可能性が引く領域を特定すること
により，研究開発チームを導くことに役立つ．
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事例  

プリファレンス・マップの事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのプリファレンス -マッピング -チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Danzart M. and Heyd B. (1996). Le modèle quadratique en cartographie des préférences.
3ème Congrès Sensometrics, ENITIAA.

Naes T. and Risvik E. (1996). Multivariate Analysis of Data in Sensory Science. Elsevier
Science, Amsterdam.

Schlich P. and McEwan J.A. (1992). Cartographie des préférences. Un outil statistique pour
l'industrie agro-alimentaire. Sciences des aliments, 12, 339-355

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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内的プリファレンス・マッピング  
J 人の審査員（消費者，専門家， …）によってP個の製品に与えられた評点を分析するには内

的プリファレンス・マッピング（IPM)）を使用する：外的プリファレンス・マッピングが消費

者の評点から官能データ（化学的測定量，専門家による評点）にまで関与できるのに対して，
内的プリファレンス・マッピングは，選好データのみが必要． IPM はPCA に基づいており，
結果の可視化を改善するために2つのオプションが追加されている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

内的プレファレンス・マッピング (IPM) は，どの製品がどの消費者のグループに対応するかを
識別することを可能にするために主成分分析（PCA）に基づく．

PCAについての詳細な情報は，PCAの解説に説明されている．PCAが変数をフィルタリングし
ないのに対して，このツールは（PCAステップの後）任意の2次元マップ上で，プロットから
十分によく表示されない審査員を除去することができる．あるポイントがどれだけよくd次元

の空間から 2次元のマップに投影されているかの測度は，共通性（communality）と名付けられ
ている．これは，そのベクトルと部分空間の軸の間のcos2乗の合計としても解釈できる．

そして，視覚的な解釈を促すために，残っているすべての審査員が製品のポイントを囲むバー
チャルな円（サークル）に移動されるので，生成されるバイプロットは，真のバイプロットで
はない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

製品\審査員表: J 人の審査員によって記述されたP 個の製品に対応する量的データを選択す
る．列ヘッダが選択されたいる場合， "変数ラベル" オプションが有効にされていることを確認

する．

PCAタイプ: 相関（標準化PCA），共分散（非標準化PCA）およびSpearman相関行列でPCAを
実行するSpearmanから選ぶ． PCAに使用使用する行列のタイプを選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択（製品/審査員の表，重み，製品ラベル）の最初の行にヘッダが含まれる場合

は，このオプションを有効にする．

製品ラベル: 製品ラベルがある場合は，このオプションを有効にしてださい．そして，対応す
るデータを選択する． ”審査員ラベル” オプションが有効になっている場合，選択にヘッダを含

めることが必要．このオプションが有効になっていない場合，オブザベーション・ラベルは
XLSTATによって自動的に生成される (Obs1, Obs2 …)．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合は，重みは 1とみなされる．重みは， 0以上でなければならない．
列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果に表示される因子の数を減らすために，以下の2つのオプションの1つを
有効にできる． * M小 %: このオプションを有効にして，選択された因子が表現するべき合計

分散の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定するには，このオプションを有効にする．

標準化 データの形式が"オブザベーション/変数"なら，相関（または共分散）がどのように計算

されるかを選ぶことができる： 分母(n) または (n – 1)．
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回転: 因子座標行列に回転を適用したい場合は，このオプションを有効にする．

因子の数: 回転が適用されるべき因子の数を入力する．

手法: 使用する回転手法を選ぶ．手法によっては，パラメータの入力が必要（Orthomax
のガンマ，, Tau for Obliminのタウ， Promaxのpower）．

Kaiser 正規化: 回転の計算でKaiser 正規化を適用するには，このオプションを有効にす
る．

追加データ タブ:

追加オブザベーション: 座標を計算して追加オブザベーションを表現したい場合は，このオプ
ションを有効にする．これらのオブザベーションは，因子軸の計算で考慮に入れられない（活

性オブザベーションに対する不活性オブザベーション）．追加オブザベーションのデータ選択

の最初の行がヘッダを含む場合，"追加オブザベーションの変数ラベル"オプションを有効にす
る．

追加変数: 因子軸の計算で使用されなかった変数（活性変数に対する不活性変数）の座標を後

で計算したい場合は，このオプションを有効にする．

**量的変数*:: 追加の量的変数がある場合は，このオプションを有効にする．メインの表

で列ヘッダが選択された場合，選択内の変数にもラベルが存在していることを確認す
る．

質的変数: 追加の質的変数がある場合は，このオプションを有効にする．メインの表で列

ヘッダが選択された場合，選択内の変数にもラベルが存在していることを確認する．

オブザベーションを色づけ: オブザベーションが最初の質的変数の値によって異なる色で
表示されるようにするには，このオプションを有効にする．

重心を表示: 追加の質的変数のカテゴリに対応するセントロイドを表示するには，このオ
プションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTATが計算を継続しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

ペアワイズ除去: 計算に関与する変数が欠損値を持つ場合のみ，欠損値を持つオブザベーショ
ンを除去するには，このオプションを有効にする．たとえば，2つの変数間の相関を計算する
場合，2つの変数の1つに対応するデータが欠損であるオブザベーションのみが無視される．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．
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平均またはM頻値: 対応する変数の平均(量的変数)または最頻値（質的変数）を用いて欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．
M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする． 相関
係数: "一般" タブで選ばれたオプションのタイプによって，相関または共分散行列を表示する
には，このオプションを有効にする．

有意度の検定: ダイアログ・ボックスの "一般"タブで相関係数が選ばれた場合，相関の有

意度を検定するには，このオプションを有効にする．

Bartlettの球形検定: Bartlett の球形検定を実行するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 上記の検定の有意水準を入力する．

Kaiser-Meyer-Olkin: Kaiser-Meyer-Olkinサンプリングの妥当性の測度を計算するには．
このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とチャート（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有

効にする．

因子負荷量: 因子空間での変数の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

変数/因子の相関: 因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

因子得点: PCAによって作成される新しい空間でのオブザベーションの座標（因子得点）を表

示するには，このオプションを有効にする．

寄与率: 変数とオブザベーションの寄与率表を表示するには，このオプションを有効にする．

Cos2乗: 変数とオブザベーションの2乗余弦を表示するには，このオプションを有効にする．

審査員を除去: 共通性（communality）が任意のしきい値より低い審査員を出力とマップ上で除

去したい場合は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

相関チャート: 成分と初期変数の間の相関を示すチャートを表示するには，このオプションを
有効にする．

ベクトル: 初期変数をベクトルの形式で表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・チャート: 新しい空間でオブザベーションを表現するチャートを表示する
には，このオプションを有効にする．
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ラベル: オブザベーション・ラベルをチャート上に表示するには，このオプションを有効

にする．表示されるラベルの数は，フィルタリング・オプションを用いて変更できる．

バイプロット: 新しい空間でオブザベーションと変数を同時に表現するチャートを表示するに
は，このオプションを有効にする．

ベクトル: 初期変数をベクトルを形式で表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: オブザベーション・ラベルをバイプロット上に表示するには，このオプションを
有効にする．表示されるラベルの数は，フィルタリング・オプションを用いて変更でき
る．

サークルに移動: 審査員に対応するすべてのポイントを製品に対応するポイントを囲む円

（サークル）に移動するには，このオプションを有効にする．

色づきラベル: ラベルをポイントと同じ色で示すには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．これはオブザ
ベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均，および標準偏差（不偏）を含む．

相関/共分散行列: この表は，あとの計算で使用されるデータを示す．相関のタイプは，ダイア
ログ．ボックスの"一般"タブで選ばれたオプションによる．相関では，有意な相関が太字で表

示される．

Bartlettの球形検定: Bartlettの球形検定の結果が表示される．それらは，どの変数が有意な相関

を持たないかによって，仮説を確認または棄却するために使用される．

Kaiser-Meyer-Olkinのサンプリングの妥当性測度: この表は，各変数についての KMO 測度と
全体の KMO 測度の値を提供する．KMO 測度は0 か 1の間の値をとります．低い値は，合成因

子（または潜在変数）を抽出することが可能でないケースに対応する．言い換えると，人間が
イメージできるモデルをオブザベーションがもたらさない（標本が"不十分")．Kaiser (1974)
は， KMO が 0.5より小さい場合，因子モデルを採択しないことを推奨している．KMO が 0.5
から0.7 の間の場合，標本の品質はあまりよくない． 0.7 から0.8の間のKMOは良く， 0.8 から
0.9 の間はとても良く，それを超えると極めて良い．

固有値: 固有値と対応するチャート（スクリープロット）が表示される．固有値の数は，非ヌ
ル固有値の数と等しいである．

対応するオプションが有効にされた場合，XLSTATはあとで新しい空間での**因子負荷量**を，
そして新しい空間での初期変数と成分の間の相関を表示する．**相関係数**は，（相関行列で
の）正規化PCA での因子負荷量に等しい．

追加変数が選択された場合，表の最後に対応する座標と相関係数が表示される．

寄与率: 寄与率は解釈の助けになる．軸の構築で最も高い影響度を持つ変数は，その寄与率が
最も高いである．

Cos2乗: 他の手法と同様，2乗余弦分析は投影効果による解釈の過誤を避けるために用いま
す．チャート上で使用された軸に関する2乗余弦が低い場合，問題のオブザベーションまたは
変数の位置は，解釈されるべきでない．
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そして，新しい空間での**因子得点**が表示される．追加データが選択された場合，それらが
表の最後に表示される．

寄与率: この表は，主成分の構築でのオブザベーションの寄与率を示す．

Cos2乗: この表は，オブザベーション・ベクトルと因子軸の間の2乗余弦を表示する．

回転が要求された場合，回転の結果が，因子負荷量に最初に適用された**回転行列**とともに
表示される．これに回転に関与する軸のそれぞれに関連する修正済み変動パーセンテージが続

きます．回転後の変数とオブザベーションの座標，寄与率，2乗余弦が，続く表に表示され
る．

事例  

内的プリファレンス・マップの使用法に関するチュートリアルが， Addinsoftの ウェブサイト
にある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのプリファレンス -マッピング -チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral
Research, 1, 245-276.

Gabriel K.R. (1971). The biplot graphic display of matrices with application to principal
component analysis. Biometrika, 58, 453-467.

Gower J.C. and Hand D.J. (1996). Biplots. Monographs on Statistics and Applied Probability,
54, Chapman and Hall, London.

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and Multivariate
Methods. Springer-Verlag, New York.

Jolliffe I.T. (2002). Principal Component Analysis, Second Edition. Springer, New York.

Kaiser H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31-36.

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam, 403-406.

Morineau A. and Aluja-Banet T. (1998). Analyse en Composantes Principales. CISIA-
CERESTA, Paris.
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パネル分析  
官能パネルまたは消費者パネルが製品の違いを評価できるかどうかを確認するには，このツー
ルを使用する．これを行うと，審査員によって与えられた評価がどの程度まで信頼できるかを
測定し確認できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは， 人の消費者，専門家，審査員のパネルとしての能力を評価するため， 個の
ディスクリプタ（統計的な意味では変数）を用いて 個の製品を区別するため，（異なる評価

セッションで反復測定が利用可能な場合）評点が信頼できるかどうかをコントロールするため
に，XLSTATが提供するさまざま分析を連携させることができる．審査員の間の均質なグルー
プを識別するために，クラスタリングも行える．

第1ステップ は，製品効果があるかないかを各ディスクリプタで検証する目的で，一連の
ANOVAからなる．選択されたモデルについて，各ディスクリプタでANOVA のType III SS （タ
イプIII平方和）の表が表示される．そして，要約表で，さまざまなディスクリプタで製品効果

のp値を比較することができる．続く分析は，製品を区別できるディスクリプタでのみ実施さ
れる．セッション（反復）の有無，交互作用を考慮するかどうか，そして，審査員とセッショ
ンの効果を固定とみなしたいかランダムとみなしたいかによって，さまざまな ANOVA モデル
が可能である．

CAP表

CAP (Control of Assessor Performances) 表は2つの部分からなる．左の部分は，ディスクリプ
タの要約である．p値が0.1より小さければ，色は黄色になる． 0.05よりも小さければ，色は緑

色になる．それ以外は色が赤色になる。 の交互作用に関しては正反対である。
なぜなら．有意な交互作用を持ちことは前向きなことではないからである。属性の平均および
誤差の平方根でこの左側の部分が終る。表の右側は、審査員を示す。警告，フィルタが適用さ
れた場合，この部分は前のそれの下に表示される．審査員は，すべてのディスクリプタで個別

に生み出される効果の平均順位によって並べ替えられる． 任意のディスクリプタについて，あ
る審査員が製品を判別しないなら，彼/彼女には"="が与えられる．もし彼/彼女が製品が判別

し，彼/彼女がパネルと一致する（審査員* 製品の交互作用への寄与度の検定）なら，彼/彼女に
は"+"が与えられる．それ以外は，彼/彼女は"-"となる．そして，審査員が対応するディスクリ
プタのセッション効果を待つか(drift-mood)，または１つのセッションから他のセッションで彼/
彼女が他の審査員よりも有意に信頼性が低いなら，彼/彼女は繰り返し不可みなされ， "!"が追

加される．

J K

P

製品 ∗ 審査員
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**第2ステップ**は，グラフィカル分析からなる．ANOVAの後に保持されているk 個の各ディス
クリプタについて，箱ひげ図とストリップ・プロットが表示される．したがって，各ディスク
リプタについて，さまざまな審査員が，さまざまな製品を評価するために評価尺度をどのよう
に使用するかを見ることができる．

**第3ステップ**は，製品ごとに1行，審査員とディスクリプタの対ごとに1列を含む表になっ
て，複数のセッションがある場合，表は平均値を格納するように，データ表の再構築から始ま
り，そして，同じ表での PCA（基準化）が続く． 製品の数 は，一般的に積 より小さ
く，最大でも 個の因子軸を持つことになる．そして，任意のディスクリプタで評価している
審査員に対応するポイントを各プロット上でハイライトするために，ディスクリプタの数だ
け， PCA の相関プロットを表示する．これは，（PCAが基準化されたことにより）位置と尺

度の効果が除去されると， 個の各ディスクリプタで審査員がどだけ一致しているか，ディス
クリプタがどれだけリンクしているか，またはしていないかを，ワンステップで確認すること
ができる．ディスクリプタ間の関係性をより正確に調査するために， MFA （多因子分析）プ
ロットが表示される．

第4ステップでは，製品効果があるかないかを確認するために，各審査員について 別々に，そ
して 個のディスクリプタについてANOVAが実行される．これは審査員が利用可能なディスク
リプタを用いて製品を区別できるかどうかを評価することを可能にする．より詳細は，ANOVA
の 解説 を参照．そして，審査員が製品を区別できたディスクリプタの数を審査員ごとにカウ
ントするために，要約表が使用される．対応するパーセンテージが表示される．このパーセン
テージは，審査員の判別 力の簡単な測度である．

**第5ステップ**では，まず全体表で，行を各審査員，列を（製品，ディスクリプタの）各対と
して，評点（反復測定がある場合は平均）を提示する．製品ごと，ディスクリプタの集合での
審査員（反復測定での平均）を比較するために 個の表とグラフの系列が続く．これらのグラ
フは，何人かの審査員での強い傾向や特殊な評価を識別するために使用できる．

**第6ステップ**は，k個のディスクリプタの空間でのすべての審査員の平均への各審査員のユ
ークリッド距離の各製品での測定によって，特殊な審査員を識別できる．各製品でのこれらの
距離とすべての審査員で計算された最小と最大を示す表は，コンセンサスに近い，または遠い
審査員を識別することができる． これらの距離を可視化するために，グラフが表示される．

“セッション” 変数が選択された場合，**第7ステップ**は，何人かの審査員でセッション効果，

通常，順序効果があるかを確認する．これはFriedman 検定（または2つのセッションのみがあ
る場合は， Wilcoxon符号順位検定）を用いて評価される．この検定は，ディスクリプタごとに
すべての製品で計算される．そして，各審査員および各ディスクリプタで，全製品でのセッシ
ョン間で観察された最大範囲を計算する．最大範囲に対応する製品が示される． この表は，何

人かの審査員によって与えられた評点の異常の可能性を識別し，場合によっては，さらなる分

析のためにいくつかのオブザベーションを除去するために使用できる．

各トリプル（審査員，製品，ディスクリプタ）で最低1個の評点がある場合，**第8ステップ**
は，審査員のクラスタリングからなる．まず生データでクラスタリングを実行し，そして，尺

度と位置の効果を除去するために標準化データで実行する．

最後に，STATIS法を使用するためにフォーマットされた表が提供される．この手法は，審査員

間およびより一般的には審査員とパネルの全体的観点の間の一致の指標を持つことを可能にす
る．さらに製品のマップが生成される．より詳細はSTATIS法の解説を参照．

ダイアログ・ボックス  

P k × J

P

k

k

P
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Y / ディスクリプタ: 各ディスクリプタに関連する選好データを選択する．表は，製品およびセ
ッションに対応するさまざまなディスクリプタについて，審査員が与えた評点が格納でされて
いる．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

製品: テストされる製品に対応するデータを選択する．1列だけを選択する ．列ヘッダが選択さ
れた場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

審査員: 審査員に対応するデータを選択する．1列だけを選択する ．列ヘッダが選択された場

合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

セッション: 複数のテスト・セッションが構成された場合は，このオプションを有効にする．
セッションに対応するデータを選択する．1列だけを選択する ．列ヘッダが選択された場

合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（Y, X, オブジェクト・ラベル)の最初の行がラベルを格納する場

合は，このオプションをチェックする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する． “変数ラベル” オプションが有効にされた場合，

選択内にヘッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合，ラベルはXLSTATに
よって自動すで生成される (Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしないと，重みは 1とみなされる．重みは，0以上でなけれ
ばならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認す
る．

オプション タブ:

モデル: 非判別ディスクリプタを識別するために使用したいANOVA モデルを選択する．セッシ
ョン・オプションが有効でない場合，2とおりのモデルは:

.

セッション・オプションが有効になっている場合，3とおりのモデルは:

**変量効果 (審査員 / セッション) **: 審査員および反復効果，およびそれらが関与する交互作用

が変量効果であるとみなしたい場合は，このオプションを有効にする．このオプションがチェ
ックされていない場合は，すべての効果が固定効果とみなされる．

有意水準 (%): 分析の際に計算されたさまざまな検定の帰無仮説を検証するための p値の水準を
決定するために用いる有意水準を入力する．

ディスクリプタをフィルタ: 製品効果のないすべてのディスクリプタを分析から除外するに
は，このオプションを有効にする．そして，それより上は製品効果がないとみなされるしきい
p値を指定できる．この作業を実行するには，出力タブで"ANOVA 要約"にチェックを入れては
ならない．

Y = Product + Assessor

Y = Product + Assessor + Product ∗ Assessor

Y = Product + Assessor + Session

Y = Product + Assessor + Session + Product × Assessor

Y = Product + Assessor + Session + Product × Assessor + Product ×
Session + Session × Assessor
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欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

各Y を別々にチェック: 各ディスクリプタについて別々にオブザベーションを除去するに
は，このオプションを有効にする（標本サイズは，モデル間で変化する）．

すべてのYで: 欠損値を持つすべてのオブザベーションを除去するには，このオプション
を有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

ANOVA 要約: 計算されたさまざまなANOVA モデルの要約を表示するには，このオプションを
有効にする．

審査員の製品を判別する能力: 表とグラフを表示して，さまざまな製品を区別する審査員の能

力を評価できるようにするには，このオプションを有効にする．

（製品，ディスクリプタ）での審査員平均: （製品，ディスクリプタの）各対での平均，およ
び各製品での平均の表，審査員とディスクリプタごとの平均の表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

コンセンサスへの距離 : コンセンサスへの距離の表を表示するには，このオプションを有効に
する．

セッション分析: セッション情報を用いて審査員の信頼性を評価するには，このオプションを
有効にする．

STATISの表: STATIS分析を実行するためにフォーマットされた表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

チャート タブ:

箱ひげ図: 各ディスクリプタでさまざまな審査員を比較できる箱ひげ図を表示するには，この
オプションを有効にする．

ストリップ・プロット: 各ディスクリプタでさまざまな審査員を比較できるストリップ・プロ
ットを表示するには，このオプションを有効にする．
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PCA プロット: PCA および MFAから得られるさまざまなプロットを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

各製品での折れ線グラフ: 各製品について，すべてのディスクリプタで審査員を比較できる折

れ線グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサスへの距離の折れ線グラフ: 各審査委員がコンセンサスからどれだけ離れているか
を製品ごとに評価できるグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

デンドログラム: 審査員のクラスタリングから得られるデンドログラムを表示するには，この
オプションを有効にする．

結果  

要約統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．オブザベーシ
ョンの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が，ディスクリプタごと
に表示される．質的説明変数では，さまざまなカテゴリの名前が，それぞれの度数とともに表

示される．

**第1ステップ**は，製品効果があるかないかを検証するための一連のANOVAからなる． 各デ
ィスクリプタごとに，ANOVAのType III SS の表が，選択されたモデルについて表示される．
そして，要約表は，さまざまなディスクリプタでの製品効果のp値を比較することができる．

そして，CAP (Control of Assessor Performances) 表が続く．より詳細は，table. See the [解説]
を参照．

**第2ステップ**は，グラフィカル分析からなる． ANOVAの後に保持されるk 個のディスクリ
プタのそれぞれで，箱ひげ図，ストリップ・プロットが表示される．したがって，各ディスク
リプタで，さまざまな審査員がさまざまな製品を評価するために，どのように評価尺度を用い
ているかを見ることができる．

**第3ステップ**は，製品ごとに1行，審査員とディスクリプタの対ごとに1列を含む表になっ
て，複数のセッションがある場合，表は平均値を格納するように，データ表の再構築から始ま
り，そして，同じ表での PCA（基準化）が続きます． 製品の数 Pは，一般的に積 k * Jより小

さく，最大でもP 個の因子軸を持つことになる．そして，任意のディスクリプタで評価してい
る審査員に対応するポイントを各プロット上でハイライトするために，ディスクリプタの数だ
け， PCA の相関プロットを表示する．これは，（PCAが基準化されたことにより）位置と尺

度の効果が除去されると， k 個の各ディスクリプタで審査員がどだけ一致しているか，ディス
クリプタがどれだけリンクしているか，またはしていないかを，ワンステップで確認すること
ができる．ディスクリプタ間の関係性をより正確に調査するために， MFA （多因子分析）プ
ロットが表示される．

**第4ステップ**では，製品効果があるかないかを確認するために，各審査員について 別々に，
そしてk 個のディスクリプタについてANOVAが実行される．これは審査員が利用可能なディス
クリプタを用いて製品を区別できるかどうかを評価することを可能にする．そして，審査員が
製品を区別できたディスクリプタの数を審査員ごとにカウントするために，要約表が使用され
る．対応するパーセンテージが表示される．このパーセンテージは，審査員の判別力の簡単な
測度である．

**第5ステップ**では，まず全体表で，行を各審査員，列を（製品，ディスクリプタの）各対と
して，評点（反復測定がある場合は平均）を提示す．製品ごと，ディスクリプタの集合での審
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査員（反復測定での平均）を比較するために P個の表とグラフの系列が続きます．これらのグ
ラフは，何人かの審査員での強い傾向や特殊な評価を識別するために使用できる．

**第6ステップ**は，ディスクリプタの空間でのすべての審査員の平均への各審査員のユークリ
ッド距離の各製品での測定によって，特殊な審査員を識別できる．各製品でのこれらの距離と
すべての審査員で計算された最小と最大を示す表は，コンセンサスに近い，または遠い審査員

を識別することができる．これらの距離を可視化するために，グラフが表示される．

“セッション” 変数が選択された場合，**第7ステップ**は，何人かの審査員でセッション効果，

通常，順序効果があるかを確認する．これはFriedman 検定（または2つのセッションのみがあ
る場合は， Wilcoxon符号順位検定）を用いて評価される．この検定は，ディスクリプタごとに
すべての製品で計算される．そして，各審査員および各ディスクリプタで，全製品でのセッシ
ョン間で観察された最大範囲を計算する．最大範囲に対応する製品が赤い三角に示される．

各トリプル（審査員，製品，ディスクリプタ）で最低1個の評点がある場合，**第8ステップ**
は，審査員のクラスタリングからなる．まず生データでクラスタリングを実行し，そして，尺

度と位置の効果を除去するために標準化データで実行する．

最後に，STATIS法を使用するためにフォーマットされた表が提供される．

事例  

パネル分析の使用法を説明するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能パネル分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Conover W.J. (1999). Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, Wiley.

Escofier B. and Pagès J. (1998). Analyses Factorielles Simples et Multiples : Objectifs,
Méthodes et Interprétation. Dunod, Paris.

Næs T. , Brockhoff P. and Tomic O. ( 2010). Statistics for Sensory and Consumer Science.
Wiley, Southern Gate.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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製品評価  
どのディスクリプタが製品の集合を最もよく区別するか，そして，製品のどの特性が官能調査

で重要であるかを識別するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，フランス・レンヌにあるAgrocampus（農業大学）の応用数学研究所のPr.
Jérôme Pagès および Sébastien Lê による勧告を用いて開発された．これはXLSTAT ユーザー
に，官能調査において，どのディスクリプタが製品の集合をよく判別するかを発見するユーザ
ー・フレンドリーなツールを提供する．また，各製品の最も重要な特性がどれであるかを識別

することもできる．

すべての計算は，分散分析 (ANOVA)モデルに基づいている．テクニカルな観点での詳細は，
XLSTATのヘルプの分散分析の章を参照せよ．

データ表は，所定の形式でなければならない．各行が任意の製品，最終的に任意のセッション
に関係していて，指定された製品に関連する1つまたは複数のディスクリプタについて，ある
審査員が与えたスコアを収集していなければならない．データ集合は，以下の列を含まなけれ
ばならない：審査員の識別，製品の識別，最終的にセッションの識別，およびディスクリプタ
または特性の数だけの列．

審査員によって与えられたスコアが有意に異なるかどうかを確認するために，各ディスクリプ
タについて，ANOVAモデルが適用される．最も単純なモデルは：

スコア = 製品効果 + 審査員効果

複数のセッション（各審査員が各製品を少なくとも2回評価）が行われたなら，セッション因

子が追加されて，モデルは次のようになる：

スコア = 製品効果 + 審査員効果 + セッション効果

交互作用因子も含めることができる．審査員と製品のいくつかの組み合わせが，そのディスク
リプタでより高いまたはより低いグレードを与えているかどうかを検定できる．モデルは次の
ようになる：

スコア = 製品効果 + 審査員効果 + 製品効果 * 審査員効果
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審査員効果は，常にランダムであることが仮定される．これは，各審査員が（スコアの尺度上

で）製品にスコアを与える各自の方法を持つとみなすことを意味する．

製品特性は，審査員の選好を用いて製品を特徴づけする（評価する）ためのとても有効なツー
ルである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合は

一般 タブ:

Y / ディスクリプタ: 各ディスクリプタに関係する選好データを選択する．表は，製品およびセ
ションに対応するさまざまなディスクリプタについて，審査員が与えたスコアを格納する．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

製品: テイストされた製品に対応するデータを選択する．1列だけが選択されなければならな
い．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

審査員: 審査員に対応するデータを選択する．1列だけが選択されなければならない．列ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

セッション: 複数回のテイスト・セッションが行われた場合は，このオプションを有効にす
る．セッションに対応するデータを選択する．1列だけが選択されなければならない．列ヘッ
ダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（Y, X, オブジェクト・ラベル）の最初の行がラベルを含むなら，この
オプションをチェックする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．“変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，ラベルはXLSTAT
によって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしないと，重みは 1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認すること．

オプション タブ:

モデル: 使用したい分散分析モデルを選択してください．セッション・オプションが有効でな
い場合，Y = 製品 + 審査員 か Y = 製品 + 審査員 + 製品 * 審査員 のいずれかを選べます．セッ
ション・オプションが有効になている場合， Y = 製品 + 審査員 + セッション ， Y = 製品 + 審
査員 + セッション + 製品 * 審査員 および**Y = 製品 + 審査員 + セッション + 製品 * 審査員 +
製品 * セッション + セッション * 審査員**の3とおりのモデルが可能．

修正済み平均表を並べ替え: 類似した製品とディスクリプタが互いに近くなるように，修正済

み平均を並べ替えたい場合は，このオプションを有効にする．最良の位置を見つけるために主

成分分析が適用される．

有意水準 (%): 信頼区間の有意水準を入力する．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

各 Y を別々にチェック: 各ディスクリプタについて別々にオブザベーションを除去するに
は，このオプションを有効にする（標本サイズがモデルによって変化）．

すべてのYで: 欠損値を持つすべてのオブザベーションを除去するには，このオプション
を有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均(量的変数)または最頻値（質的変数）を用いて欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．
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M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

官能プロファイル: 官能プロファイルのグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る． * バイプロット: 製品と Y 変数（ディスクリプタ）を同時に表示するには，このオプショ
ンを有効にする． * 非判別ディスクリプタを除去: 前の分析で非判別として識別されたディス
クリプタを無視するには，このオプションを有効にする．**しきい値**を入力できて，それよ
り上だと非判別とみなされ，除去される．

結果  

要約統計: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．オブザベーシ
ョンの数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が，ディスクリプタごとに表示され
る．質的説明変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それらの相対度数とともに表示

される．

ディスクリプタの判別力: この表は，製品に対する最大の識別力から最小の識別力へと並べら
れたディスクリプタを示します．関係するV-検定とp-値も表示されます．

モデル係数: この表は，製品-ディスクリプタの各組み合わせについて，選ばれたモデルのさま
ざまな係数を表示する．各組み合わせでの修正済み平均，t 検定，p-値および信頼区間が表示さ
れる．そして，各製品での係数のグラフが表示される．

製品ごとの修正済み平均: この表は，製品-ディスクリプタの各組み合わせについて，修正済み
平均を示す．色は，有意な陽性効果に青色，有意な陰性効果に赤色が対応する．

PCAによって得られた官能プロファイルの信頼楕円つきグラフ: Husson ら (2005) によって説

明された手法に従って作成されたこのバイプロットは，ディスクリプタとさまざまなオリエン
テーションとサーフェスが審査員によって与えられた評価に基づく信頼楕円つきの製品を同じ
グラフに可視化することができる．これらの楕円は，再標本法を用いて計算される．製品の座

標と対応する余弦が，誤解釈を避けるために表示される．

事例  

製品評価の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能分析による製品評価チュートリアル?language=ja

参考文献  

Husson F. , Lê S. and Pagès J. (2009). SensoMineR dans Evaluation sensorielle - Manuel
méthodologique. Lavoisier, SSHA, 3ème édition.

Lê S. and Husson F. (2008). SensoMineR: a package for sensory data analysis. Journal of
Sensory Studies. 23(1). 14-25.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Lea P., Naes, T. and Rodbotten M. (1997). Analysis of variance for sensory data. John Wiley,
New York.

Naes T. and Risvik E. (1996). Multivariate Analysis of Data in Sensory Science. Elsevier
Science, Amsterdam.

Sahai H. and Ageel M.I. (2000). The Analysis of Variance. Birkhaüser, Boston.



官能データ分析  773 ペナルティ分析  

ペナルティ分析  
スケールを用いて実施した調査の結果を分析するには，このツールを使用する．JAR では，中

間のレベル3 が顧客に好まれる値である．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ペナルティ分析は，消費者または専門家に実施された調査に基づいて，製品の潜在的な改良の
方向性を識別するための官能データ分析で使用される手法である．

2種類のデータを使用:

製品の全体的な満足度指標に対応する選好データ（または嗜好スコア，たとえば，チョコレー
ト・バーについての10ポイント・スケールでの嗜好スコア），または製品の特性（たとえば，
1 から10で評価された自動車の快適さ）．

JAR (Just About Right) の5 ポイント・スケールで収集されたデータ．これらは，目的の製品の
1つまたは複数の特性について，1 から 5（1 から 7または1から9）の範囲でのランキングす
る．5 ポイント JARスーケルの場合， 1 は « まったく足りない»，2 は« 足りない»，3 は«
JAR » (Just About Right：ちょうどよい)，消費者にとって理想で，4 は« 過ぎる » and 5 to « か
なり過ぎる »である．たとえば，チョコレート・バーでは苦味を評価できるし，自動車の快適

さではエンジン音の大きさを評価できる．

ANOVAで使用されているような多重比較に基づくこの手法の本質は，JAR スケールで調査さ
れた各特性について，JAR スケールでのランキングが嗜好スコアでの異なる結果に有意に関係

するかどうかの識別することにある．たとえば，チョコレートが苦すぎるなら，嗜好スコアに
有意に影響するかどうか?である．

ペナルティという言葉は，任意の製品についての消費者の満足度にペナルティをかけることが
できる特性を探いているという事実に由来する．ペナルティは，JAR カテゴリでの嗜好スコア
の平均と，他のカテゴリでのスコアの平均の間の差である．

ペナルティ分析は3つのフェーズに分けられる:

1. JARスケールのデータが集計される：たとえば， 5 ポイント JARスーケルの場合，一方

でカテゴリ 1 と 2 がグループ化され，もう一方でカテゴリ 4 と 5 がグループ化される．
これで3ポイント・スケールとなる．“足りない”，“JAR”，“過ぎる”の3水準となる．
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2. そして，有意な差を識別するために，3つのカテゴリで嗜好スコアの平均を計算して比較

する． 2つのnon-JAR カテゴリと JARカテゴリ の平均の間の差は，平均降下（mean
drops）と呼ばれる．

3. 有意度が 0と異なれば，ペナルティを計算して検定を行なう．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする

一般 タブ:

嗜好スコア: 選好データを選択する．複数の列を選択できる．列ヘッダが選択された場合，"列
ラベル" オプションが有効であることを確認する．

JARデータ: JARスケールで測定されたデータを選択する．複数の列を選択できる．列ヘッダが
選択された場合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認する．

スケール: データに対応するスケールを選択する（1 -> 5，1 -> 7，1 -> 9）．

3つのJAR水準のラベル: 3 ポイントJAR スケールのラベルを使用したい場合は，このオプショ
ンを有効にする． 3つの行とJAR データ選択と同じだけの列がある．列ヘッダが選択された場

合，"列ラベル" オプションが有効であることを確認する．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，，このオプション
を有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．
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列ラベル: データ選択（嗜好スコア，JAR データ，3 つのJAR 水準のラベル）の最初の行がヘ
ッダを含む場合，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしないと，重みは 1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

母集団サイズのしきい値: 多重比較で考慮に入れるカテゴリを表すべき，合計の母集団の%を入

力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を続行しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均(量的変数)または最頻値（質的変数）を用いて欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 選択された次元の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．すべてのデ
ータが順序データであれば，Spearman の相関係数を使用することを推奨する．

3水準の表: 5 カテゴリから3 カテゴリに縮退させたJAR データを表示するには，このオプショ
ンを有効にする． ペナルティ表: non-JAR カテゴリの平均降下（mean drops ）とペナルティ
を示す表を表示するには，このオプションを有効にする．

多重比較: 平均間の差について多重比較検定を実行するには，このオプションを有効にする．2
つのカテゴリに分類される複数の手法が利用可能である：多重ペアワイズ比較，およびコント
ロールによる多重比較，後者がここでのJAR カテゴリということである．

有意水準 (%): 差が有意であるか否かを決定するために用いる有意水準を入力する．
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チャート タブ:

積み重ね棒グラフ: JAR スケールのさまざまなカテゴリの相対度数を可視化できる積み重ね棒

グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

3D: 3次元の積み重ね棒グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

要約: ペナルティ分析の多重比較を要約するチャートを表示するには，このオプションを有効

にする．

平均降下 vs %: テスターの母集団の対応する%の関数として，平均降下を示すチャートを表示

するには，このオプションを有効にする．

結果  

基本の統計および嗜好スコアとJARデータの相関行列の表示の後，XLSTATは各JAR 次元での5
水準（選択されたスケールによって7または9水準）の度数を示す表を表示する．対応する積み
重ね棒グラフが表示される．

そして，3つの水準に縮退されたデータの表が表示され，対応する相対度数と積み重ね棒グラ
フが続きます． ペナルティ表は，平均，平均降下，ペナルティ，および多重比較検定の結果を
含む3 ポイント・スケールの JARデータについての統計量 を可視化できる．

最後に，要約チャートが，JAR カテゴリと 2つの non-JAR カテゴリの（“足りない”，“過ぎ
る”）の間の差が，どのJAR次元で有意に異なるかを素早く識別することを可能にする： 差が有

意であるとき，棒グラフは赤色で表示され，差が有意でないときは緑色で表示される． グルー
プのサイズが選択しきい値より低いときは，棒グラフが灰色で表示される（ダイアログ・ボッ
クスのオプション・タブを参照）．

**平均降下 vs % チャート**は，テスターの母集団の対応する%の関数として，平均降下を表示

する．結果が有意であるとみなされる母集団のしきい値%が，点線で表示される．

事例  

ペナルティ分析のチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのペナルティ分析チュートリア?language=ja

参考文献  

Popper P., Schlich P., Delwiche J., Meullenet J.-F., Xiong R., Moskovitz H., Lesniauskas
R.O., Carr T.B., Eberhardt K., Rossi F., Vigneau E. Qannari, Courcoux P. and Marketo C.
(2004). Workshop summary: Data Analysis workshop: getting the most out of just-about-right
data. Food Quality and Preference, 15, 891-899.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2?language=ja
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フリーソーティング・データ分析  
素早く有効な方法でフリーソーティング・データを分析するには，この関数を使用する．

この関数は以下のことができる:

製品間のリンクを調査して可視化する．

審査員間の同意を調査する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

フリーソーティング・テストは，製品の官能評価の一部として一般的になってきている．それ
らは構築するのが簡単で，かつ回答するのも簡単である．原理は次のとおり: 各参加者は，彼/
彼女に提示された製品をグループ分けするように求められる．したがって、各クラスタは，そ
れを構築した回答者にとってとても類似した製品の集合を表す．グループの数は，参加者によ
って選ばれる．禁止された行為は，すべての製品を同じグループに入れることと，製品の数だ
けグループを作成することだけである．

フリーソーティング・データ分析に含まれる手法

フリーソーティング・データ分析の主要な目的は、製品のグラフィカルな表示を構築すること
である．それのために，XLSTATでは3つの手法が利用可能である:

1. STATIS: STATIS法を使用するためのデータ前処理が実行される．データ前処理は，各審

査員を完全分離表とみなすことからなり，グループ・サイズが標準化される(Llobell,
Cariou, Vigneau, Labenne & Qannari, 2020)．STATIS 法は，審査員間の合意の指標を持

ち，それらを分析で考慮に入れることができる．ます。

2. CA: 製品共起行列が構築され，その後にコレスポンデンス分析が続く(Cariou & Qannari,
2018)．

3. MCA: 生データで 多重コレスポンデンス分析 が実行される(Van der Kloot & Van Herk,
1991)．

もう１つの目的は，審査員の近接を分析することである．この目的のために審査員間の共起行

列が構築され，その後にコレスポンデンス分析が続く(Cariou & Qannari, 2018)．



官能データ分析  778 フリーソーティング・データ分析  

データの構造

各行は製品を表し，列は審査員を表す．各列内に製品が属するグループの番号（名前）があ
る．審査員が製品P1とP3のグループ，そして製品P2とP4のグループを作成した事例を検討し
よう．すると，P1とP3では1（またはG1，group１）があり、P2とP4では2（またはG2，
group 2）がある．

結果の解釈

個の因子の空間での製品（resp. assessors）の表現は，予防的措置の意味で，製品(resp.
assessors)間の近接を視覚的に解釈できるようにする．

平面上の製品または審査員の投影が，グラフの中心から遠ければ，信頼できるとみなされる．

因子の数

結果の解釈のために，いくつの因子が維持されなければならないかを決定するために，2つの
方法がよく使用される:

固有値の降下曲線を見る．保持するべき因子の数 は，曲線の最初の屈折点にある．

因子軸で表現される累積変動パーセンテージを使用して，特定のパーセンテージのみを
使用すると決めることもできる．

グラフィック表現

これらの表現は，表現空間の軸に関連する変動パーセンテージの合計が十分に高い場合に限り
信頼できる．このパーセンテージが高い（たとえば80%）なら，その表現は信頼できるとみな
される．パーセンテージが低ければ，最初の2つの因子軸でなされた解釈を検証するために，
複数の軸のペアで表現を作ることが推奨される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

k

k
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

フリーソーティング・データ: さまざまな審査員に対応するデータを選択する．列ヘッダが選

択されているなら，"審査員ラベル"オプションが有効であることを確認すること．

手法: 製品を表現するのに3つの手法が利用可能である:

STATIS: 適合した前処理の後にSTATIS法を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

共起行列でのCA: 製品共起行列でコレスポンデンス分析を使用したい場合は，このオプ
ションを有効にする．

MCA: 生データで多重コレスポンデンス分析を実行したい場合は，このオプションを有効

にする．

製品ラベル: 製品ラベルを使用したい場合は，このオプションを有効にする．このオプション
を有効にしない場合は，ラベルが自動で作成される．列ヘッダが選択されると，"審査員ラベ
ル"オプションが有効であることを確認すること．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

審査員ラベル: 選択されたデータ（フリーソーティング・データ，製品ラベル）の最初の行

（または転置モードの場合，列）がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果が表示される因子の数を減らすには，以下のオプションのうちの1つを有

効にする．
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M小 %: 選択された因子が表す合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定する．

出力 タブ:

一般: タブ:

これらの出力は，すべての分析手法に関係する:

記述統計: 選択されたすべての審査員の記述統計を表示するには，このオプションを有効にす
る．

審査員分析: 審査員分析を実行したい場合は，このオプションを有効にする．

共起行列: 審査員共起行列を表示するには，このオプションを有効にする．

CA 固有値: 審査員共起行列でのCAの固有値の表を表示するには，このオプションを有効

にする．

審査員座標: 因子空間での審査員の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

STATIS タブ:

これらの出力は，STATIS分析のみに関係しており，ユーザーがこの手法を選択したときに表示

される:

固有値: 固有値の表を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサスの座標を表示するには，このオプションを有効

にする．

RV 行列: RV 行列を表示するには，このオプションを有効にする．

尺度係数: 尺度係数を表示するには，このオプションを有効にする．

重み: STATISによって作成され使用される重みを表示するには，このオプションを有効にす
る．

コンセンサス・コンフィグ: STATISによって作成されるコンセンサス・コンフィグを表示する
には，このオプションを有効にする．

均質度: 審査員の均質度を表示するには，このオプションを有効にする．

審査員/コンセンサスRV: 審査員とコンセンサスのRV係数を表示するには，このオプションを
有効にする．

全体誤差: STATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にする．

審査員あたりの残差: 各審査員での STATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効

にする．
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製品あたりの残差: 各製品でのSTATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にす
る．

CA タブ:

これらの出力は，製品共起行列でのCAのみに関係し，ユーザーがこの手法を選択したときに表

示される:

共起行列: 製品共起行列を表示するには，このオプションを有効にする．

CA 固有値: 共起行列でのCAの固有値の表を表示するには，このオプションを有効にする．

製品の座標: 因子空間での製品の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

MCA タブ:

これらの出力は，MCAのみに関係し，ユーザーがこの手法を選択したときのみ表示される:

固有値: MCAの固有値の表を表示するには，このオプションを有効にする．

製品の座標: 因子空間での製品の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

製品の寄与度: 製品の寄与度を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

一般: タブ:

この出力は，すべての分析に関係する:

2軸でチャートを表示: XLSTATが軸の選択を促さず，自動で最初の2軸にグラフを表示するよう
にするには，このオプションを有効にする．

審査員分析:

CA 固有値: CA固有値の スクリー・プロット を表示するには，このオプションを有効に
する．

審査員の座標: 因子空間での審査員座標のプロットを表示するには，このオプションを有

効にする．

STATIS タブ:

これらの出力は，STATIS分析にのみ関係し，この手法が選択されたときのみ利用可能:

固有値: 固有値の スクリー・プロット を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサス座標のプロットを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

尺度係数: 尺度係数のチャートを表示するには，このオプションを有効にする．

重み: STATISによって作成され使用される重みの棒グラフを表示するには，このオプションを
有効にする．
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審査員/コンセンサスRV: 各審査員とコンセンサスの間のRV係数の棒グラフを表示するには，
このオプションを有効にする．

審査員あたりの残差 : Activate this option to display the bar chart of the error of the STATIS
criterion for each assessor.

製品あたりの残差: 各製品のSTATIS基準の誤差の棒グラフを表示するには，このオプションを
有効にする．

射影ポイントのグラフ: 因子空間に投影された製品と各審査員の製品の両方を表現するグラフ
を表示するには，このオプションを有効にする．

製品ラベル: グラフに製品ラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

射影ポイント・ラベル: 投影されたポイントのラベルを表示するには，このオプションを
有効にする．

CA タブ:

これらの出力は，製品共起行列でのCAのみに関係し，この手法が選択されたときのみ利用可

能:

CA 固有値: CA固有値の スクリー・プロット を表示するには，このオプションを有効にする．

製品の座標: 因子空間での製品の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

MCA タブ:

これらの出力は，MCAのみに関係し，この手法が選択されたときのみ利用可能:

固有値: MCA固有値の_スクリー・プロット_ を表示するには，このオプションを有効にする．

製品の座標: 因子空間での製品の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: 要約統計の表は，選択されたすべての審査員の簡単な統計量を提供する．各審査員

のグループとそのサイズ，各グループの製品のパーセンテージが表示される．

STATIS:

これらの結果はSTATIS分析のみに関係し，この手法が選ばれたときのみ利用可能：

固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するチャート (スクリープロット) が表示

される．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサス座標が，（選択された因子の数に応じて）対応

するチャートが表示される．

RV 行列: すべての審査員間のRV係数の行列が表示される．RV指標は，2人の審査員の間の0か
ら1の類似度の係数である．これが1に近いほど強い類似度である．この行列は，審査員の重み
を計算するために，STATISで使用される．
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各審査員の尺度係数: 尺度係数が関係する棒グラフとともに表示される．これらの尺度係数

は，各審査員のグループの数を標準化する．審査員が作成したグループが少ないほど，尺度係

数が大きくなる．

各審査員の重み: STATISで計算される重みが関係する棒グラフとともに表示される．重みが大

きいほど，その審査員はコンセンサスにより寄与している．STATISが全体的な観点から最も近

い審査員により大きな重みを与えるので，他よりもとても低い重みは，その審査員が非典型で
あることを意味する．

コンセンサス・コンフィグ: コンセンサス・コンフィギュレーションが表示される．これは，
審査員の重みによって重みづけされた前処理済みの審査員データの合計に一致する．

均質度: 審査員の均質度が表示される．これは  (  は審査員の数)から 1の間の値で，審査

員の均質度とともの増大する．

各審査員とコンセンサスの間のRV指標: 審査員とコンセンサスの間のRV係数が，関係する棒グ
ラフとともに表示される．STATISの重みと同様，これらの係数は非典型の審査員を検出するこ
とを可能にする．これらの係数の利点は，値が0から1の間であることで，重みよりも解釈が容

易である．

全体誤差: STATIS基準の全体誤差が表示される．これは（審査員または製品が提示できる）残

差の合計に一致する．

審査員あたりの残差: この表と対応する棒グラフは，審査員あたりの残差の分布を可視化する
ことを可能にする．したがって，これは，STATISが有効でなかった審査員，言い換えると，コ
ンセンサスから最も離れた審査員を識別することができる．

製品あたりの残差: この表と対応する棒グラフは，製品あたりの残sの分布を可視化することを
可能にする．したがって，これは，STATISが有効でなかった，言い換えると，コンセンサスか
ら最も離れた製品を識別することができる．

射影ポイントのチャート: 射影ポイントは，因子空間での各審査員の製品の投影に一致する．
オブジェクトの射影ポイントと重ね合わせた射影ポイントの表現により、特定の製品について
のさまざまな審査員がもたらす情報の多様性を同時に可視化し、さまざまな審査員による2つ
のオブジェクトからの相対距離を可視化できる．

共起行列でのCA:

これらの結果は，製品共起行列でのCAのみに関係し，この手法が選択されたときのみ利用可

能:

共起行列: すべての製品の間の共起行列が表示される．この対称行列は，審査員たちによって2
個の製品が何回同じグループに置かれたかを示す．

固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するチャート (スクリー・プロット) が表

示される．

製品の座標: 因子空間での製品の座標が（選ばれた因子の数に応じて）対応するチャートとと
もに表示される．

多重コレスポンデンス分析:

これらの結果は，MCAのみに関係し，この手法が選択されたときのみ利用可能:

1/m m
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固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するチャート (スクリー・プロット) が表

示される．

製品の座標: 因子空間での製品の座標が（選ばれた因子の数に応じて）対応するチャートとと
もに表示される．

製品の寄与度: 製品の寄与度が表示される．寄与度はプロットを解釈するのに役立つ．軸の計

算に最も影響する製品は，高い寄与度を持つそれである．

審査員分析:

共起行列: すべての審査員の共起行列が表示される．この対称行列は，2人の審査員が2個の異

なる製品を何回同じグループに置いたかを示す．

固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するチャート (スクリー・プロット) が表

示される．

審査員の座標: 因子空間での審査員の座標が，（選ばれた因子の数に応じて）対応するチャー
トとともに表示される．

事例  

フリーソーティング・データ分析の使用法に関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイト
にある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelによるフリーソーティング-データの分析?language=ja

参考文献  

Cariou, V., Qannari, E. M. (2018). Statistical treatment of free sorting data by means of
correspondence and cluster analyses. Food Quality and Preference, 68, 1-11.

Llobell, F., Cariou, V., Vigneau, E., Labenne, A., Qannari, E. M. (2020). Analysis and
clustering of multiblock datasets by means of the STATIS and CLUSTATIS methods. Application
to sensometrics. Food Quality and Preference, 79, 103520.

Van der Kloot, W. A., & Van Herk, H. (1991). Multidimensional scaling of sorting data: A
comparison of three procedures. Multivariate Behavioral Research, 26(4), 563-581.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
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Projective mapping データ分析  
素早く効果的な方法でプロジェクティブ・マッピング・データを分析するには，この関数を使

用する．

この関数は，次のことを可能にする:

製品間のリンクを調査可視化する．

審査員間の一致を調査する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

プロジェクトティブ・マッピング（またはナッピング）の作業は，製品の官能評価の文脈でポ
ピュラーになってきている，いわゆる"ラピッド"テストの１つである．これは，被験者に紙の
シート上で製品を配置することを依頼することからなる．収集されるデータは，単純に紙のシ
ート上のx軸とy軸での座標である．各被験者は，  行製品ごとに1行）および  列の表をもたら
す．これらのデータは，STATIS法または多因子分析(MFA: Multiple Factor Analysis )で分析でき
る．どちらの方法も，情報を合成して製品をグラフィカルに表現することを主な目的としてい
るが，被験者の回答間の関係を判断することもできる．

データの構造

各行は製品を表し，列は各被験者でのx軸とy軸の座標である．被験者のデータは垂直に融合さ
れている．

結果の解釈

個の因子空間での製品の表現は，解釈に注意し続ける必要があるが，製品間の近接を視覚的

に解釈することを可能にする．

平面上のある製品の射影がグラフの中心から遠ければ，それは信頼できるとみなされる．

因子の数

結果の解釈のために，いくつの因子を保持しなければならないかを決定するには，2つの手法

がよく使用される:

固有値の降下曲線を見る．保持するべき因子数 は，曲線の最初の屈折点に対応する．

n 2

k

k
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因子軸によって表現される累積変動パーセンテージを使用して，特定のパーセンテージ
のみうぃ使用することを決定することもできる．

グラフィック表現

表現空間の軸に関連する変動パーセンテージの合計が十分に高い場合のみ，これらの表現は信

頼できる．このパーセンテージが高い（たとえば80%），その表現は信頼できるとみなされ
る．パーセンテージが低ければ，最初の2軸でなされる表現を検証するために，複数の軸のペ
アで表現を生成することが推奨される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Projective mapping データ: さまざまな審査員に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択

された場合は，"座標ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

手法: 製品を表現するために，2つの手法が利用可能である:

STATIS: STATIS法を使用したい場合は，このオプションを有効にする．

MFA: 多因子分析を使用したい場合は，このオプションを有効にする．
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製品ラベル:利用可能な製品ラベルを使用したい場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしない場合は，ラベルが自動で生成される．列ヘッダが選択された場合

は，"座標ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

座標ラベル: 選択されたデータ（Projective mappingデータ，製品ラベル，審査員ラベル）の最

初の行（転置モードでは列）がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

審査員ラベル : 結果の表示に被験者ラベルを使用したい場合は，このオプションを有効にす
る．ラベルの数は，projective mappingデータの被験者の数と同じでなければならない．"座標

ラベル"オプションが有効なら，選択の最初のセルがヘッダに含まれなければならない．このオ
プションを有効にしければ，ラベルが自動で生成される．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果が表示される因子の数を削減するには，以下の2つのオプションのうちの
1つを有効にできる．

M小 %: 選ばれた因子が表現するべき合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定する．

2軸上にグラフを表示: XLSTATが軸の選択を促さず，最初の2軸でグラフを自動的に表示するよ
うにするには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，そのオブザベーションの欠損値を推定す
るには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

STATIS タブ:
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これらの出力は，STATIS分析にのみ関連しており，ユーザーがこの手法を選択した場合のみに
表示される:

記述統計: 選択されたすべての審査員の記述統計を表示するには，このオプションを有効にす
る．

固有値: 固有値の表を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサスの座標を表示するには，このオプションを有効

にする．

RV 行列: RV行列を表示するには，このオプションを有効にする．

尺度係数: 尺度（スケーリング）係数を表示するには，このオプションを有効にする．

重み: STATISで作成して使用される重みうぃお表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス・コンフィグ: STATISで作成されたコンセンサス・コンフィギュレーション（配

置）を表示するには，このオプションを有効にする．

均質度: 審査員の均質度を表示するには，このオプションを有効にする．

RV 審査員/コンセンサス: 各審査員とコンセンサスの間のRV係数を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

全体誤差: STATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にする．

審査員ごとの残差: 各審査員でのSTATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効に
する．

製品ごとの残差: 各製品でのSTATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にす
る．

MFA タブ:

これらの出力は，MFAのみに関連しており，ユーザーがこの手法を選択した場合に表示される:

記述統計: 選択されたすべての審査員の記述統計を表示するには，このオプションを有効にす
る．

固有値: MFAの固有値の表を表示するには，このオプションを有効にする．

製品座標: 因子空間での製品の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

製品寄与度: 製品の寄与度を表示するには，このオプションを有効にする．

cos2乗: 製品の平方余弦の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Lg 係数 : 被験者間のリンクのLg係数を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

STATIS タブ:
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これらのチャートは，STATIS分析のみに関連し，ユーザーがこの手法を選択した場合のみに利

用可能である:

固有値: 固有値の スクリー・プロット を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサス座標のプロットを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

尺度係数: 尺度(スケーリング）係数の棒グラフを表を表示するには，このオプションを有効に
する．

重み: STATISで作成して，使用される重みの棒グラフを表示するには，このオプションを有効

にする．

RV 審査員/コンセンサス: 各審査員とコンセンサスの間のRV 係数の棒グラフを表示するには，
このオプションを有効にする．

審査員ごとの残差: 各審査員での STATIS基準の誤差の棒グラフを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

製品ごとの残差: 各製品でのSTATIS基準の誤差の棒グラフを表示するには，このオプションを
有効にする．

射影ポイントのグラフ:製品および因子空間に射影された各審査員の製品の両方を表現するグラ
フを表示するには，このオプションを有効にする．

製品ラベル: グラフ上に製品ラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

射影ポイント・ラベル: 射影ポイントのラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．

MFA タブ:

これらのチャートは，MFAのみに関連し，ユーザーがこの手法を選択した場合のみに利用可能

である:

固有値: MCAの固有値の スクリー・プロット を表示するには，このオプションを有効にする．

製品座標: 因子空間での製品の座標プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

射影ポイントのグラフ: 製品および，因子空間に謝意された各審査員の製品の両方を表現する
グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

製品ラベル: グラフに製品ラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

射影ポイント・ラベル: 射影ポイントのラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．

結果  

要約統計: 要約統計の表は，選択されたすべての審査員の簡単な統計量を提供する．

STATIS:
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これらの結果は，STATIS分析のみに関連しており，この手法を選んだ場合にのみ利用可能であ
る:

固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するグラフ (スクリー・プロット) が表示

される．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサス座標が，（選ばれた因子の数に応じて)対応する
グラフとともに表示される．

RV 行列: すべての審査員の間のRV 係数の行列が表示される．RV 指標は，2人の審査員の間の
類似度の係数で，0から1の間の値をとる．これが1に近いほど，強い類似度となる．この行列

は，審査員の重みを計算するために，STATISで使用される．

各審査員の尺度係数: 尺度係数が関連する棒グラフとともに表示される．これらの尺度係数

は，各被験者のシートの活用を標準化する．製品間の空間が狭い被験者は，より大きな尺度係

数となる．

各審査員の重み: STATISで計算された重みが，関連する棒グラフとともに表示される．重みが
大きいほど，その審査員はコンセンサスにより寄与している．STATISは全体的観点から近い審

査員により大きな重みを与えることを踏まえて，他よりもかなり低い重みは，その審査員が非

典型であることを意味する．

コンセンサス・コンフィグ: コンセンサス・コンフィギュレーション（配置）が表示される．
これは，審査員の重みによって重みづけされた前処理済みのこれらの審査員データの合計と一

致する．

均質度: 審査員の均質度が表示される．これは  (  は審査員の数) からに1の間の値で，審

査員の均質度が高いほど高い値となる．

審査員とコンセンサスの間のRV指標: 審査員とコンセンサスの間のRV係数が，関連する棒グラ
フとともに表示される．STATISの重みと同様，これらの係数は，非典型な審査員を検出するこ
とを可能にする．これらの係数の利点は，0から1の間の値であり，重みよりも解釈が容易であ
ることである．

全体誤差: STATIS基準の全体誤差が表示される．これは（審査員または製品によって提示され
る）すべての残差の合計と一致する．

審査員ごとの残差: この表と対応する棒グラフは，審査員ごとの残差の分布を可視化すること
を可能にする．したがって，どの審査員でSTATISの有効性が落ちるか，言い換えると，どの審

査員がコンセンサスから外れているかを識別することを可能にする．

製品ごとの残差: この表と対応するb等グラフは，製品ごとの残差の分布を可視化することを可

能にする．したがって，どの製品でSTATISの有効性が落ちるか，言い換えると，ある被験者か
ら別の被験者へのコンセンサスから外れているかを識別することを可能にする．

射影ポイントのグラフ: 射影ポイントは，因子空間での各審査員の製品の射影に対応する．オ
ブジェクトの射影ポイントと重ね合わせた射影ポイントの表現により，任意の製品でのさまざ
まな評価者によってもたらされる情報の多様性を同時に視覚化し，さまざまな審査員による2
つのオブジェクトからの相対距離を視覚化することができる．

多因子分析:

これらの結果は，MFAのみに関連しており，この手法が選択された場合にのみ利用可能である:

1/m m
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固有値とイナーシャのパーセンテージ: 固有値と対応するグラフ (スクリー・プロット) が表示

される．

製品座標: 因子空間での製品の座標が（選ばれた因子の数に応じて）対応するグラフとともに
表示される．

製品寄与度: 製品の寄与度が表示される．寄与度はプロットを解釈するのに役立つ．軸の計算

に最も影響した製品は，より高い寄与度を持つそれである．

cos2乗: 軸，平面，または3次元空間でのポイントの射影は，表現の軸上でのcos2乗の合計が1
から遠すぎなければ信頼できるとみなされる．誤解釈を避けるために，XLSTATで提案される
結果では，cos2乗が表示される．

Lg 係数: 被験者がお互いにどれだけ近いかを定量化するために，被験者間のリンクのLg係数が
使用される．

射影ポイントのグラフ: 射影ポイントは，因子空間での各審査員の製品の射影に対応する．オ
ブジェクトの射影ポイントと重ね合わせた射影ポイントの表現により，任意の製品でのさまざ
まな評価者によってもたらされる情報の多様性を同時に視覚化し，さまざまな審査員による2
つのオブジェクトからの相対距離を視覚化することができる．

事例  

プロジェクティブ・マッピング・データ分析の使用法に関するチュートリアルが Addinsoftのウ
ェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのprojective-mappingデータの分析?language=ja

参考文献  

Llobell, F. (2020). Classification de tableaux de données, applications en analyse sensorielle
(Doctoral dissertation, Nantes, Ecole nationale vétérinaire).

Llobell, F., Cariou, V., Vigneau, E., Labenne, A., Qannari, E. M. (2020). Analysis and
clustering of multiblock datasets by means of the STATIS and CLUSTATIS methods. Application
to sensometrics. Food Quality and Preference, 79, 103520.

Pagès, J. (2005). Collection and analysis of perceived product inter-distances using multiple
factor analysis: Application to the study of 10 white wines from the Loire Valley. Food Quality
and Preference, 16(7), 642–649.

Risvik, E., McEwan, J. A., & Rødbotten, M. (1997). Evaluation of sensory profiling and
projective mapping data. Food Quality and Preference, 8(1), 63–71.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEprojective-mapping%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
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CATAデータ分析  
CATA (check-all-that-apply) データを素早く効率的に分析するには，この機能を使用する．
CATA 調査が選好データを含む場合，このツールは好みのドライバ，あるいは消費者が消極的

な属性を識別するために使用できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

CATA (check-all-that-apply) 調査は，Adams ら によって提案された2007年以降，官能製品評価

においているます一般的になっている．CATA 調査は，訓練された審査員の代わりに，より市

場を代表する消費者に焦点を当てることができる． それらは準備が簡単で，回答する参加者に
とっても簡単である．原理は，回答者がそう感じているか否かの属性またはディスクリプター
による質問を受けること，それらを1つまたは複数の製品に適用することである．これを行う
場合，彼/彼女は，単に属性にチェックを入れるだけでよく，それ以外は，何もする必要がな
い．嗜好に対する属性とリンクするスコアに，異なる尺度での他の質問を追加することができ
る．調査の各製品に全体のレーティングを与えることを参加者が求めると，さらなる分析と選

好モデリングが可能となる．Ares ら. (2014)は，CATA 質問の順序を各審査員でランダム化し
て，再現性を改善することを推奨している．

XLSTATのCATAデータ分析ツールは，CATAデータの分析を自動化するために開発された．
2020年にAddinsoftチームによって，分析前のデータの品質をより良く評価するための改良がな
された．

K個の属性についてP個の製品（しばしば，製品の1つは仮想の理想製品のことがよくある）ご
とにN人の審査員を調査したとしよう．K属性のCATAデータは，バイナリ形式（チェックが1で
非チェックが0）で記録されていると仮定される．XLSTATでは現在，3つの形式が採用されて
いる：

1. 水平形式 (P x K x N): XLSTATは，Excel内にP行とぞれぞれK列のN個のグループが並んだ表

があることを想定している． そして，XLSTATが想定するK個から値Nを指定するだけでよい．
審査員に彼の選好を答えるように依頼する場合，XLSTATにその場所を知らせることができる
ように，K列の各グループ内にその列を加えることができる．各グループが K+1 列を持ってい
て，製品の1つが理想製品である場合，その位置を指定できる．

2. 水平形式 (N x K x P): XLSTATは，Excel内にN行とぞれぞれK列のP個のグループが並んだ表

があることを想定している． そして，XLSTATが想定するK個から値Pを指定するだけでよい．
審査員に彼の選好を答えるように依頼する場合，XLSTATにその場所を知らせることができる
ように，K列の各グループ内にその列を加えることができる．各グループが K+1 列を持ってい
て，製品の1つが理想製品である場合，その位置を指定できる．
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3. 垂直形式 ((N x P) x K): XLSTATは，Excel内にP x N 行と K 列の表があることを想定してい
る．そして，その表を選択する必要がある．2つの追加のフィールドで，製品識別子と審査員

識別子を選択する必要がある．各審査員に製品をレーティングするように依頼した場合，選好

データに対応する列を選ぶ必要がある．製品の1つが理想製品である場合，XLSTATがそれを識

別できるように，その名前を指定することができる．

CATAデータでXLSTATが実行する分析は，CATAデータによって提供される可能性を深く調査

したMeyners ら (2013) の論文に基づいている．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．ght="25"}: Click this button to
delete the data selections.

一般 タブ:

CATAデータ(0/1): Select the CATAデータ (0/1)を選ぶ．

データ形式: CATA データのレイアウトに対応するデータの形式を選ぶ．水平**または**垂直(詳
細は解説を参照)のどちらかを選べます．列ヘッダあが選択された場合， "ラベルを含む" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

**水平**形式の場合：

(P x K x N)

審査員の数: 審査員の数(N)を入れる．XLSTATは，属性の数(K)を推測する．

(N x K x P)

製品の数: 製品の数(P)を入れる．XLSTATは属性の数(K)を推測する．

理想製品の位置: 理想製品がCATA 表内の任意の位置になるか，最後に位置にあるかを選ぶ．



官能データ分析  794 CATAデータ分析  

選好データ: 選好（好み）データがCATA 表内の任意の位置になるか，最後の位置になるかを選

ぶ．審査員ごとに選好の列が1列あり，製品ごとに1つの値がなければならない．理想製品に関

しては，欠損してもよい．

製品ラベル: 製品ラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そして，対応するデー
タを選択する．"ラベルを含む"オプションが有効ならば，選択内にヘッダを含む必要がある．

審査員ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そし
て，対応するデータを選択する．"変数ラベル"オプションが有効なら，選択内にヘッダを含む
必要がある．

**垂直**形式の場合 ((N x P) x K):

製品: テストされる製品に対応するデータを選択する．１列のみを選択しなければならない．
列ヘッダが選択されている場合，"ラベルを含む"オプションが有効であることを確認．

審査員: 審査員に対応するデータを選択する．１列のみを選択しなければならない．列ヘッダ
が選択されている場合，"ラベルを含む"オプションが有効であることを確認．

選好データ: 選好データがある場合は，このオプションを有効にしてデータを選択する．１列

のみを選択しなければならない．列ヘッダが選択されている場合，"ラベルを含む"オプション
が有効であることを確認．

理想製品: 審査員が理想製品を評価するなら，このオプションを有効にして，製品フィールド
で理想製品がどのように名付けられるかを指定する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: データ選択がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オプション (1) タブ:

CATAデータ検証: XLSTATがCATAデータの品質をチェックするようにするには，このオプショ
ンを有効にする．

CochranのQ検定: Cochranの Q 検定を実行するには，このオプションを有効にする．

多重対比較: 製品の多重対比較のために以下の手法から１つを選択する: Bonferroniアプロ
ーチを用いて有意水準を修正する臨界差(Sheskin) またはMcNemar (Bonferroni)．これら
のオプションを詳細は，Cochran T検定を参照．
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属性ごとの差 (またはp値): 各属性について，製品間の対差の表（臨界差オプション）ま
たはp値（McNemar Bonferroniオプション） を表示するには，このオプションを有効に
する．太字の値は，有意差を表す．

有意でない属性をフィルタ: Cochranの Q 検定が，ユーザーが指定するしきい値で有意で
ない属性を除去するには，このオプションう有効にする．

属性の独立性: XLSTATが属性の多変量カイ2乗検定を計算するには，このオプションを有効に
する．独立の帰無仮説が棄却される場合，対比較（Fisherの正確検定）により，どの属性が関

連しているかを判定することができる．

コレスポンデンス分析:

距離: コレスポンデンス分析(CA)に使用する距離を選択する : 伝統的CAのカイ2乗，またはいく
つかの項が低い度数を持つならHellinger．

独立性の検定: 分割表で独立性検定を実行するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる．この値は， CochranのQ 検定が有意であるかを判断

するときにも使用される．

因子をフィルタ: 表示する因子の数を減らすために，以下の2つのオプションのうち1つを有効

にできまます：

M小 %: 表示する因子の数を決定するために，このオプションを有効にして，表示する最

小のパーセンテージを入れる．

M大数: 結果を表示するときに考慮に入れる因子の最大数を設定するには，このオプショ
ンを有効にする．

オプション (2) タブ:

製品をフィルタ: CATA分析を実行する製品を選択できるようにするには，このオプションを有

効にする．

審査員をフィルタ: CATA分析を実行する審査員を選択できるようにするには，このオプション
を有効にする．

全体集合サイズのしきい値: ペナルティ分析の平均影響度分析で考慮に入れるカテゴリを代表

するべき全体集合の%を入れる．

理想製品がある場合，このパーセンテージは，2x2 表 理想/製品の要求される最小サイズとな
る．

理想製品がない場合，カテゴリは有と無である．

複数セッションの取り扱い : 審査員がある製品を複数回評価した場合，XLSTATの動作方法を
指定しなければならない．

計算を停止 : XLSTATは計算を停止する．
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セッションを融合 (1を優先) : XLSTATは審査員/製品/属性の3つを1つに集約し，属性が1
回チェックされている場合は1，それ以外は0をとる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を0に置き換える: 欠損値を 0に相当するとみなす場合は，このオプションを有効する．

結果  

CATAデータ検証

ダイアログ・ボックスで対応するオプションがチェックされていると，XLSTATはまずCATAデ
ータの品質を確認できる一連の結果を表示する．考えられる異常を識別するために，データは
まず審査員について分析され，そして，属性の水準で分析される．

CochranのQ検定

Cochranの Q 検定は，審査員 x 製品の表で，各属性ごとに別々に実行されている．結果の最初

の列は，（行内の）各属性についてのp値を示す． McNemar-Bonferroni または Marascuilo ア
プローチに基づく対比較が実行される．次の列は，属性ごとの，その製品をチェックした審査

員の比率を示す．カッコ内の記号は， p値が有意である場合のみ重要である．それらは製品間

に差がないという帰無仮説の棄却に影響を与える製品を識別するために使用できる．2個の製

品のみの場合，CochranのQ検定は， McNemar検定に相当する．

属性の独立性

属性がそれぞれ他の属性に対して独立であるかどうかを検定するために，多変量カイ2乗検定

が実行される．独立の帰無仮説が棄却されると，どの属性が関連しているかを識別するため
に，対比較検定（Fisherの正確検定）が実行される．

コレスポンデンス分析

CATA データが分割表（N個の個別のCATA表の合計（各セルでの最大値がN））に要約され
る．分割表を可視化するために，コレスポンデンス分析 (CA) が実行される．CA はカイ2乗距

離またはHellinger距離（これはXLSTATの類似度 /非類似度ツールでの呼び方である
Bhattacharya距離としても知られる)に基づくことができる．2つの標本間のHellinger距離は，
それらの2つの標本のプロファイルのみに依存する．したがって，Hellinger距離に基づく分析

は， データセットが低い度数の項を含む場合に使用できる(Meyners et al., 2013)．ヌル周辺合

計を持つ属性は，コレスポンデンス分析から除外される． 次の結果が表示される：分割表，行

と列の間の独立性の検定，固有値とイナーシャのパーセンテージ，対称プロットまたは非対称

プロット（それぞれ，カイ2乗およびHellinger オプションについて)．

主座標分析
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属性間の四分相関（バイナリ・データによく適する），および選好スコアがある場合は選好と
属性の間の双列相関（バイナリ変数と量的変数の間の相関を定量化）が計算され，主座標分析

(PCOA)を用いて可視化される．固有値およびイナーシャのパーセンテージおよび主座標分析が
グラフィカルな表現とともに表示される．属性間の近接度が分析できる．

ペナルティ分析

選好データがある場合，ペナルティ分析が実行される．理想製品が評価された場合， must
have（なければならない）属性 (P(No)|(Yes) と P(Yes)|(Yes)) および nice to have （あっても
よい）属性 (P(Yes)|(No) と P(No)|(No))について2つの分析が実行される．理想製品がない場合

は，属性の有無の単一の分析に置き換えられる．

要約表は，各属性について2つのシチュエーション(P(No)|(Yes) と P(Yes)|(Yes) または P(Yes)|
(No) と P(No)|(No) または有無)の度数を示す．

比較表は，各属性に関する2つのシチュエーション間の平均降下およびそれらの有意度を表示

する． この表は，平均インパクト表示と平均降下vs %プロットを説明する．理想製品があり場

合は，must have と nice to have 分析が1つの平均降下 vs %プロットで要約される．

属性分析

左側に理想製品で記録された値，上部に調査されている製品で得られた値を持つK個（各属性

に1つ）の 2x2 表の集合が表示される．表は，平均選好（審査員と製品で平均）およびこの0と
1の組み合わせに対応するすべてのレコードの% を格納している．

理想l\製品 0 1

0 6.2 (12%) 7.4 (8%)

1 5.1 (39%) 7.2 (41%)

任意の属性について，

もしその属性が理想製品でチェックされていて（2番目の行），チェックされた製品の選

好（セル[1,1]）が，チェックされていない製品（セル[1,0]）よりも高いならば，その属

性は “must have（なければならない）”である．

対称的に，もしその属性が理想製品でチェックされておらず（1番目の行），チェックさ
れていない製品の選好（セル [0,0])）が，チェックされた場合（セル[0,1]）よりも有意に
高いならば，その属性は**must not have**（あってはならない）である．

もし有意に (cell [0,1]) > (cell [0,0]) であるなら，その属性は**nice to have**（あると良

い）である．

もしその属性が理想製品でチェックされておらず（1番目の行），チェックされた製品の
選好（セル[0,1]）が，チェックされていない場合（セル[0.0]）とほぼ同じ（XLSTATで
は，これを1より小さい絶対差として設定している）なら，その属性は  does not
harm（害はない）である．

最後に，もしその属性が must have （なければならない）ではなく，チェックされた製

品 (cell [1,1]) の選好が，チェックされていない製品 (cell [1,0])の選好と同程度であれば，
その属性は does not influence（影響しない）である．
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いくつかの表は，3つのケースに対応する． XLSTATは，各表を1つのケースのみに関連づける
が，ユーザーは結果をコントロールしたいかもしれない．XLSTATは、各2x2 表を上記で定義さ
れたルールを同じ順序で関連づけようとする．

理想製品を含むCATAタスクでは，製品の目的は，この理想製品にできるだけ近づけることであ
る．したがって，理想製品と問題の製品との間の引用（チェックの数）の差をグラフがとても
有用である．各属性について，製品が理想製品と類似しているか異なっているかを知ることが
できる．属性の差が大きいほど，問題があり，グラフの左側に位置する．逆にｍ任意の属性に
ついて製品が理想製品に類似しているほど，線が0に近づく．差が負であれば属性が十分に存

在しておらず，一方，正だれば存在しすぎるということになる．最後に，理想製品との差が有

意であるか否かを判断するために，信頼区間が使用される．

事例  

CATAデータ分析に関するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのCATA-Check-All-That-Apply分析チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Ares G., Antúnez L., Roigard C.M., Pineau B. Hunter D. and Jaeger S. (2014). Further
investigations into the reproducibility of check-all-that- apply (CATA) questions for sensory
product characterization elicited by Consumers. Food Quality and Preference, 36, 111-121.

Cuadras C. M. & Cuadras i Pallejà D. (2008). A unified approach for representing rows and
columns in contingency tables.

Meyners M., Castura J. C. and Carr B. T. (2013). Existing and new approaches for the
analysis of CATA data. Food Quality and Preference, 30, 309-319.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AECATA-Check-All-That-Apply%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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TCATA data analysis  
TCATAデータを分析するには，TCATA法 (Temporal-Check-All-That-Apply)を使用する．この手

法は，時間とともに推移する製品を特徴づける属性を，審査員が継続的に選択して更新するこ
とを可能にする．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

TCATA法は，Castura ら(2015)により開発されたCATA (Check-All-That-Apply) 法の時間的拡張

である．この手法は，製品の多次元官能特性を時間的推移として記述する．属性の選択と非選

択が，時間的連続に追跡され，審査員が製品における官能変化の推移を評価することを可能に
する．グラフィカルな結果が，官能プロファイルの時間的推移を可視化し，製品を比較するこ
とを可能にする．TCATAデータは，釣り合っていなければならず，それは各審査員が各セッシ
ョンですべての製品を評価しなければならないことを意味する．２種類のデータ形式が，
TCATAで使用できる：

バイナリ: データは製品/審査員/属性および可能なセッションの組み合わせの数だけの行

を持ち，時間ポイントの数だけの列を持つ．データはバイナリ形式（属性が選択された
ら1，それ以外は0）で保存されている．

開始/終了時間: 2列あることが予期される．製品/審査員/属性の組み合わせおよび可能な
セッションに対応する各行で，"開始時間"列は属性が最初にチェックされた時間を，"終
了時間"列は属性がチェックされなくなった時間を格納している．もし同じ属性がその後

で再び選択されると，同じ製品/審査員/属性の組み合わせの2番目の行が必要になる．

結果の解釈

TCATA法に特有な主要な結果は，下記のとおりである:

引用の割合の曲線: 各製品で，各属性の引用割合の曲線が，時間の関数として表示され
る．曲線を平滑化するオプションがある．また各属性で参照曲線を表示することもでき
る．任意の製品で，この参照曲線は，プールされた他のすべての製品での引用の割合の
平均と一致する．ある属性の曲線とその参照曲線の間の差を検定するために，Fisher 検
定または Khi² 検定が実行される．過負荷を避けるために，任意の時間で差が有意な場合

だけ，チャート，参照曲線が表示さる．有意な参照曲線が表示されるとき，対応する属

性曲線がハイライトされる．

製品間の差: 製品の対ごとにチャートが表示される．各属性で，引用の割合での差が有意

かどうかをFisher 検定または Khi² 検定を用いて調べる．任意の時間で差が有意なとき，
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割合の曲線の差が表示される．.

製品の軌跡: 製品の軌跡を定義するために，コレスポンデンス分析 (CA) が実行される．
各行は製品/時間の組み合わせに対応し，列は属性を格納する．行（製品/時間）の因子座

標は一緒にリンクされていて，したがって製品の時間的軌跡が因子平面状に表示され
る．各軌跡の終点（最大時間）に製品の名前のラベルが格納されている．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

形式: Select the format of your TCATAデータの形式を選択する．使用可能ば2つの形式は，バイ
ナリ**と**開始/終了時間 （詳細は解説を参照）．

バイナリ形式:

TCATAデータ (0/1): TCATAバイナリ・データを選択する．"変数ラベル"オプションが有効な
ら，フィールドの最初の行が時間の値とみなされる．それ以外は，0から始まりフィールドの
列までの時間値のベクトルが作成される．
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開始/終了時間形式: 開始時間: 各審査員/製品/属性の組み合わせでの引用開始時間に対応するデ
ータを選択する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっているこ
とを確認する．

終了時間: 各審査員/製品/属性の組み合わせでの引用終了時間に対応するデータを選択する．列

ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

製品: テストされる製品に対応するデータを選択する．1列だけ選択されなければならない．列

ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

審査員: 審査員に対応するデータを選択する．1列だけ選択されなければならない．列ヘッダが
選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

属性: 属性に対応するデータを選択する．1列だけ選択されなければならない．列ヘッダが選択

されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

セッション: セッションに対応するデータを選択する．1列だけ選択されなければならない．列

ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

時間精度: このオプションは"開始/終了時間"形式が使用されているときだけ使用可能である．
時間データに使用される精度の水準を選ぶ: 1秒または0.5秒．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

欠損値を0に置き換える: 欠損値を0に置き換えるには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

CA: コレスポンデンス分析(CA)を実行して，可能であれば製品軌道を表示するには，このオプ
ションを有効にする（詳細は解説を参照）．



官能データ分析  802 TCATA data analysis  

固有値: CAの固有値の表を表示するには，このオプションを有効にする．

行座標: CAが実行された表の行座標を表示するには，このオプションを有効にする．各

行は製品/時間の組み合わせに対応する．

列座標: AFCが行われた表の列座標を表示するには，このオプションを有効にする．各列

は属性に対応する．

審査員の同意: 審査員の同意を格納している表を表示するには，このオプションを有効にす
る．審査員の同意が1に近いほど，彼の評価は他の審査員のそれに類似している．彼の同意が0
に近いほど，彼の評価は他の審査員のそれと類似していない．

審査員の反復性: 複数のセッションを選択した場合，審査員の反復性を格納する表を表示する
には，このオプションを有効にする．ある審査員の反復性が1に近いと，それは彼が異なるセ
ッションの間で，同じ製品を同じように評価していることを示す．逆に，反復性が0に近けれ
ば，製品の評価がセッションごとに異なっている．

CAを計算するように選んだ場合，行と列の座標の表に表示される因子の数をフィルタすること
ができる:

M小 %: 選ばれた因子が表現する合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定する．

チャート タブ:

引用比率:

製品ごとの各属性: 引用の割合の棒グラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．製品/属性の組み合せごとにチャートが表示される．

製品ごとの曲線: 製品に関連する同じチャートにすべての属性の引用比率曲線を集めるに
は，このオプションを有効にする．属性参照曲線を表示するように選ぶことができる
（詳細は解説を参照）．

生の曲線: 生の曲線を表示したい場合は，このオプションを有効にする．時間スラ
イスごとに1ポイント．
平滑化曲線: 平滑化された曲線を表示したい場合は，このオプションを有効にす
る．

製品間の差: 引用比率での有意差を各製品ペアで表示するには，このオプションを有効にする
（詳細は解説を参照）．

CAチャート: オプション・タブでCAを実行することを選んだ場合は，製品軌跡に対応するチャ
ートを表示するように選ぶことができる（詳細は解説を参照）．

M初の2軸でチャートを表示: 最初の2軸に製品軌跡のチャートを表示したい場合は，この
オプションを有効にする．
各製品を別々に色づけ: 各製品を別々に色づけするには，このオプションを有効にする．
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If you have chosen to display smoothed curves, different smoothing parameters are offered:

ノット（結び目）の数:

自動: 平滑化曲線のノット（実点）の数と位置を自動で計算するには，このオプションを
有効にする．曲率が小さい部分ではノットの数が少なく，曲率の大きい部分ではノット
の数が多くなる．
ユーザー定義: 曲線内のノットを数を手動で設定するには，このオプションを有効にす
る．文字の座標は横軸に一様に分布するようになる．
許容度: 曲線に適用すつ平滑化許容度の水準を入力する（デフォルト値は0.001）．

検定タイプ: 参照曲線または製品間の差の表示は，統計的検定の計算を必要とする（詳細は解

説を参照），Castura et al (2016)ではFisherの検定が使用されているが，多数の製品や属性が
ある場合は実行する検定の数が多くなり，計算が大幅に遅くなる．そのためXLSTATでは，速

さで利点のあるカイ2乗検定を実行することも提案している．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

結果  

要約表: セッション，審査員，製品，属性の数を格納している要約表が表示される．評価の開

始および終了時間も表示される．データが釣り合っていない場合（詳細は解説を参照），欠損

している組み合わせを示す表が表示される．

各製品の各属性での引用比率の棒グラフ: 対応するオプションを有効にした場合，引用比率の
棒グラフが，各製品/属性の組み合わせで表示される．

製品ごとの曲線: 対応するオプションを有効にした場合，各属性の引用比率曲線が製品ごとに
表示される．

製品間の引用比率の有意差: 対応するオプションを有効にした場合，有意差比率曲線が製品ペ
アごとに表示される．

審査員の同意: 対応するオプションを有効にした場合，審査員の同意を格納している表が表示

される．

審査員の反復性: 対応するオプションを有効にした場合，審査員の反復性を格納している表が
表示される．

コレスポンデンス分析 (CA): CAを計算するように選んだ場合，その結果が表示される．製品軌

跡チャートも表示される．

事例  

TCATAデータ分析の事例がある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのTCATAデータの分析?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AETCATA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
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参考文献  

Castura, J.C., Antúnez, L., Giménez, A., & Ares, G. (2016). Temporal Check-All-That-Apply
(TCATA): A novel dynamic method for characterizing products. Food Quality and Preference,
47, 79–90.
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経時的優位感覚(TDS)  
経時的優位感覚（Temporal Dominance of Sensations）データを分析して，製品の集合でどの
ディスクリプタが時間とともに優位であるかを識別するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

経時的優位感覚（TDS ：Temporal Dominance of Sensations）とは，経時的多次元官能評価法

である(Pineau, Cordelle & Schlich, 2003)．パネリストが特性のリストを提示され，製品を消費

する間の優位なそれを選ぶように依頼される．優位特性とは，ある時間に最も印象的な感覚で
あり，最も強いそれとは限らない (Pineau et al., 2009)．

XLSTATのTDSツールは，製品の集合について優位特性を可視化することができる．

2種類のデータ形式が受け付けられる：

1. 優位形式: XLSTAT はExcel内に，製品，パネリスト，特性および潜在的にセッションの
組み合わせの数だけの行とタイム・ポイントの数だけの列を持つことをし期待する．デ
ータはバイナリでなければならず，特性が優位として選択されると1 ，それ以外は0であ
る．パネリスト*製品*セッションの各組み合わせで，各特性が1回のみ出現しなければな
らない．

2. 誘出形式: XLSTAT はExcel内に，任意の製品かつ潜在的に任意のセッションで，あるパ
ネリストが選択した特性ごとに1行と選択の時間を格納する1列を持つこと期待する．そ
のデータの形式では，“開始”および“停止” 属性がなければならない．パネリスト/製品/セ
ッションの各組み合わせで，各特性は，それが優位として選択された回数だけ出現でき
る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

TDSデータ: TDSデータを選択する．

データ形式: TDSデータのレイアウトに対応するデータの形式を選ぶ．優位 (0/1) または**誘出

** （詳細は解説を参照）のいずれかを選べます．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オ
プションが有効になっていることを確認する．

製品: テストする製品に対応するデータを選択する．1列のみが選択されなければならない．列

ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

審査員: 審査員に対応するデータを選択する．1列のみが選択されなければならない．列ヘッダ
が選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

特性: 特性に対応するデータを選択する．1列のみが選択されなければならない．列ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

セッション: セッションに対応するデータを選択する．1列のみが選択されなければならない．
列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オプション (1) タブ:

時間標準化:

なし: データをそのまま保持する（標準化なし）には，このオプションを有効にする．

右: すべての終了時間が同じスケールになるように時間を標準化するには，このオプショ
ンを有効にする．標準化された時間は， 0 から 1の間に縮尺される．各パネリスト*製品*
セッションで，時間が最大時間（つまり，評価の終了時間）で割られる．
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左-右: すべての開始と終了の時間が同じスケールになるように時間を標準化するには，
このオプションを有効にする．標準化された時間は， 0 から 1の間に縮尺される．各パ
ネリスト*製品*セッションで，時間から最小時間（つまり，最初の特性が選択された時

間）で減じられ，最大時間（つまり ，評価の終了時間）で割られる．

優位:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる．

平滑化許容度

許容度: 製品のDTS曲線に適用する平滑化許容度の水準を入れる（デフォルト値は
0.001）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算を続行しないようにするに
は，このオプションを有効にする．

欠損値を 0に置換: 欠損値が0に相当すると見なす場合は，このオプションを有効にする（ 優位

対応のデータのみで可能）．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

TDS曲線: 製品のTDS 曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

平滑化: 曲線をスムージングするには，このオプションを有効にする．

自動: 平滑曲線のノット（実点）の数と位置を自動で計算するには，このオプションを有

効にする．曲率が小さい部分では保持されるノットが少なくなり，曲率が大きい部分で
は保持されるノットの数が多くなる（適切な平滑化許容度の水準については オプション
を参照）．

ユーザー定義: 曲線のノットの数を手動で設定するには，このオプションを有効にする．
後者の座標は，横軸で均等に分布する．

確率限界: 優位の確率限界を表示するには，このオプションを有効にする． 確率限界

は，ある特性が偶然得られる優位率で， で定義される． は属性の数である．

有意度限界: 優位の有意度限界を表示するには，このオプションを有効にする． 有意度

限界は，優位率が よりも有意に高いと見なされる最小値である．これは，2項近似に基

づいく2項比率の信頼区間を用いて計算される：

 with  the number of panelists and  the number of
sessions.

P0 =  

K
1 K

P  0

P  =S P  +0 z   α  

J∗S
P  (1−P  )0 0 J S
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TDS帯域: 製品の TDSバンドを表示するには，このオプションを有効にする．

帯域 (はい/いいえ): 1つのバンドにすべての有意な優位特性を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

特性ごと帯域: 2 次元のバンド・プロットを表示するには，このオプションを有効にす
る．任意の特性が有意に優位である各期間で，その期間の平均優位率に相対する高さで1
つのバンドが描かれる．

結果  

優位/製品/特性: 優位/製品/特性の表は，各時点での優位率/製品および特性を示す．

TDS曲線: 各製品で，時間に対してプロットされた各特性の優位率を示すプロットが表示され
る．優位率は，任意の特性が優位として評価された評価（パネリスト*セッション)の割合とし
て，各時点について計算される(Pineau et al., 2009)．ユーザー設定により，優位率はキュービ
ック・スプラインであるムージングできる．ユーザー設定により，確率限界と有意度限界が表

示される．

はい/いいえ 帯域: 各製品について，有意な有意特性を単一の帯域で示すプロットが表示され
る．帯域は，色づけされた矩形を積み重ねて構成される(Monterymard et al., 2010)．帯域の全

体の高さは一定である．x軸が時間を表する．

属性ごと帯域: 各製品について，有意な有意特性を帯域で示すプロットが表示される．x軸は時

間を表し，y軸はさまざまなディスクリプタを示す．帯域の高さは平均優位率に比例し，ユーザ
ーが各特性の重要度を推定することを可能にする (Galmarini et al., 2016)．任意の各期間で，帯

域の高さは任意の製品でのその期間の平均優位率を最大優位率で割って計算される．

事例  

TDS分析の事例が Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのTemporal-Dominance-of-Sensations-TDS?language=ja

参考文献  

Galmarini, M. V., Visalli, M., & Schlich, P. (2016). Advances in representation and analysis of
mono and multi-intake Temporal Dominance of Sensations data. Food Quality and Preference.

Monterymard, C., Visalli, M., & Schlich, P. (2010). The TDS-band plot: A new graphical tool
for temporal dominance of sensations data. In 2nd conference of the society of sensory
professionals (pp. 27–29).

Pineau, N., Cordelle, S., & Schlich, P. (2003). Temporal dominance of sensations: A new
technique to record several sensory attributes simultaneously over time. In 5th Pangborn
symposium (p. 121).

Pineau, N., Schlich, P., Cordelle, S., Mathonnière, C., Issanchou, S., Imbert, A., Rogeaux,
M., Etiévant, P. and Köster, E. (2009 ). Temporal Dominance of Sensations: Construction of

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AETemporal-Dominance-of-Sensations-TDS?language=ja
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the TDS curves and comparison with time–intensity. Food Quality and Preference, 20(6),
pp.450-455.
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時間強度  
時間強度 (TI: Time-Intensity)データを分析して，製品の集合での感覚の経時的プロファイルを
識別するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

時間強度（Time-Intensity）は，1930年代に初めて導入された経時官能分析手法である．とくに
50年代 (Söjström (1954)に官能分析で使用されるようになり) ，記録装置の改良にとともに70
年代に浮上してきた．

TI 評価の際，審査員は製品の消費の間の単一の属性の知覚強度をスコアするように求められ
る．特定の官能特徴の進展と減少の分析が，製品または知覚を区別するための豊富な情報を明

らかにする．この種の分析は，飲料の甘味のレベルからリップスティックの使用後の感覚ま
で，さまざまな製品に適用可能であろう．

TI データは通常，審査員によってスコアされ複数回のステップで記録された複数の強度測定か
らなる．それらの各測定値は，製品識別子に関係づけられているべきである． XLSTAT は，審

査員およびセッションの識別子を示す選択を提供する．

XLSTATでのTI 分析の最初のステップは，各経時曲線での特徴パラメータを測定することであ
る． 刺激への暴露の初期時間は，各曲線での第1タイムポイントとみなされ，以下のように定

義された10 個の独特なパラメータがある:

 max: 曲線全体でのピーク強度または最大観察強度;

 start: 刺激への反応が曲線で最初に認められるタイムポイントで，ピーク強度のX%を
超える第1強度値として定義される;

 max: 線でのピーク強度の時間位置;

 plateau: 測定された強度がピーク強度の(100-X)%よりも大きいT max 周辺の期間;

 ext: 刺激認知の消滅のタイムポイントで，ピーク強度の後に測定された強度がピーク
強度のX%よりも低くなる時間位置として定義される;

 increase: T start と T maxの間の強度増加のスロープまたは率;

R decrease: T max と T extの間の強度減少のスロープまたは率;

I

T

T

T

T

R
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Area before: ピーク強度の前の曲線の下の領域;

Area after: ピーク強度の後の曲線の下の領域;

Area: 曲線の下の合計領域で，Area before と Area afterの合計に等しい．

ここで は， で表される有意水準の値．

測定された曲線パラメータは，要約表に表示される．時間強度曲線は，釣鐘型のパターンにマ
ッチすると期待される．何かの理由で，1つまたは複数の曲線が病的な特徴（一定の強度，複

数の最大など）を示すことをアルゴリズムが検出すると，メッセージが表示されて，ユーザー
はどの曲線を分析から除外するべきか調査することができる．

各曲線の視覚的なコントロールがTI 分析の重要なステップである．ユーザーは，曲線が意味の
ある特徴を有することを確認するために，その分野の専門知識を用いるべきである．これが効

力を発揮するように，XLSTATは 曲線間の比較を容易にするために，個人のチャートで，また
は強制された単一のチャートでのいずれかで，記録されたすべての曲線を表示する選択を提供

する．

個人の時間強度曲線に加えて，異なる製品での任意の刺激のパネル認知を視覚的に要約するこ
とも，とても有益である．これは，データ全体または各製品識別子のいずれかで，合成曲線を
作成することにより， XLSTAT では簡単に行える．この合成曲線を生成するには複数の方法が
提案されている:

平均: 合成曲線は，すべての個人曲線のタイムステップ平均である;

パラメータ化: 合成曲線は，測定された曲線パラメータから構築され;

Overbosch 法: 合成曲線はOverbosch (1986)で最初に提案されたアプローチに従って作成

される;

Liu and MacFie 法: 合成曲線は，Liu (1990)で提案されたアプローチに従って作成され
る．

最後の2つの手法は，ピーク強度の前後の合成曲線で必要なビン数（したがって，合成曲線の
合計ビン数は，その数の2倍）である追加のパラメータをユーザーが指定しなければならな
い．

最後に，製品効果および，場合によって，審査員効果または反復効果を評価するために，測定

された各曲線パラメータで，別々にANOVAが実行される．選択された効果に応じて，製品，審

査員およびセッションの間で潜在的な交互作用からなる複数のモデル設定が利用可能である．
さらに，XLSTATは 審査員やセッションを固定効果ではなく変量効果として取り扱うことを可

能にする．XLSTAT はType III SS ANOVA 表を提供する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

X %
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

時間強度データ: 時間強度データを選択する．それらは評価の際に記録された曲線である．
XLSTATのデフォルトの選択モード(変数が列)では，曲線は行で構成されることが期待される．
そして，列は 連続の測定時間に対応する．最初の列にヘッダが選択された場合，"変数ラベル"
オプションが有効であることを確認する．

製品: テストされる製品に対応するデータを選択する．1列だけが選択されなければならない．
列ヘッダを選択した場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

審査員: 複数の審査員が製品の知覚を評価した場合は，このオプションを有効にする．審査員

に対応するデータを選択する．1列だけが選択されなければならない．列ヘッダを選択した場

合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

セッション: 複数のテースティング・セッションが構成された場合は，このオプションを有効

にする． 1列だけが選択されなければならない．列ヘッダを選択した場合，"変数ラベル" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

時間: 時間強度データの時間ベクトルを選択したい場合は，このオプションを有効にする．時

間強度データについて言えば，デフォルトの選択モードでは，時間ベクトルが1つの行に対応

することが期待される． 1行だけが選択されなければならず，時間ベクトルはすべての個人の
時間強度曲線で同じである．このオプションが有効になっていなければ， XLSTATはデフォル
トの時間ベクトルを自動で作成する．列ヘッダを選択した場合，"変数ラベル" オプションが有

効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ ( , , オブジェクト・ラベル) の最初の行がラベルを格納する
場合は，このオプションをチェックする．

Y X
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オプション タブ:

信頼区間 (%): どのレベルより上のp値が，分析の際に計算されるさまざまな検定の帰無仮説の
検証を導くかを決定するために使用する信頼区間を入れる．

モデル: 使用したいANOVAモデルを選択する．一般タブでどの効果が有効にされたかにより，
製品，審査員およびセッションの間の可能な交互作用を構成するために，複数のモデル設定が
提案されている．

ランダム効果 (審査員 / セッション): 審査員と反復効果，およびそれらが関わる交互作用がラン
ダム効果であることを考慮したい場合は，このオプションを有効にする．このオプションがチ
ェックされていない場合は，すべての効果が固定効果とみなされる．

合成曲線を作成: さまざまな製品の任意の刺激のパネル知覚を視覚的に要約するのに便利な合

成曲線を作成したい場合は，このオプションを有効にする（モードの詳細な情報に関する説明

を参照）． XLSTAT で提案されている複数の方法は:

平均

パラメータ化

Ovecbosch法

Liu and MacFie法

製品ごとに1曲線: 製品ごとに1つの合成曲線を作成したい場合は，このオプションを有効にす
る．

ビン数: 合成曲線を作成オプションが有効になっていて，Overbosch 法または Liu and MacFie
法が選択された場合，ユーザーがビン数を入れなければならない．合成曲線の合計ビン数がピ
ーク強度の前と後の合成曲線のデータ・ポイントの数の2倍になるように，このビン数が合成

曲線のデータ・ポイントの数を決定する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近接を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．
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曲線パラメータ: 測定された曲線パラメータの表を表示するには，このオプションを有効にす
る．

合成曲線表: 合成曲線のデータポイントの表を表示するには，このオプションを有効にする．

分散分析: 計算されたさまざまな ANOVA モデルの要約を表示するには，このオプションを有

効にする．

適合度統計: モデルの適合度統計を表示するには，このオプションを有効にする．

固定効果のType III 検定: 分散表の type III 分析を表示するには，このオプションを有効にす
る．

製品効果: 測定された各曲線パラメータの製品効果を示す要約表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

解釈: 表示された結果を理解する方法に関する追加の支援を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

時間強度曲線: チャートに個人の時間強度曲線を表示するには，このオプションを有効にす
る．

1つのチャートに表示: 単一のチャートにすべての曲線を表示するには，このオプションを有効

にする．

合成曲線チャート: チャートに合成曲線を作成するには，このオプションを有効にする．

製品効果 p値: 各曲線パラメータでの製品効果を要約するチャートを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

結果  

要約統計: 選択に応じた製品，審査員およびセッションの簡単な統計量を示す記述統計の表．

さまざまなカテゴリの名前とそれらのそれぞれの度数が表示される．

測定された曲線パラメータ: 測定された曲線パラメータと関係する製品，審査員およびセッシ
ョンの識別子を要約する表．

合成曲線: この表は，作成された合成曲線のデータ・ポイントを表示する．（詳細は解説を参

照）．

そして，製品効果があるかないかを検証する目的で，各曲線パラメータについて，一連の
ANOVA 結果が表示される．各パラメータについて，選択されたモデルに関するANOVA の
Type III SS の表が表示される（詳細は解説を参照）．そして，さまざまなパラメータについて
製品効果のp値を計算できる要約表が表示される．

事例  
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時間強度の使用法を説明するチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの時間強度分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Liu Y.H. and MacFie H.J.H. (1990). Methods for averaging time-intensity curves. Chemical
Senses, 15, 471-484.

Overbosch P. et al . (1986). An improved method for measuring perceived intensity/time
relationships in human taste and smell. Chemical Senses, 11, 331-338.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E5%BC%B7%E5%BA%A6%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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官能有効期限分析  
このツールは，審査員の判定を用いて官能有効期限（賞味期限）検定を実行することを可能に
する．これは，官能評価を用いて製品の最適な消費期限を見つけるために使用する． XLSTAT-
MX は，製品の有効期限をモデルするために，パラメトリック生存モデルを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

官能有効期限（賞味期限）分析は，異なる時間/日付での審査員の官能評価を用いて，製品の消

費の理想的な期間を評価するために使用する．

製品が消費される期間に対する製品の品質を評価するには，物理化学的情報が十分に得られな
いことがよくある．製品の官能評価を追加することが，しばしば最良の消費期限を浮かび上が
らせる．ヨーグルトの場合では，製品を消費するには十分であるが，官能評価では酸味が強す
ぎたり，一定期間置いたものは見た目が魅力的ではなくなる．

生存時間データの分析によく使用される手法が，このようなケースに適用できる．

一般的にこの種の官能テストを実施するとき，複数の審査員が異なる時間/日付で，同じ製品を
試食する．さまざまなセッションでこれが行えるが，テストの日によって異なる序列で製品が
得られる手順を準備することが推奨される．

各審査員は試食した製品に関する意見（好き/好きではない）を表現し，したがって我々は各日

付で審査員ごとの選好の表を得る．

XLSTAT-MXでは2つの入力形式が使用できる:

審査員  日付の表: 各列が日付を，各行が審査員を表す．審査員の選好（好き/好きでな
い）によって，2つの異なる値ができる．

日付の列と審査員の名前による列．各審査員について彼の選好に変化が観察されたとき
の日付を入れる．我々は，すべての審査員が試食の最初には，その製品を好きでること
を仮定している．

そして，XLSTAT-MX は製品の有効期限に関するモデルを推定するために，パラメトリック生

存モデルを使用する．

×
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審査員が彼の選好を変えた正確な日付がわかっていないので，我々はこれらの日付を設定する
ために，打ち切りの考え方を用いる．したがって，選好が各週収集されて， 3 週間後に審査員

がある製品を好まないとしたら，この審査員は第2週と第 3週の間の区間で打ち切られる．ある
審査員が調査の全期間で製品を好むとしたら，その審査員は調査の最終日で正しく打ち切られ
る．そして，審査員が製品を好まず，調査中に後で好むようになれば，我々はこの審査員が左

側打ち切りで，最終日に選好を変えたとみなす．

パラメトリック生存時間モデルと打ち切りに関する詳細は，これらの手法の章を参照のこと．

XLSTAT-MX は，指数，Weibull または対数正規分布を使用できる．

出力として，グラフィックスとモデルのパラメータが出力される．

XLSTAT-MX は，各審査員に関連する質的変数または量的変数を用いて，モデルに外部情報を
追加することもできる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

2つのデータ形式がある（このヘルプの解説を参照する）．

“日付ごとに1列” オプションについて:

審査員 x 日付表: 各区日付での審査員の選好に対応する表を選択する．最初の行に列ヘッダが
選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

日付データ: 記録された時間/日付に対応するデータを選択する．最初の行に列ヘッダが選択さ
れた場合は，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

ポジティブ・コード: 製品を好む審査員を識別するために使用するコードを入力する．デフォ
ルト値は1．
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ネガティブ・コード: 製品を好まない審査員を識別するために用いるコードを入力する．デフ
ォルト値は 0．

“審査員ごとに1行” オプションについて:

日付データ: 審査員が彼の選好を変えたことが観察された時間または日付に対応するデータを
選択する．最初の行に列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になってい
ることを確認する．

審査員: イベントに関係する審査員を識別するデータを選択する．最初の行に列ヘッダが選択

された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

説明変数:

量的変数: モデルに1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有

効にする．そして，Excelワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは，数値

タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になって
いることを確認する．

質的変数: モデルに1つまたはそれ以上の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有

効にする．Excelワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは，どのタイプで
も可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択された場合は，"列
ラベル" オプションが有効になっていることを確認する（ 解説 参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（時間，状態および説明変数のラベル）がヘッダを含む場合は，このオ
プションを有効にする．

分布: モデルを適合するために用いる分布を選択する． XLSTAT-MX は，Weibull，指数，極値

などのさまざまな分布を提供する．

審査員のラベル: “日付ごとに1列” 形式で，審査員の名前を選択したい場合は，このオプション
を有効にする．列ヘッダが選択された場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっているこ
とを確認する．

オプション タブ:

有意水準 (%):比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

初期パラメータ: 初期パラメータを考慮に入れたい場合は，このオプションを有効にする．こ
のオプションを有効にしない場合は，初期パラメータは自動で獲得される．列ヘッダが選択さ
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れた場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

許容度: 一定であるかモデル中にすでに使用されている他の変数に相関しすぎるであろう変数

を，初期の回帰計算アルゴリズムが考慮に入れることを避けるには，このオプションを有効に
する（デフォルトでは0.0001）．

制約: 質的説明変数が選択された場合，それらの変数で用いる制約を選ぶことができる：

: 各要因の最初のカテゴリのパラメータが 0に設定されるようにするには，このオプシ
ョンを選ぶ．

: 各要因の最後のカテゴリのパラメータが 0に設定されるようにするには，このオプシ
ョンを選ぶ．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．繰り返しが最

大数を超えると計算が停止する．デフォルト値: 100．

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの対数尤度の変化でアルゴリズムが収束した
とみなされる最大値を入力する．デフォルト値： 0.000001.

モデル選択: 提供されている2つの選択手法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効

にする：

フォワード: 選択プロセスは，モデルに最も大きな寄与率を持つ変数を追加して開始す
る．2番目の変数の投入確率が**投入しきい値**より大きいなら，それがモデルに追加さ
れる． このプロセスは，モデルに入れられる新しい変数がなくなるまで繰り返される．

バックワード: この手法は前者に似ているが，完全なモデルから開始する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

日付統計量: 各時間/日付での統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．最後の列は，
ハザード比とそれに対応する信頼区間（ハザード比は，推定係数の指数として計算）を表示す
る．

a  =1 0

a  =n 0
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残差と予測値: すべてのオブザベーションの残差を表示するには，このオプションを有効にす
る（標準化残差，Cox-Snell 残差）．各オブザベーションについて，推定累積分布関数，ハザ
ード関数，および累積生存時間関数のの値が表示される．

分位数: さまざまなパーセンタイルの値(1, 5, 10, 25，50，75，90，95，99 )での四分位値を
表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

選好プロット: 各日付/時間で製品を好む審査員の数に対応するグラフを表示するには，このオ
プションを有効にする．

選好分布関数: 累積選好分布関数（累積生存時間関数に相当）に対応するグラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

残差: 残差グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT は，分析と結果の解釈を助けるために，たくさんの表やグラフを表示する．

分析から除去された審査員: この表は，コーディングが悪いために分析から外された審査員を
表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数について
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および 標準偏差（不偏）が表示される．質的変数につい
ては，カテゴリとそれらの度数およびパーセンテージをともに表示する．

日付統計: この表は， 各日付/時間で製品を好んでいる審査員の数を表示する．

変数選択の要約: 選択手法が選ばれると，XLSTAT は選択の要約を表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（共変量の影響がなく，beta=0の場合に対応）および修正

モデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れるオブザベーションの合計数;

DF: 自由度;

-2 Log(Like.): モデルに関係づけられた尤度関数の対数;

AIC: 赤池情報量基準;

SBC: Schwarzのベイズ情報量基準;

繰り返し: 収束までの繰り返し数．

モデル・パラメータ: モデルの各変数について，パラメータ推定，対応する標準偏差，Wald の
カイ2乗，対応するp値と信頼区間が表示される．信頼区間も表示される．

%
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**残差と予測値**の表は，各オブザベーションについて，時間変数，打ち切り変数，残差の
値，累積分布関数，累積生存時間関数およびハザード関数を表示する．

選好曲線に関する**四分位値**が，専用の表で示される．

グラフ: 選択されたオプションによって，グラフが表示される．累積選好関数または残差のプ
ロットが表示できる．

事例  

官能有効期限の検定の仕方に関するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能有効期限分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Cox D. R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.

Hough G. (2010). Sensory Shelf Life Estimation of Food Products, CRC Press.

Kalbfleisch J. D. and Prentice R. L. (2002 ). The Statistical Analysis of Failure Time Data. 
edition, John Wiley & Sons, New York.

2nd

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E6%9C%89%E5%8A%B9%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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一般化Bradley-Terryモデル  
一対比較から得られるデータにBradley-Terryモデルを適合させるには，このツールを使用しま
す．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

一般化 Bradley-Terry モデルは，ある集合の要素が，対のもう一方と繰り返し比較されるときに
起こり得る結果を記述するのに使用される． 個の要素の集合を考える．

一般化 Bradley-Terryモデル

対で比較される2つの要素  と  について， Bradley と Terry (1952) は， が  りも優れている
（または が を打ち負かす）確率を計算するために，以下のモデルを提案した:

ここで は，要素 のスキル評価で， である．

このモデルには複数の拡張が提案されてきた．たとえば，Agresti (1990) はホーム・フィール
ド・アドバンテージ（本拠地での試合の優位性）を取り扱うことを提案し，Rao と Kupper
(1967) は，同値（引き分け）が可能なモデルを開発した．

ホーム・フィールド・アドバンテージを考慮に入れるために，Agresti (1990) は，このアドバ
ンテージの強さを定量化するパラメータ を追加した．

2つの要素 と の間で同値（引き分け）が許される場合， Rao et Kupper (1967) は次のように
モデル中にパラメータ を含めることを提案した：

K

i j i j

i j

P (i > j) =  

λ  + λ  i j

λ  i

λ  i i λ  ≥i 0

δ

P (i > j) =   

⎩⎪
⎨
⎪⎧   if i at home

δλ  +λ  i j

δλ  i

  if j at home
λ  +δλ  i j

λ  i

i j

θ > 1
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モデル・パラメータの推論

通常の Bradley-Terry モデルの場合，パラメータの最大尤度推定量が単純な繰り返し MMアルゴ
リズム(Maximization-Minimization, Hunter (2004))を用いて得られる．モデル（ホーム・フィー
ルド・アドバンテージ有りまたは無し）は，ロジスティック回帰モデルとして書き直せる．こ
の場合，数値的アルゴリズムがパラメータの指定を決定するために使用される．

2012年に，パラメータを確率変数とみなすことにより，Caron と Doucet がデータの希薄さ
（スパース性）に関係する困難を克服するベイジアン・アプローチを提案した：

EMアルゴリズムによる対数尤度の最大化．パラメータに関する特定の事前分布で，この
アルゴリズムは伝統的なMM アルゴリズムに一致する．

Gibbs サンプリングからパラメータの事後分布を推定．

これらの2つのアプローチは，完全尤度が単純に書けるような潜在変数の導入に依拠してい

る．  は，  が を打ち負かす比較の数で，  は，要素 の勝ちの合計数であ

り，  は と の間の比較の合計数である．サーストンの解釈 (Diaconis (1988))
から，Bradley-Terry は次式のように書ける：

ここで  かつ である．完全な尤度を単純化するために，次式の
ような新しい潜在変数 が定義される：

ベイジアンの枠組みでは，各パラメータについて事前分布が定義される．ゆえに，我々は，パ
ラメータ がパラメータ  と を持つGamma分布によって分布すると仮定する：

ホーム・フィールド・パラメータ の事前分布はGamma で， での平坦な
非正則分布が同値パラメータ  に導入される．
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ベイジアンEM: この繰り返しアプローチは，期待対数尤度を最大化することを目的とする．

通常モデル:

番目の繰り返しでのパラメータ  の推定は次式で与えられる：

もし  かつ  であるなら，この推定はMM のそれと一致する．

ホームフィールド・アドバンテージありのモデル:

番目の繰り返しでのパラメータ と の推定は:

および

ここで  であり，  は がホームのとき，  が を打ち負かす比較の数である．

同値のあるモデル:

 は と の間の同値（引き分け）の数とする． 番目の繰り返しでのパラメータ と の推定

は：

ここで  および . すなわち:

および

t λ  i
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(t)
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ただし  同値の合計数．

サンプリング: このアプローチはGibbs サンプリングに基づく．

通常モデル:

パラメータ を推定するのに，我々は以下のアルゴリズムを使用する:

1. では，

2. では，

ホームフィールド・アドバンテージありのモデル:

パラメータ および を推定するのに，我々は以下のアルゴリズムを使用する:

1. では，

2. では，

そして，

同値（引き分け）ありのモデル:

パラメータ および を推定するのに，我々は以下のアルゴリズムを使用する:
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∑
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1. では，

2. では，

$$ \lambda^{(t)} | X, Z^{(t)}, \Theta ^{(t-1)} \sim \Gamma(a + s_i, b + \sum\limits_{ i \neq j | s_{ij}
> 0} Z_{ij}^{(t)} + \Theta^{(t-1)} \sum\limits_{ j \neq i | n_{ij} > 0} Z_{ji}^{(t)} ) $$ そして，

ただし:

これらの2つの手法は，モデル・パラメータの事後分布を導く．しかしながら，サンプリン
グ・アプローチのみが，完全モデルのパラメータを推定することができる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．
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⎞
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一般 タブ:

データ形式: データの形式を選択してください．

2元表: 分割表のデータ（行に勝ち，列に負け）を選択するには，このオプションを有効

にしてください．伝統的モデルのみが使用できます．

対/変数の表: 2つの表の形式で提示されるデータを選択するには，このオプションを有効

にしてください．対の表は要素間の対戦に対応します．変数の表は各対戦の結果を格納

します．最初の列は最初の要素の勝ち数で，2番目の列は その負け数です．3番目の列は
オプショナルで引き分けの数を格納できます．

データとともにヘッダが選択された場合は，“ラベル” オプションがチェックされていることを
確認してください．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

ラベル: ヘッダが入力データとともに選択されている場合は，このオプションを有効にしてく
ださい．

オプション タブ:

推論手法: 推論の方法を選択してください．

数値: モデルはロジスティック回帰で書かれます（ 解説を参照）．引き分けは許されませ
ん．

ベイジアンEM: パラメータはGamma分布で分布すると仮定されます．推論は，事前分布

を更新することを意図するEMアルゴリズムで実行されます．完全モデル（ホームフィー
ルド・アドバンテージと引き分けあり）のパラメータは，このアルゴリズムでは推論で
きません．

サンプリング: パラメータはGamma分布で分布すると仮定されます． Gibbs サンプラー
によって事後分布が得られます．

オプション:

ホーム: ホームフィールド・アドバンテージを考慮に入れるには，このオプションを選択

してください．この場合，対の表の要素の順序が重要です．最初の要素がホームである
と仮定されます．
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同値: 引き分けが許される場合は，このオプションを選択してください．オプションが有

効であると，変数の表は 3 列なければなりません．サンプリング法のみが，ホーム・ア
ドバンテージと平等性の両方を考慮に入れることを可能にする．

信頼区間 (%): パラメータの信頼区間の信頼水準を入れてください．

停止条件:

繰り返し /シミュレーションの数: 繰り返しの最大数．

最大時間: 許される時間の最大（秒）．

収束: 収束のしきい値．

事前パラメータ: このオプションは，推論手法がベイジアン EM かサンプリングの場合のみ有

効です．

スケール: ガンマ分布の尺度パラメータ

形状: ガンマ分布の形状パラメータ．

出力 タブ:

記述統計: 各要素に対応する統計量を計算して表示するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

尤度ベース基準: 尤度を計算して表示するには，このオプションを有効にしてください． BIC
(Bayesian Information Criterion：ベイジアン情報量基準 ) および  AIC (Akaike Information
Criterion:赤池情報量基準)．

勝利の確率: モデル・オプションによる勝ちの確率を計算して表示するには，このオプション
を有効にしてください．

Excel数式: 確率表でセルをクリックすると，確率計算式を表示するには，このオプションを有

効にする．

チャート タブ:

収束グラフ: サンプリング・アプローチでのモデル・パラメータの進展を表示するには，この
オプションを有効にしてください．

風船プロット:素早い確率分析のためのグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，各要素の記述統計量を表示します．
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推定パラメータ: モデル・パラメータの推定が，この表に与えられます．各パラメータの標準

化誤差と信頼区間も提供されます．

尤度ベース基準: この表では，複数の尤度ベース基準が与えられます (-2*log(Likelihood), BIC,
AIC)．

勝利の確率: この表は，所与のモデル・パラメータで要素  (行) が要素 (列)を打ち負かす確率を
提供します．

収束グラフ: このチャートは，各パラメータごとにパラメータの進展と対応する信頼区間を表

示します．

事例  

Bradley-Terry モデルの使用の事例が， Addinsoft のウェブサイトにあります：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのBradley-Terryモデルチュートリアル?language=ja

参考文献  

Bradley R. and Terry M. (1952). Rank analysis of incomplete block designs. I. the method of
paired comparisons. Biometrika, 39, 324-345.

Caron F. and Doucet A. (2012). An Efficient Bayesian inference or generalized Bradley-Terry
models. Journal of Computational and Graphical Statistics, to be published.

Diaconis P. (1988). Group representations in probability and statistics, IMS Lecture Notes, 11.
Institute of Mathematical Statistics.

Hunter D. (2004). MM algorithms for generalized Bradley-Terry models. The Annals of
Statistics, 32, 384-406.

Rao P. and Kupper L. (1967). Ties in paired-comparison experiments: A generalization of the
Bradley-Terry model. Journal of the American Statistical Association, 62, 194–204.

i j

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEBradley-Terry%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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一般化プロクラステス分析(GPA)  
複数の多次元コンフィギュレーションができる限り一様になるように変換を行うには，一般化

プロクラステス分析（GPA ：Generalized Procrustes Analysis ）を使用する．そして，変換さ
れたコンフィギュレーションの比較 を行います．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

古代ギリシャ語の「伸ばす人」という意味のプロクルーステース（またはプロクルステス）
は，ギリシャ神話のキャラクタである．盗賊・プロクルーステースの名前は，旅人に宿泊を勧

めて，その旅人を拷問にかけるときに使うベッドに由来している．プロクルーステースは，彼

の 犠牲者を（縦・横・高さの）寸法を変えられるベッドに縛り付けたのだ．背の高い者は短

く，背の低い者は長くされる．場合に応じて，彼はベッドからはみ出したところを剣で切り落

とし，またはヘーバイストスが彼のために作った機械を使って，旅人の大きさがベッドの大き
さに達するまで旅人の体を伸ばすのだった．どっちの場合も，その苦痛は凄まじかった．アテ
ーナイに向かう旅をしていたテーセウスが，この強盗に遭って，その罠に気づき，ベッドの上

に斜めに横たわった．プロクルーステースがテーセウスの身体を調整するとき，彼はその状況

をすぐには理解せず ，まごついているうちに，テーセウスに彼の剣でこの追いはぎを真っ二つ
に斬る時間を与えてしまった．

コンセプト

p 次元（または属性/変数/基準/ディスクリプタ）でのn 個のオブジェクト（個人/ケース/製品）

の記述に対応する行列n x p でコンフィギュレーションを定義する．

我々は，m個のコンフィギュレーション（以下コンフィグ）から計算された平均を合意コンフ
ィグ（consensus configuration）と名づける．プロクラステス分析は，コンフィグに変換（拡

大縮小，平行移動，回転，反転）を適用して，m個のコンフィグの合意コンフィグ（各変換後

に更新されている）への距離を低減することを可能にする繰り返し手法である．

3 つの基準により4 種類のチーズを評価する5 人の専門家の事例を考えよう．評点は，1 から10
で行う．ある専門家は彼の表記では，下の方の評点にシフトする傾向があり，また別の専門家

は極端な評点を使用する大胆さはなく，平均的な評点を与える傾向がある，ということを容易

に考えることができる．平均的なコンフィグで作業をすることは，間違った解釈につながる可

能性がある．1番目の専門家の評点を平行移動させることが必要か，もしくは2番目の専門家の
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評点を再尺度化すると，他の専門家の評点に近くなるかもしれいない，ということが容易にわ
かる．

合意コンフィグが得られると，2次元または3次元で最適な可視化を可能にするために，合意コ
ンフィグでの主成分分析（PCA ：Principal Components Analysis）を実行することが可能であ
る．

データの構造

2つの場合がある：

1. p 次元の数と指定（意味）がm 個のコンフィグと同一である場合，伝統的なプロファイルで
の官能分析を意味する．

2. p の数とその指定が，1個のコンフィグからその他に変化するなら，自由プロファイルでの官

能分析を意味し，そしてデータは，サイズ n x p(k), k=1,2, …, mのm個の一連の行列でのみ表現

される．

データを入力するために，XLSTATはm個の隣接するコンフィグに対応する n x (p x m) の表を
想定する．

データ変換

ときどき列数 (m x p) がExcelの制限を越えることが起きる．その障害を解決するために，
XLSTAT は，転置した表を使用することを可能にする．転置した表を使用するには（選択しよ
うとするすべての表が転置される必要がある場合），ダイアログ・ボックスの下部の青い矢印

をクリックして，赤に変えるだけでよい．

アルゴリズム

XLSTATは，2つの主要な利用可能なアルゴリズムを選択できる唯一の製品である： John
Gower (1975)によって開かれた業績に基づくものと，もう1つはJacques Commandeur (1991)
の論文で説明されているものである．どちらのアルゴリズムが（最小2乗の意味で）最良に機

能するかはデータ集合によるが，Commandeurアルゴリズムが，唯一，欠損データを考慮でき
るものである； ここでいう欠損値は，任意のコンフィグと任意のオブザベーションまたは行

で，その値がコンフィグのすべての次元について記録されなかったということである． 後者の
ケースは，審査員の1人がある製品を評価しなかった場合に，官能データ分析で起こることが
ある．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

コンフィグ: コンフィグに対応するデータを選択する．列ヘッダが選択された場合， "次元ラベ
ル" オプションが有効になっていることを確認する．

コンフィグの数: コンフィグ表の連続するコンフィグの数を入力する． 表ごとの変数の数:

等しい: 変数の数がすべての表で同一であれば，このオプションを選ぶ．その場合，

XLSTATは各表での変数の数を自動で決定する．

ユーザー定義: 各表に含まれる変数の数を格納している列を選ぶには，このオプションを
選ぶ．"変数ラベル" オプションが有効になっている場合，最初の行がヘッダに対応しな
ければならない．

コンフィグ・ラベル: 利用可能なコンフィグ・ラベルを使用したい場合は，このオプションを
チェックする．このオプションをチェックしない場合，ラベルは自動で作成される （C1，
C2，など)．列ヘッダが選択された場合，"次元ラベル" オプションが有効になっていることを
確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

次元ラベル: 選択されたデータ（コンフィグ，コンフィグ・ラベル，オブジェクト・ラベル）
の最初の行（または転置モードの場合は列）がヘッダを含む場合は，このオプションを有効に
する．

オブジェクト・ラベル: 利用可能なコンフィグ・ラベルを使用したい場合は，このオプション
を有効にする．このオプションをチェックしない場合，ラベルは自動で作成される（Obs1，
Obs 2，など）．列ヘッダが選択された場合，"次元ラベル" オプションが有効であることを確

認する．

手法: 使用したいアルゴリズムを選択する：
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Commandeur: Commandeur アルゴリズム（より詳細は解説を参照）を使用するには，
このオプションを有効にする．

Gower: Gower アルゴリズム（より詳細は解説を参照）を使用するには，このオプショ
ンを有効にする．

オプション タブ:

スケーリング: GPAの際に行列の再尺度化を実行するには，このオプションを有効にする．

回転/反転: GPAのステップで回転/反転を実行するには，このオプションを有効にする．

PCA: GPA ステップの最後でPCA を実行するには，このオプションを有効にする．

因子をフィルタ: PCAのあとに考慮に入れる因子の数を削減するために，以下の2つのオプショ
ンのうちの1つを有効にできる．

M小%: このオプションを有効にして，選択された因子が提示する合計の変動の最小パー
センテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子数を設定するには，このオプションを有効にする．

検定:

コンセンサス検定: GPA 変換のあとにコンセンサスに達するかどうかを決定できる並べ
替え検定を使用するには，このオプションを有効にする．

次元検定: いくつの因子の数を保持するのが適切であるかを決定できる並べ替え検定を使

用するには，このオプションを有効にする．

並べ替えの数: 検定のために実行する並べ替えの数を入力する（デフォルト値：300）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．繰り返しの最大数を超えると，
計算 が停止される．デフォルト値：100．

収束: アルゴリズムが収束したとみなされる収束基準での1つの繰り返しからもう1つへの
進展の最大値を入力する．デフォルト値：0.00001．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を0に置換: 欠損値を 0に置き換えるには，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．
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欠損値を無視する: 欠損値を取り扱うためにTen Berge アルゴリズムを使用するには，このオプ
ションを有効にする．

出力 タブ:

PANOVA 表: PANOVA 表を表示するには，このオプションを有効にする．

オブジェクトでの残差: 各オブジェクトでの残差を表示するには，このオプションを有効にす
る．

コンフィグでの残差: 各コンフィグでの残差を表示するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

尺度係数: 各コンフィグに適用されるスケーリング係数を表示するには，このオプションを有

効にする．

回転行列: 各コンフィグに対応する回転行列を表示するには，このオプションを有効にする．

下記のオプションはPCAがリクエストされた場合のみ有効である：

固有値: PCAの固有値を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス・コンフィグ: 合意コンフィグでの次元の座標を表示するには，このオプション
を有効にする．

コンフィグ: 各コンフィグでの次元の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

オブジェクト座標: 変換後のオブジェクトの座標を表示するには，このオプションを有効にす
る．

コンフィグでのプレゼンテーション: コンフィグごとに1つの座標の表を表示するには，
このオプションを有効にする．

オブジェクトでのプレゼンテーション: オブジェクトごとに1つの座標の表を表示するに
は，このオプションを有効にする．

チャート (PCA) タブ:

PCA がリクエストされた場合，以下のオプションが利用可能である：

固有値: スクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

相関グラフ: コンセンサス・コンフィグと個別コンフィグの相関グラフを表示するには，この
オプションを有効にする．

ベクトル: 次元をベクトルの形式で表示するには，このオプションを有効にする．

オブジェクト座標: オブジェクトを示すマップを表示するには，このオプションを有効にす
る．
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コンフィグでのプレゼンテーション: コンフィグによって色づけされたグラフを表示する
には，このオプションを有効にする．

オブジェクトでのプレゼンテーション: オブジェクトによって色づけされたグラフを表示

するには，このオプションを有効にする．

フル・バイプロット: すべてのコンフィグのオブジェクトと次元の両方を示すバイプロットを
表示するには，このオプションを有効にする．

色づけラベル: 変数とオブザベーションのラベルを対応するポイントと同じ色で示すには，こ
のオプションを有効にする．このオプションが有効になっていな場合，ラベルは黒で表示され
る．

バイプロットのタイプ: 表示したいバイプロットのタイプを選ぶ．より詳しくはPCAの解説 を
参照する．

相関バイプロット: 相関バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

距離バイプロット: 距離バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

対称バイプロット: 対称（中間）バイプロットを表示するには，このオプションを有効に
する．

係数: その平方根が変数の座標に乗じられる係数を選ぶ．この係数は，バイプロットをよ
り読みやすくするために，変数ポイントの位置を調整する． 1以外の場合は，変数ベクト
ルの長さは，もはや標準偏差（相関バイプロット）または寄与度（距離バイプロット）
としては解釈できない．

チャート タブ:

オブジェクトでの残差: 各オブジェクトでの残差の棒グラフを表示するには，このオプション
を有効にする．

コンフィグでの残差: 各コンフィグでの残差の棒グラフを表示するには，このオプションを有

効にする．

尺度係数: 各コンフィグに適用されるスケーリング係数の棒グラフを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

検定ヒストグラム: コンセンサスと次元の検定に対応するヒストグラムを表示するには，この
オプションを有効にする．

結果  

PANOVA表: 線形モデルの分散分析表の形式からヒントを得て，この表は，各変換の分散の進

展への相対寄与度 を計算することを可能にする．この表では，変換の前と後の残差の分散，再

尺度化，回転および平行移動ステップの分散の進展への寄与度が表示される．Fisherの F 統計

量の計算は，変換の相対寄与度を比較することを可能にする．対応する確率は，寄与度が有意

であるか否かを決定することを可能にする．
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オブジェクトでの残差: この表と対応する棒グラフは，オブジェクトごとの残差分散の分布を
可視化することを可能にする．したがって，これはどのオブジェクでGPA があまり有効でなか
ったか，言い換えると，どのオブジェクトがコンセンサス・コンフィグから遠いかを識別する
ことが可能である．

コンフィグでの残差: この表と対応する棒グラフは，コンフィグごとの残差分散の分布を可視

化することを可能にする．したがって，これはどのコンフィグでGPA があまり有効でなかった
か，言い換えると，どのコンフィグがコンセンサス・コンフィグから遠いかを識別することが
可能である．

各コンフィグでの尺度係数: この表と対応する棒グラフは，コンフィグに適用されたスケーリ
ング係数を比較することを可能にする．これは，官能分析で専門家がレーティング・スケール
をどのように使用するかを理解するために使用する．

回転行列: ユーザーがリクエストした場合は，各コンフィグに適用された回転行列が表示され
る．

コンセンサス検定の結果: この表は，実行された並べ替えの数，コンセンサス・コンフィグに
よって説明される元の分散の比率に対応するRc の値，および並べ替えから得られたRc の分布

を用いて計算されたRc に対応する変位値を表示する．GPA が有効か否かを評価するために信

頼区間（通常95%）を設定でき，変位値が信頼区間を超えているなら，GPA はかなり分散を削

減したと結論づけられる．

次元検定の結果: この表は， PCAステップの最終時点で残された各因子について，実行された
並べ替えの数， GPA後に計算されたF（ここでF は，コンフィグ間の分散におけるオブジェク
ト間の分散の比率），および並べ替えから得られたF の分布を用いて計算されたFに対応する変

位値を表示する．ある次元がGPAの品質に有意に寄与するか否かを評価するために信頼区間

（通常95%）を設定でき，変位値が信頼区間を超えているなら，その因子は有意に寄与してい
ると結論づけられる．選択されたアルファ有意水準でのFisherの F分布に対応する臨界値およ
びp-値も指標として表示される． Fisherの F 分布からの結論が，並べ替え検定が示すものとと
ても異なることがある： FisherのF 分布の使用は，このケースでは不要なデータの正規性の仮

定を必要とする．

コンセンサス・コンフィグの結果：

PCA前のオブジェクト座標: この表は，GPA変換の後でPCAの前のオブジェクト座標のコンフ
ィグでの平均に対応する．

固有値: PCAがリクエストされた場合，固有値の表と対応するスクリー・プロットが表示され
る．各軸に対応する合計変動のパーセンテージが，固有値から計算される．

変数と因子の相関: これらの結果は，変換の前と後（GPA ，および，もしリクエストされたら
PCA）のコンセンサス・コンフィグの変数間の相関に対応する． これらの結果は，常に相関円

では解釈でるわけではないので，相関円では表示されない．

オブジェクト座標: この表は，変換後（GPA ，および，もしリクエストされたら PCA）のオブ
ジェクト座標のコンフィグでの平均に対応する．これらの結果は，オブジェクト・グラフに表

示される．

変換後のコンフィグの結果：
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コンフィグごとの分散，および次元ごとの分散: この表は，各軸に対応する合計変動のパーセ
ンテージが，どのようコンフィグに分配されるかを可視化できる．

変数と因子の相関:これらの結果は，すべてのコンフィグについて表示され，変換前と後（GPA
，および，もしリクエストされたら PCA）のコンフィグの変数間の相関に対応する． これら
の結果は，相関円で表示される．

オブジェクト座標（コンフィグでのプレゼンテーション）: この表の系列は，変換後（GPA ，
および，もしリクエストされたら PCA）の各コンフィグについてのオブジェクト座標に対応す
る．これらの結果は，オブジェクト・グラフの最初の系列に表示される．

オブジェクト座標（オブジェクトでのプレゼンテーション）: この表の系列は，変換後（GPA
，および，もしリクエストされたら PCA）の各コンフィグについてのオブジェクトオブジェク
ト座標に対応する．これらの結果は，オブジェクト・グラフの2番目の系列に表示される．

事例  

一般化プロクラステス分析のチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの一般化プロクラステス分析チュートリアル ?
language=ja
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多因子分析 (MFA)  
変数の複数の表を同時に分析して，オブザベーション，変数および表の間の関係性を調査でき
る結果，とくにグラフを得るには多因子分析（MFA ： Multiple Factor Analysis）を使用する．
1つの 表内の変数は同じタイプ（量的または質的）でなければならないが，表間では異なるタ
イプが可能である．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

多因子分析(MFA)は変数の複数の表を同時に分析して，オブザベーション，変数，表の間の関

係性を調査できる結果，とくにグラフを得ることを可能にする(Escofier and Pagès, 1984)．1
つの表内では，変数は同じタイプ（量的または質的）でなければならないが， 表間では異なる
タイプが可能である．

MFAは，量的変数と質的変数の使用を可能にするために，主成分分析（PCA ：Principal
Component Analysis）と一般化された多重コレスポンデンス分析（ MCA ： Multiple
Correspondence Analysis）を合成したものである． MFAの方法は，2つのフェーズに分かれて
いる：

我々は，各表の変数のタイプによって， PCA か MCA を各表で適切に実行する．分析の第2段
階でさまざまな表を重みづけするために，各分析の第1固有値の値を格納しておく．

質的変数の表が完全分離表（ダミー変数の表）に変換されていて，各インジケータ変数（ダミ
ー変数）が対応するカテゴリの度数の関数である重みを持っていることを考慮して，すべての
表の列で重みつきPCA を実行する．表の重みづけは，より多くの変数を含む表が，分析におい
て，より強く重みづけされすぎないように調整を可能にする．

この手法は，変数の複数のグループを同定できる調査，または同じ質問が複数の観察期間でな
される調査を分析するのにとても有用である．

この手法を開発した著者 (Escofier and Pagès, 1984)は，とくにMFAから得られる結果の使用を
主張した．この手法のオリジナリティは，表（点で表現されている各表），変数，最初のフェ
ーズの分析の主成分軸，および個体を2次元または3次元で可視化することである.さらに，すべ
ての変数によって記述されるオブザベーションと1つの表のみの変数によって記述される射影

されたオブザベーションを同時に可視化することにより，オブザベーションでの他の表の影響

度を調査することができる ．

注意 1: PCAと同様，質的変数は，オブザベーションのグラフでは，カテゴリの中心（セントロ
イド）によって表現される．
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注意 2: それぞれが1つの質的変数を格納するK 個の表で実行されたMFA は， K 個の変数で実行

されたMCA に相当する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

オブザベーション/変数の表: P 個の量的変数で記述されK 個の表にグループ化されているN個の
オブザベーションに対応するデータを選択する．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オ
プションが有効になっていることを確認する．

表の数: 選択されたデータが細分される表の数Kを入力する．

表ラベル: K個の表にラベルに使用したい場合は，このオプションを有効にする． このオプショ
ンが有効でない場合は，表の名前が自動で生成される（表1，表2, ….）．列ヘッダが選択され
た場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

表ごとの変数の数:

等しい: 変数の数がすべての表で同じであれば，このオプションを選ぶ．その場合，

XLSTATが各表の変数の数を自動で決定する．

ユーザー定義: 各表に含まれる変数の数を格納した列を選択するには，このオプションを
選ぶ．"変数ラベル" オプションが有効にされた場合，最初の行がヘッダに対応するはず
である．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．選択が相関行列または共分散行

列の場合，このオプションが有効にされていると，最初の列も変数ラベルを含んでいるはずで
ある．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルが利用可能な場合は，このオプション
を有効にする．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル”オプションが有効の場合，

選択中にヘッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・
ラベルが自動でXLSTATによって生成される（Obs1，Obs2 …）．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効にする． このオプ
ションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは，0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

データ・タイプ: 1つの表内ではタイプが同じでなければならないことを考慮炉しながら，さま
ざまな表に格納されるデータの対応がどれかを指定する． “混合タイプ” が選択された場合，各

表内のデータのタイプを示す列を選択する必要がある．量的変数を格納する表には 0 を，質的

変数を格納する表には 1を，そして度数表には2を使用する．

因子をフィルタ: 結果に表示される因子の数を減らすために，以下の2つのオプションの1つを
有効にできる．

M小%: このオプションを有効にして，選ばれた因子が表現するべき合計変動の最小パー
センテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定するには，このオプションを有効にする．

PCAオプション: (量的変数の場合のみ)

PCAタイプ: 相関 (正規化PCA) または共分散 (非正規化PCA)から選ぶ．

MCAオプション: (質的変数の場合のみ)

カテゴリをアルファベット順で並べ替え: すべての変数のカテゴリがアルファベット順で
並べ替えされるようにするには，このオプションを有効にする．

変数-カテゴリ・ラベル: 出力を表示する際に変数-カテゴリ・ラベルを使用するには，こ
のオプションを有効にする．変数-カテゴリ・ラベルは，接頭に変数名，接尾にカテゴリ
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名を含む．

追加データ タブ:

追加オブザベーション: 追加のオブザベーションの座標と表現を計算したい場合は，このオプ
ションを有効にする．これらのオブザベーションは，因子軸の計算には考慮に入れられない
（活性オブザベーションに対する不活性オブザベーション）．追加オブザベーションのデータ
選択の最初の行がヘッダを含むなら，"追加オブザベーションの変数ラベル" オプションを有効

にしなければならない．表示に使用される追加オブザベーションのラベルを選択することもで
きる．

補表: 補足表としていくつかの表を使用したい場合は，このオプションを有効にする．これら
の表の変数は，MFAの因子の計算にでは考慮に入れられない．しかしながら， MFA の第1フェ
ーズの個別分析がこれらの表で実行される． K 個の表の中の活性（1）と補足（0）をXLSTAT
に知らせるインジケータ (0/1)を格納している列を選択する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

適応戦略: データのタイプに適応する戦略を選ぶには，このオプションを有効にする．

量的変数:

平均: オブザベーションの欠損値を対応する変数の平均で推定するには，このオプション
を有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

質的変数:

新規カテゴリ: 欠損値を対応する変数の新しいカテゴリに分類するには，このオプションを選

ぶ．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するには，
このオプションを有効にする．

出力 タブ:

出力タブは，5つのサブ・タブに分かれている：

一般:

これらの出力はすべての分析に関係する：



官能データ分析  842 多因子分析 (MFA)  

記述統計量: 選択されたすべての変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効に
する．

個別分析の結果を表示: 各表の分析の結果を別々に表示するには，このオプションを有効にす
る．このオプションが有効でなければ，MFAの結果のみが表示される．

固有値: 固有値の表とグラフ（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効

にする． 寄与率: 寄与率の表を表示するには，このオプションを有効にする． cos2乗: 平方余

弦の表を表示するには，このオプションを有効にする．

PCA:

これらの出力はPCAのみに関係する：

因子負荷量: 因子空間での変数の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

変数/因子の相関: 因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

因子得点: PCAで作成される新しい空間でのオブザベーションの座標（因子得点）を表示する
には，このオプションを有効にする．

Factor loadings: Activate this option to display the coordinates of the variables in the factor
space.

MCA:

これらの出力はMCAのみに関係する：

因子負荷量: 因子空間でのカテゴリの座標を表示するには，このオプションを有効にする．

因子得点: 因子空間でのオブザベーションの座標を表示するには，このオプションを有効にす
る．

CA:

これらの出力はCAのみに関係する：

列座標: 因子空間での列の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

行座標: 因子空間での行の座標を表示するには，このオプションを有効にする．

MFA:

これらの結果は MFAの第2フェーズに関係する：

表:

座標: MFA 空間での表の座標を表示するには，このオプションを有効にする．注意：出

力/一般タブで対応するオプションがチェックされている場合，寄与率とcos2乗も表示さ
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れる．

Lg 係数: Lg 係数を表示するには，このオプションを有効にする．

RV 係数: RV 係数を表示するには，このオプションを有効にする．

変数:

因子負荷量: MFA 空間での因子負荷量を表示するには，このオプションを有効にする．

変数/因子の相関: MFA空間での因子と変数の間の相関を表示するには，このオプション
を有効にする．

部分軸:

M大数: 第1フェーズの分析から保持してMFA 空間で分析したい因子の最大数を入力す
る．

座標: MFAから得られる空間での部分軸の座標を表示するには，このオプションを有効に
する．

相関: MFAの因子と部分軸の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

軸間の相関: 部分軸の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション:

因子得点: MFA空間での因子スコアを表示するには，このオプションを有効にする．

射影ポイントの座標: MFA空間での射影ポイントの座標を表示するには，このオプション
を有効にする．射影ポイントは，各表の次元数に削減された空間でのオブザベーション
の射影に対応する．

チャート タブ:

チャート・タブは，5つのサブ・タブに分かれている：

一般:

これらのオプションはすべての分析に関係する：

M初の2軸でチャートを表示: PCA，MCA，MFAの後に表示されるさまざまなグラフィカル表

現が，各分析の後で介入なしに最初の2軸上でのみ表示されるようにしたい場合は，このオプ
ションを有効にする．

オブザベーションのオプション:

フィルタ: 表示されるオブザベーションの数を調節するには，このオプションを有効にす
る:
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フィルタ: 表示されるオブザベーションの数を調整するには，このオプションを有効にす
る：

ランダム: 表示するオブザベーションが無作為に抽出される．したがって，表示する “オ
ブザベーションの数” が指定されなければならない．

M初のN 行: 最初の N行のオブザベーションがグラフに表示される．したがって，表示す
る “オブザベーションの数” N を指定しなければならない．

M後のN 行: 最後のN行のオブザベーションがグラフに表示される．したがって，表示す
る “オブザベーションの数” N を指定しなければならない．

グループ変数: このオプションを選ぶと， 0と1のみのバイナリ変数を選択する必要があ
る．1が表示するオブザベーションを同定する．

Sum(Cos2)>: 平方余弦の合計（共通性）が入力値よりも大きいいオブザベーションのみ
がプロット上に表示される．

グループで色づけ: 質的変数の水準に応じてオブザベーション・ポイントを色づけしたい場合

は，このオプションを有効にする．そして，アクティブなオブザベーションが存在するのと同

じ行数の垂直ベクトルを選択する．メイン・テーブルでヘッダが選択されたなら，この選択内

の変数にもラベルが存在することを確認する．

PCA:

これらのオプションはPCAのみに関係する：

相関チャート: 成分と変数の間の相関に関するグラフを表示するには，このオプションを有効

にする．

ベクトル: 変数をベクトルで表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・チャート: 新しい空間でオブザベーションを可視化できるグラフを表示す
るには，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフにオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有効にす
る．

バイプロット: 入力変数とオブザベーションが同時に表示されるグラフを表示するには，この
オプションを有効にする．

ベクトル: 入力変数をベクトルで表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: バイプット上にオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有

効にする．

バイプロットのタイプ: 表示したいバイプロットのタイプを選ぶ．より詳細はPCA の解説の節

を参照する．

相関バイプロット: 相関バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．
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距離バイプロット: 距離バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

対称バイプロット: 対称バイプロットを表示するには，このオプションを有効にする．

係数: 変数の座標に平方根をかける係数を選ぶ．この係数は，マップを読みやすくするた
め，バイプロットのポイントの位置を調整する．1より大きく設定した場合，変数ベクト
ルの長さは，もはや標準偏差（相関バイプロット）または寄与率（距離バイプロット）
として解釈できない．

MCA:

これらのオプションは MCAのみに関係する：

カテゴリの因子マップ: アクティブおよびび追加の質的変数のカテゴリの主座標を表示するに
は，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上にカテゴリ・ラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーションの因子マップ: オブザベーションの主座標を表すグラフを表示するには，こ
のオプションを有効にする．

ラベル: グラフにオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有効にす
る．

バイプロット:

対称プロット: オブザベーションの主座標とカテゴリの主座標を同じグラフに表示するには，
このオプションを有効にする．

CA:

これらのオプションは CAのみに関係する：

列チャート: 列の主座標を示すグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

行チャート: 行の主座標を示すグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上にオブザベーション・ラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．

バイプロット: 行の主座標と列の主座標を同じグラフに表示するには，このオプションを有効

にする．

MFA:

これらのオプションはMFAの第2フェーズの結果のみに関係する：

表チャート: MFA 空間で表を可視化できるグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

相関チャート: 成分とMFAで使用する量的変数の間の相関に関するグラフを表示するには，こ
のオプションを有効にする．
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オブザベーション・チャート: MFA空間でのオブザベーションのグラフを表示するには，この
オプションを有効にする．

相関チャート（部分軸）: MFAの第1フェーズから得られる部分軸の相関グラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

射影ポイントのチャート: MFA 空間でのオブザベーションと各表の部分空間で射影されたオブ
ザベーションを同時に示すグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: グラフ上にオブザベーションのラベルを表示するには，この
オプションを有効にする．

射影ポイント・ラベル: 射影ポイントのラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．

結果  

記述統計量: 記述統計量の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．これはオブ
ザベーションの数，欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）を含む．

そして，個別分析の結果を表示 オプションが選択された場合は，各個別表で実行された分析の
結果（PCA，MCAまたはCA）が表示される．これらの結果は， XLSTATのPCA，MCAまたは
CA機能を実行した後に得られるであろうものと同一である．

その後， MFAの第2フェーズの結果が表示される．

PCAの場合と同様，最初に，固有値，変数の結果およびオブザベーションの結果が表示され

る．オブザベーション座標の表の最後に，次のボタンが表示さる: ． 事前に記入された
HAC (凝集型階層クラスタリグ) のダイアログ・ボックスを自動で開いて，因子座標上でオブザ
ベーションの分類を実行するには，このボタンをクリックする．.

そして，MFA特有の結果が表示される:

そして**表の座標** が表示されて，表のプロットを作成するために使用される．後者は，表間

の距離を可視化することを可能にする．補表の座標が表の第2部で表示される．そして，表の
寄与率とcos2乗が表示される．

Lg 係数: 表間の関係性の Lg 係数は，2個ずつの表がどの程度関係しているのかを測定できる．
1番目の表の変数がより多く2番目の表の変数に関係するほど， Lg 係数が高くなる．

RV 係数: 表間の関係性のRV 係数は，Lg 係数から派生するもう1つの測度である． RV 係数の
値は， 0 から 1の間の値をとる．

部分軸の座標，さらにそれらの相関は， MFAの第1フェーズから得られた因子と第2フェーズ
から得られたそれらとの間のリンクを新しい空間で可視化することを可能にする．

部分軸の間の相関 は，さまざまな分析の因子軸の間のリンクを理解することを可能にする．

最後にMFAから得られる空間での**射影ポイントの座標**が表示される． 射影ポイントは，各

表の次元に削減された空間でのオブザベーションの射影に一している．完全なオブザベーショ
ンのポイントと重ね合わせられた射影ポイントの表現は， 任意のオブザベーションのさまざま
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な表によってもたらされる多様な情報を同時に可視化し，さまざまな表による2つのオブザベ
ーションからの相対距離を可視化することを可能にする．

事例  

混合データでの多因子分析の事例が Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの多因子分析-MFA-チュートリアル?language=ja

度数表での多因子分析の事例が Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの度数表での多因子分析 -MFA-チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Bécue-Bertaut M, Pagès J. (2008). Multiple factor analysis and clustering of a mixture of
quantitative, categorical and frequency data, Computational Statistics and Data Analysis, vol.
52 (pg. 3255-68).

Escofier B. and Pagès J. (1984). L'analyse factorielle multiple: une méthode de comparaison
de groupes de variables. In : Sokal R.R., Diday E., Escoufier Y., Lebart L., Pagès J. (Eds), Data
Analysis and Informatics III, 41-55. North-Holland, Amsterdam.

Escofier B. and Pagès J. (1994). Multiple Factor Analysis (AFMULT package). Computational
Statistics and Data Analysis, 18, 121-140.

Escofier B. and Pagès J. (1998). Analyses Factorielles Simples et Multiples : Objectifs,
Méthodes et Interprétation. Dunod, Paris.

Robert P. and Escoufier Y. (1976). An unifying tool for linear multivariate methods. The RV
coefficient. Applied Statistics, 25 (3), 257-265.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A4%9A%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90-MFA-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BA%A6%E6%95%B0%E8%A1%A8%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A4%9A%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90-MFA-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja


官能データ分析  848 STATIS  

STATIS  
オブジェクト/量的変数の複数のコンフィギュレーションを分析するには，STATISを使用す
る．この手法は以下を可能にする．

オブジェクト間のリンクを調査して可視化すること．

コンフィギュレーション間の一致を調査すること．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

STATIS法は、官能測定(sensometry) で最もよく使用される多コンフィギュレーション（構成）

分析手法である．コンフィギュレーションは，さまざまな判定者，被験者または審査員であり
得る．STATIS は，とくにprojective mapping / Napping, conventional profiling, free choice
profiling.の場合に使用できる．STATISの大きな関心は，非典型的なコンフィギュレーション
が，主要なコンフィギュレーションよりも小さな重みを持つことである．したがって，分析は
一般的な視点を反映しており，非典型的なコンフィギュレーションを反映するのではない．

STATISの使用

STATISには，以下の複数の応用がある:

-主平面内でオブジェクトを調査して可視化する;

- コンフィギュレーションの間のリンクを調査する．とくに最も非典型を見つける.

STATISの原理

STATISは，各コンフィギュレーションのスカラー行列で動作する手法であり，したがって，異

なる列数を持つコンフィギュレーションで作業することを可能にする．その目的は，さまざま
なコンフィギュレーションを 反映するコンセンサス・コンフィギュレーションを形成すること
であり，それ以上ではない．そして，このコンセンサスは，さまざまな軸に射影できる．最初

の2 つまたは 3 つの軸に関連する情報が，コンセンサスの合計変動の十分なパーセンテージを
表現しているなら，オブジェクトは，2- 3次元のチャートで表現でき，したがって解釈がとて
も簡単になる．
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データの構造

2とおりのケースがある:

1. 変数の数pが，m個のコンフィギュレーションで同じである．

2. 変数の数 p がコンフィギュレーションごとに異なる。

スケーリングと全体スケーリング

コンフィギュレーション内のデータが同じ尺度でない場合，各コンフィギュレーションの変数

を尺度化することが望ましい．たとえば，これは 0 から20の間でレーティングしている場合で
はないが，いくつかの記録が0から10の間で，他の記録が0から20の間である場合に望ましい．

古典的には，各コンフィギュレーションの全体的な尺度化が推奨されている．これは すべての
コンフィギュレーションを分散の観点で合計が等しいとみなすことを可能にする．たとえば，
審査員によって属性が0から20の間で記録されるコンフィギュレーションの場合，これは5から
15の間でのみ記録する審査員とフルスケールの記録を使用する審査員との間の尺度係数を解消

する。

結果の解釈

k個の因子の空間でのオブジェクトの表現は，予防の意味で，オブジェクトの間の近接を視覚的

に解釈することを可能にする．

もしオブジェクトがグラフの中心から遠いなら，平面へのオブジェクトの射影が信頼できるみ
なせる．

因子の数

結果の解釈のために，いくつの因子を保持するべきかを決定するのに，2つの手法がよく使用

される:

- 固有値の降下曲線を見る．保持するべき要因の数は，曲線上の最初の屈折点に対応する．

- 因子軸で表される累積変動パーセンテージを使用して，特定のパーセンテージのみを使用す
るように決定することもできる．

グラフィック表現

しかしながら，これらの表現は，表現空間の軸に関連する変動パーセンテージの合計が，十分

に高い場合のみ信頼できる．もしこのパーセンテージが高ければ（たとえば80%），表現が信

頼できるとみなされる．もしパーセンテージが低ければ，最初の2因子軸でなされた解釈を検

証するために，複数の軸の対で表現を生成することが推奨される．

ダイアログ・ボックス  
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

コンフィギュレーション: コンフィグに対応するデータを選択する．列ヘッダが選択されたな
ら，"変数ラベル"オプションが有効にされていることを確認する．

コンフィギュレーションの数: コンフィギュレーション表で隣接コンフィグの数を入力する．

コンフィギュレーションごとの変数の数:

等しい: すべてのコンフィグで変数の数が同一であれば，このオプションを選ぶ．その場

合，XLSTATは各コンフィグでの変数の数を自動で決定する．

ユーザー定義: 各コンフィグに含まれる変数の数が入っている列を選択するには，このオ
プションを選ぶ．If the "変数ラベル"オプションが有効にされたなら，最初の行がヘッダ
に対応しなければならない．

コンフィギュレーション・ラベル: 利用可能なコンフィグ・ラベルを使用したい場合は，この
オプションをチェックする．このオプションをチェックしない場合，ラベルは自動で作成され
る(Config.1, Config.2, etc.)．列ヘッダが選択されたら，"変数ラベル"オプションが有効にされ
ていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（コンフィグ，コンフィグ・ラベル，オブジェクト・ラベル）
の最初の行（または転置モードの場合は列）がヘッダを格納している場合は，このオプション
を選択する．

オブジェクト・ラベル: 利用可能なコンフィグ・ラベルを使用したい場合は，このオプション
をチェックする．このオプションをチェックしない場合は，ラベルは自動で作成される (Obj.1,
Obj. 2, など)，列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効にされていることを
確認する．

オプション タブ:

スケーリング (変数): 変数を尺度化するには，このオプションを有効にする．

全体スケーリング: コンフィグを全体的に尺度化するには，このオプションを有効にする．

因子をフィルタ: 結果に表示される因子の数を減らすには，以下の2つのオプションの1つを有

効にできる．

M小 %: 選ばれた因子が表す合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算せお継続しようようにするには，
このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションへの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定する
には，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値のチャート（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効に
する．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサスの座標を表示するには，このオプションを有効

にする．
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RV 行列: RV 行列を表示するには，このオプションを有効にする．

尺度係数: 尺度係数を表示するには，このオプションを有効にする．

重み: STATISで作成されて使用される重みを表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス・コンフィグ: STATISで作成されたコンセンサス・コンフィギュレーションを表

示するには，このオプションを有効にする．

等質度: コンフィグの等質度を表示するには，このオプションを有効にする．

RV コンフィグ/コンセンサス: 各コンフィグとコンセンサスの間のRV係数を表示するには，こ
のオプションを有効にする．

全体誤差: STATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にする．

コンフィグでの残差: 各コンフィグでのSTATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを
有効にする．

オブジェクトでの残差: 各オブジェクトでのSTATIS基準の誤差を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

相関係数: 因子と初期の変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

射影ポイントの座標: 因子空間での射影ポイントの座標を表示するには，このオプションを有

効にする．射影ポイントは，因子空間での各コンフィグのオブジェクトの射影に対応する．

コンフィグでのプレゼンテーション: コンフィグごとの表の座標を表示するには，このオ
プションを有効にする．
オブジェクトでのプレゼンテーション: オブジェクトごとの表の座標を表示するには，こ
のオプションを有効にする．

チャート タブ:

M初の2軸でチャートを表示: 最初の2軸でのみ，さまざまなグラフィカル表現を表示したい場

合は，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の_スクリープロット_ を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサス座標のプロットを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

尺度係数: スケーリング係数のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

重み: STATISで作成され使用される重みの棒グラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

RVコンフィグ/コンセンサス: 各コンフィグとコンセンサスの間のRV係数を表示するには，こ
のオプションを有効にする．
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コンフィグでの残差: 各コンフィグでのSTATIS基準の誤差の棒グラフを表示するには，このオ
プションを有効にする．

オブジェクトでの残差: 各オブジェクトでのSTATIS基準の誤差の棒グラフを表示するには，こ
のオプションを有効にする．

相関係数: 因子と初期の変数の間の相関を示すグラフを表示するには，このオプションを有効

にする．

射影ポイントのグラフ: オブジェクトおよび，因子空間に射影された各コンフィグのオブジェ
クトの両方を表すグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: グラフ上にオブザベーション・ラベルを表示するには，この
オプションを有効にする．

射影ポイント・ラベル: 射影ポイントのラベルを表示するには，このオプションを有効に
する．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，選択されたすべての変数の簡単な統計量を示す．これは，オブザ
ベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）を含む．

固有値: 固有値と対応するチャート (スクリー・プロット )が表示される．

コンセンサス座標: 因子空間でのコンセンサス座標が，対応するチャート（選ばれた因子の数

に応じて）とともに表示される．

RV 行列: すべてのコンフィグの間のRV 係数の行列が表示される．係数 RV は，2つのコンフィ
グの間の類似度の0から1の係数である．1に近いほど，強い類似度である．この行列は，コン
フィグの重みを計算するためにSTATISで使用される．

尺度係数: スケーリング係数が関連する棒グラフとともに表示される．あるコンフィグでのス
ケーリング係数が大きいほど，そのコンフィグの使用されるスケールがより小さい．この表

は，審査員がどれだけ異なるレーティング尺度を使用しているかを理解するために官能分析で
使用される．

重み: STATIS で計算される重みが関連する棒グラフとともに表示される．重みが大きいほど，
そのコンフィグがコンセンサスにより大きく寄与する．STATISは全体的観点から最も近いコン
フィグにより大きな重みを与えることから，他よりもかなり低い重みは，そのコンフィグが非

典型的であることを意味する．.

コンセンサス・コンフィギュレーション: コンセンサス・コンフィグが表示される．これは，
初期コンフィギュレーションのスカラー積行列（おそらく変数ごとまたは全体的に尺度化され
る）の重みつき平均である．

均質度: コンフィギュレーションの均質度が表示される．これは，1/m (m はコンフィギュレー
ションの数)から 1の間の値で，コンフィギュレーションの均質度が高いほど高い値をとる．

RV コンフィグ/コンセンサス: コンフィギュレーションとコンセンサスの間のRV 係数が関係す
る棒グラフとともに表示される．STATISの重みのように，これらの係数は，非典型のコンフィ
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ギュレーションを検出することを可能にする．これらの係数の利点は，0 から1の間の値であ
り，したがって重みよりも解釈しやすいことである．

全体誤差: STATIS 基準の全体誤差が表示される．これはすべての残差の合計である（コンフィ
ギュレーションまたはオブジェクトごとに提示できる）．

コンフィギュレーションごとの残差: この表と対応するチャートは，コンフィギュレーション
ごとの残差の分布を可視化できるようにする．したがって，どのコンフィギュレーションの
STATISの効率が悪いか，言い換えると，どのコンフィギュレーションがコンセンサスから最も
突出しているかを識別できるようにする．

オブジェクトごとの残差:この表と対応するチャートは，オブジェクトごとの残差の分布を可視

化できるようにする．したがって，どのオブジェクトのSTATISの効率が悪いか，言い換える
と，どのオブジェクトがコンセンサスから最も突出しているかを識別できるようにする．

相関: 因子と初期変数の間の相関，および相関円が表示され．このチャートは，さまざまな変

数と因子の間のリンクを示す．

オブジェクト座標（コンフィギュレーションごとのプレゼンテーション）: この表の系列は，
各コンフィギュレーションで，オプショナル・スケーリングおよび全体スケーリングの後，因

子に射影したオブジェクトの座標に対応する．コンフィギュレーションごとに提示がなされ
る．

オブジェクト座標（オブジェクトごとのプレゼンテーション）: この表の系列は，各コンフィ
ギュレーションで，オプショナル・スケーリングおよび全体スケーリングの後，因子に射影し
たオブジェクトの座標に対応する．オブジェクトごとに提示がなされる．

射影ポイントの座標: 射影ポイントは，因子空間での各コンフィギュレーションのオブジェク
トの射影に対応する．射影ポイントの表現とオブジェクトのそれを重ねることにより，任意の
オブジェクトのさまざまなコンフィギュレーションによってもたらされる情報の多様性を同時

に可視化し，さまざまなコンフィグレーションに応じて，2つのオブジェクトからの相対距離

を可視化することを可能にする．

事例  

STATISの使用法に関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/excelstatis?language=ja

参考文献  

Lavit, C., Escoufier, Y., Sabatier, R., Traissac, P. (1994). The ACT (STATIS method).
Computational Statistics & Data Analysis, 18 , 1, 97-119.

Llobell, F., Cariou, V., Vigneau, E., Labenne, A., Qannari, E. M. (2018). Analysis and
clustering of multiblock datasets by means of the STATIS and CLUSTATIS methods. Application
to sensometrics. Food Quality and Preference, 79, 103520.

Schlich, P. (1996). Defining and validating assessor compromises about product distances and
attribute Correlations. In: Multivariate Analysis of Data in Sensory Science, 259-306.

https://help.xlstat.com/s/article/excelstatis?language=ja
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CLUSTATIS  
コンフィギュレーション/表の均質なクラスを構築するためにCLUSTATISを使用する．官能分

析の文脈では，この関数は，被験者の製品に対する認知のバイアスについて，被験者のクラス
タ分析を実行することを可能にする．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

データが複数の変数ブロックからなるケースがより多くなってきている．とくに官能分析で
は，多くのタスクが，コンフィギュレーション/表を提供して，各消費者/審査員/被験者といっ
た，このタイプのデータを導くので，この現象に悩まされる(たとえば プロジェクティブ・マ
ッピング/ナッピング，伝統的なプロファイリング，自由選択プロファイリング）．被験者間の
認知はしばしば異なるので，被験者のクラスタリングが不可欠である．CLUSTATIS法は，この
文脈にフィットする．さらに，この戦略は，構築されたどのクラスにも適合しない，つまり官

能分析の枠組みでは非定型の被験者に対応するようなコンフィギュレーションを脇に置くこと
ができる．

CLUSTATISの原理

CLUSTATISは，各コンフィギュレーションのスカラー積の行列に基づくクラスタリング手法で
あり，さまざまな列数を持つコンフィギュレーションを検討できる．この手法の目的は，コン
フィギュレーションのクラスをできるだけ均質に構成することで，コンフィギュレーションの
各グループは，STATISで決定される潜在コンフィギュレーション（コンセンサスと呼ぶ）で表

される．したがって，構成されたクラス間の違いを判断するために，各クラスは最終的に
STATISで分析されるのが当然である．CLUSTATISは，分割アルゴリズムによって "再配置

（consolidated）" され得る階層アルゴリズムからなる （すなわち 分割アルゴリズムはデンド
ログラムをカットして初期化される）．興味深いオプションは，どのクラスにも適合しない表

を脇に置くために，（追加のクラスに対応する）クラス"K+1"の作成することである． 各クラ
スのコンセンサスとあるコンフィギュレーションの間の類似度（RV係数）がすべての弱いとみ
なされるなら，そのコンフィギュレーションはこのクラスに置かれる．

データの構造

2つのケースが存在する:

1. 個の変数の数が， 個のコンフィギュレーションで同一．p m
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2. 変数の数  がコンフィギュレーションごとに異なる．

データ入力のために，XLSTATは， 個の連続するコンフィギュレーションに対応するコンフ
ィギュレーションを選択して，構造のケースを与えるようにユーザーに促す．

スケーリング

コンフィギュレーション内のデータが同じ尺度でない場合，各コンフィギュレーションの変数

をスケール（縮尺）することが推奨される．たとえば，すべてが0から20の間の評点の場合は
当てはまらないが，0から10の間の評点と，0から20の間の評点がある場合は，これが推奨され
る．

結果の解釈

各クラスについて，因子空間でのオブジェクトの表現は，予防措置の意味で，オブジェクト間

の近接を視覚的に解釈することを可能にする．平面でのオブジェクトの投影は，オブジェクト
がグラフの中心から遠いなら信頼できると考えられる．

クラス"K+1" は，どのクラスにも適合しない表を格納しているので，このクラスはグループの
数にとても依存する．

因子の数

結果の解釈にいくつの因子を保持するべきかを決定するために，2つの方法がよく使われる:

- 固有値の降下曲線に注目する．保持すべき因子の数は，曲線の最初の転換点に一致する．

- 因子軸ごとに表現される累積変動パーセンテージを用いて，特定のパーセンテージのみを使

用すると決めることもできる．

グラフィック表現

各クラスでのオブジェクトのグラフィカル表現は，表現空間の軸に関連する変動パーセンテー
ジの合計が十分に高いときのみ信頼できる．このパーセンテージが高い（たとえば，80%）な
ら，表現は信頼できるとみなされる．パーセンテージが低いなら，最初の2つの因子軸でなさ
れる解釈を検証するために，複数の軸の対で表現を生成することが推奨される．

クラスタ分析の品質

階層クラスタリングの品質を判断するために，2つのクラスの併合によって起きるクラス内分

散(CLUSTATIS criterion error)の増大を使用できる．この増大は，2つのコンフィギュレーショ
ンのクラスが同じクラスにグループ分けされるところのデンドログラムの高さに等しい．

各クラスの均質性と全体的な均質性もとても重要な指標(  から の間で， はコンフィギ
ュレーションの数）で，クラスタ分析の品質を判断することができる．再配置とクラス"K+1"の
追加が均質性を増大させることに注意するべきである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ

p

m

1/m 1 m
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る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

コンフィグ: コンフィギュレーション（構成）に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択

されている場合は，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

コンフィグの数: コンフィギュレーション表内で隣接するコンフィギュレーションの数入力す
る．

コンフィグごとの変数の数:

等しい: 変数の数がすべてのコンフィギュレーションで等しいなら，このオプションを選

ぶ．その場合，XLSTATは各コンフィぎゅーレーション内の変数の数を自動で決定する．

ユーザー定義: 各コンフィギュレーションに含まれる変数の数を格納している列を選択す
るには，このオプションを選ぶ． "変数ラベル"オプションが有効なら，最初の行はヘッ
ダに対応しなければならない．

コンフィグ・ラベル: 利用可能なコンフィギュレーション・ラベルを使用するには，このオプ
ションをチェックする．このオプションをチェックしない場合は，ラベルが自動で作成される
(Config.1, Config.2, ...)．列ヘッダが選択されているなら，"変数ラベル"オプションが有効であ
ることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータ（コンフィギュレーション，コンフィギュレーション・ラベ
ル）の最初の行（転置モードでは列）がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オブジェクト・ラベル: 利用可能なオブジェクト・ラベルを使用するには，このオプションを
チェックする．このオプションをチェックしない場合は，ラベルが自動で作成される(Obj.1,
Obj. 2, etc.)．列ヘッダが選択されているなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確

認する．

オプション タブ:

尺度 (変数): 変数を縮尺するには，このオプションを有効にする．

因子をフィルタ: 結果を表示する因子の数を減らすには，以下の2つの選択の1つを有効にでき
る．

M小 %: 選択された因子が表すべき合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定する．

打ち切り: XLSTATに**自動**で打ち切り水準，すなわち保持するクラスの数を定義させたい場

合，または作成する**クラスの数**を定義したい場合，または デンドログラムが打ち切られる
**水準** を定義したい場合は，このオプションを有効にする．

再配置: デンドログラムか得られるクラスの再配置（consolidation）を実行するには，このオプ
ションを有効にする．

クラスK+1: どのクラスのパターンにも適合しないコンフィギュレーションを格納する追加クラ
スを追加するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（両駅変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: そのオブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定す
るには，このオプションを有効にする．
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出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．

RV行列: コンフィギュレーション間のRV係数の行列を表示するには，このオプションを有効に
する．

ノード統計: デンドログラムのノードの統計量を表示するには，このオプションを有効にす
る．

クラスの構成: 各クラスの組成を表示するには，このオプションを有効にする．

固有値: 各クラスの固有値の表とチャート（スクリープロット）を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間での各クラスのコンセンサスの座標を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

コンセンサス・コンフィグ: STATISで作成された各クラスのコンセンサス・コンフィギュレー
ションを表示するには，このオプションを有効にする．

RV コンフィグ/コンセンサス: 各コンフィギュレーション間のRV係数とそのクラスのコンセン
サスを表示するには，このオプションを有効にする．

重み: 各クラスで作成されSTATISで使用される重みを表示するには，このオプションを有効に
する．

均質性: 各クラスの均質性および全体の均質性を表示するには，このオプションを有効にす
る．

全体誤差/クラス内分散: クラス内分散の相当するCLUSTATIS最小化基準の誤差を表示するに
は，このオプションを有効にする．

コンセンサス間のRV: 各コンセンサス・コンフィグ間のRV係数を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

チャート タブ:

水準棒グラフ: クラス内分散での連続クラスタリングの影響度を示す水準のダイアグラムを表

示するには，このオプションを有効にする．

デンドログラム: デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

水平: 水平デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

垂直: 垂直デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

打ち切り 打ち切られたデンドログラム（打ち切りの水準でデンドログラムが開始）を表

示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: デンドログラムのコンフィグ・ラベル（完全なデンドログラム）またはクラス
（打ち切りデンドログラム）を表示するには，このオプションを有効にする．
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色: 完全なデンドログラムでさまざまなグループを色で表現するには，このオプションを
有効にする．

M初の2軸でチャートを表示: 最初の2軸のみでさまざまなグラフィカル表現を表示したい場合

は，このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の スクリープロット を表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス座標: 因子空間で各クラスのコンセンサス座標のプロットを表示するには，この
オプションを有効にする．

RV コンフィグ/コンセンサス: 各コンフィギュレーション間のRV係数とそのクラスのコンセン
サスの棒グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

重み: STATISで作成され使用される重みの棒グラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，選択されたすべの変数の簡単な記述統計を示す．これは，オブザ
ベーション（オブジェクト）の数，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）

を含む．

RV 行列: すべてのコンフィグレーションの間のRV係数の行列が表示される．RV係数は，2つ
のコンフィグレーションの間の0から1の間に含まれる類似度の指標である．1に近いほど類似

度がより強い．

ノード統計: この表は，デンドログラム内の連続するノードのデータを示す．最初のノードに
は，コンフィグレーションの数を1つずつ増やした指標がある．したがって，あるコンフィギ
ュレーションがデンドログラム内で，他のコンフィグレーションのグループとクラスタされた
とき，いつでも簡単に見ることができある．

水準棒グラフ: この表は，2つのクラスを併合するときのデンドログラム・ノードのCLUSTATIS
最小化基準の増大 (クラス内分散の増大に相当)に対応する統計量を表示する．

デンドログラム: 完全デンドログラムは，コンフィギュレーションのプログレッシブ・クラス
タリングを表示する．打ち切りがリクエストされた場合，打ち切りが実行された水準を破線で
マークする．打ち切りデンドログラムは，打ち切り後のクラスを示す．

クラスの構成:

コンフィグごとの結果: この表は，初期のコンフィグレーション順で各コンフィギュレーショ
ンの割り当てクラスを示す．再配置がリクエストされた場合，再配置の前と後の結果が提供さ
れる．"クラスK+1"をチェックした場合，いくつかの表が再配置後に欠損値を持つ可能性があ
る．これは，それらがどの主要クラスにも置かれないことを意味する（それらは，クラ
ス"K+1"に置かれる），

クラスごとの結果: 結果がクラスごとに提供される．したがって，各クラスでコンフィギュレ
ーションの一覧が表示される．

クラスあたりコンフィグ数: 各クラス内のコンフィギュレーションの数が示される．
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計算されたRhoパラメータ: クラス"K+1"を追加することを選んだ場合のみ結果が表示される．
rhoパラメータは， あるコンフィグレーションがあるクラスに属するために持たなければなら
ない，クラスのコンセンサスとの最小の類似度を表す．この条件がどのクラスにも当てはまら
ないなら，そのコンフィグレーションはクラス"K+1"に置かれる．このパラメータは，各コンフ
ィギュレーションの，そのクラス，および隣のクラスへの近接度によって計算される．

クラス kの分析:

この節では，STATIS法による各クラスの分析が表示される．

固有値: 固有値と対応するチャート (スクリープロット ) が表示される．

コンセンサス座標 : Consensus coordinates in the factors space are displayed, with the
corresponding charts (depending on the number of factors chosen).

コンセンサス・コンフィグ: コンセンサス・コンフィグレーションが表示される．これは初期

コンフィグレーションのスカラー積行列の重み付き平均に一致する（全体的に縮尺されかつ変

数ごとに縮尺される可能性）．

RVコンフィグ/コンセンサス: コンフィギュレーションとコンセンサスのRV係数が，関連する
棒グラフとともに表示される．STATISの重みのように，これらの係数は非典型のコンフィギュ
レーションを検出することができる．これらの係数の利点は，それらが0から1の間であり，重

みよりも解釈がしやすいことである．

重み: STATISで計算された重みが，関連する棒グラフとともに表示される．重みが大きいほ
ど，そのコンフィギュレーションがコンセンサスに寄与する．STATISは全体的観点から最も近

いコンフィギュレーションにより重みを与えることから，他よりもかなり重みが低いことは，
そのコンフィギュレーションが非典型であることを意味する．

指標:

均質性: 各クラスの均質性が表示される．これは  ( はそのクラスのコンフィギュレーシ
ョンの数) と 1の間の値であり，コンフィギュレーションの均質性とともに増大する．2番目の
ステップでは，各クラスの均質性の重み付き平均である全体均質性が表示される．

全体誤差/クラス内分散: CLUSTATIS基準の誤差が表示される．これはクラス内分散に一致す
る．

コンセンサス間RV : コンセンサスと各クラスの間のRV係数の行列が表示される．この行列

は，クラスがそれぞれ他のクラスに対してどれだけ近いかを示す．

事例  

CLUSTATISの使用法に関する中―とリアルがAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのCLUSTATISによる表のクラスタリング?language=ja

参考文献  

Llobell, F., Cariou, V., Vigneau, E., Labenne, A., Qannari, E. M. (2020). Analysis and
clustering of multiblock datasets by means of the STATIS and CLUSTATIS methods. Application
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to sensometrics. Food Quality and Preference, 79, 103520.

Llobell, F., Vigneau, E., & Qannari, E. M. (2019). Clustering datasets by means of CLUSTATIS
with identification of atypical datasets. Application to sensometrics. Food quality and preference,
75, 97-104.
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CATATIS  
Check-All-That-Apply (CATA)データを分析するためにCTATTISを使用する． この手法は，下記

のことが可能である．

製品と属性の間のリンクを調査して可視化すること．

審査員間の同意を調査すること．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

CATATIS法は，CATAデータを処理するための通常の手法の改良である． これは，このタイプ
のデータのためのSTATIS法に相当するとみなされる． CATATISのもっとも興味深いところ
は，非定型な（標準的でない）審査員が，残りのパネルと同意する審査員よりも低い重みを持

つという事実にある． したがって，この分析は一般的な視点を反映しており， 非定型な審査

員を反映しない．

CATATISの使用

CATATISには複数のアプリケーションがあり，下記が含まれる:

製品と属性を主平面で調査して可視化する;

審査員間のリンクを調査して，とくに最も非定型な審査員を発見する．

PCATATISの原理

CATATISの目的は，さまざまな審査員を最も反映するコンセンサス・コンフィギュレーション
（合意設定）を形成することである．そして，このコンセンサスは，コレスポンデンス分析に
よってさまざまな軸上に射影できる．最初の2または3軸に関連づけられた情報が，コンセンサ
スの合計分散の十分なパーセンテージを表現するなら，製品と属性は2- 3次元で表現でき，し
たがって，より簡単に解釈できる．
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データの構造

2種類の形式がある:

1. すべてのデータが水平に融合される (水平形式)．

2. すべてのデータが垂直に融合される (垂直形式)．

データ入力のため，XLSTATはデータのすべてを選択して，形式を選択するようにユーザーに
要求する． 垂直形式の場合，製品と審査員のラベルが必須である．

結果の解釈

個の因子空間での製品と属性の表現が，予防的措置の意味で，製品と属性の間の近接を視覚

的に解釈することを可能にする．

グラフの中心からプロットが遠いなら，平面での製品と属性の射影が信頼できるとみなせる．

因子の数

結果の解釈にいくつの因子を保持しなければならいかを決定するのに，2つの手法がよく使用

される:

固有値の降下曲線を見る． 保持するべき因子の数は，曲線上の最初の転換点に対応す
る．

因子軸で表現される累積変動のパーセンテージを使用して，特定のパーセンテージのみ
を用いると決定することもできる．

グラフィック表現

表現空間の軸に関係すけられた変動パーセンテージの合計が十分に高い場合にのみ，これらの
表現は信頼できる．このパーセンテージが高いと（たとえば，80%），表現が信頼できるとみ
なされる．パーセンテージが低いと，最初の2因子軸でなされる解釈を検証するために，複数

の軸の対で表現を生成することが推奨される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

k
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

CATAデータ (0/1): さまざまな審査員に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択された場

合，"属性ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．

形式: データの構造に応じて水平または垂直をクリックする．

形式が**水平**の場合:

審査員の数: CATAデータ内の審査員の数を入力する．

製品ラベル: 利用可能な製品ラベルを使用したい場合は，このオプションをチェックする．こ
のオプションをチェックしない場合，ラベルが自動で作成される．列ヘッダが選択された場

合，"属性ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．

審査員ラベル: 利用可能な審査員ラベルを使用したい場合は，このオプションをチェックす
る．このオプションをチェックしない場合，ラベルが自動で作成される．列ヘッダが選択され
た場合，"属性ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．

形式が**垂直**の場合:

製品: CATAデータの行に対応する製品を選択する．列ヘッダが選択された場合，"属性ラベ
ル"オプションが有効になっていることを確認すること．

審査員: CATAデータの行に対応する審査員を選択する．列ヘッダが選択された場合，"属性ラベ
ル"オプションが有効になっていることを確認すること．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

属性ラベル: 選択されたデータ (CATAデータ (0/1)，製品ラベル，審査員ラベル)の最初の行（ま
たは転移モードなら列）がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果が表示される因子の数を削減するために，次の2つのオプションの1つを
有効にすることができる．

M小 %: 選ばれた因子が表現すべき合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を0に置き換える: 欠損値を 0に相当するとみなす場合は，このオプションを有効する．

出力 タブ:

記述統計: 各審査員ごとにチェックの数を表示するには，このオプションを有効にする．

CA 固有値: コンセンサスでのCAの固有値の表とチャート（スクリープロット）を表示するに
は，このオプションを有効にする．

CA 座標: 因子空間でのコンセンサスの座標を表示するには，このオプションを有効にする．

類似度行列 (S): 類似度行列（落合指標）を表示するには，このオプションを有効にする．

尺度係数: 尺度係数を表示するには，このオプションを有効にする．

重み: CATATISで作成され使用される重みを表示するには，このオプションを有効にする．

コンセンサス・コンフィグ: CATATISで作成されるコンセンサス・コンフィグレーションを表

示するには，このオプションを有効にする．

均質度: 審査員の均質性を表示するには，このオプションを有効にする．

類似度 審査員/コンセンサス: 各審査員とコンセンサスの間の類似度係数を表示するには，この
オプションを有効にする．

全体誤差: CATATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にする．
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審査員あたり残差: 各審査員でのCATATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効

にする．

製品あたり残差: 各製品でのCATATIS基準の誤差を表示するには，このオプションを有効にす
る．

チャート タブ:

CA 固有値: CA固有値の スクリープロット を表示するには，このオプションを有効にする．

CA バイプロット: 因子空間でのコンセンサス座標を表示するには，このオプションを有効にす
る．

2軸上にグラフを表示: XLSTATが軸を選択するように促すのではなく，最初の2軸上にバイプロ
ットを自動的に表示するようにうするには，このオプションを有効にする．

尺度係数: 尺度係数の棒グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

重み: CATATISで作成され使用される重みの棒グラフを表示するには，このオプションを有効

にする．

類似度 審査員/コンセンサス: 各審査員とコンセンサスの間の類似度の棒グラフを表示するに
は，このオプションを有効にする．

審査員あたり残差: 各審査審でのCATATIS 基準の誤差の棒グラフを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

製品あたり残差: 各製品でのCATATIS基準の誤差の棒グラフを表示するには，このオプション
を有効にする．

結果  

要約表: 審査員，製品，属性の数が表示される．

記述統計: 審査員ごとのチェックの数が表示される．

CAの固有値: CAの固有値と対応するチャート(スクリープロット ) が表示される．

製品座標: 因子空間でのコンセンサスの製品の座標が（選ばれた因子の数に応じて）対応する
チャートとともに表示される．

属性座標: 因子空間でのコンセンサスの属性の座標が（選ばれた因子の数に応じて）対応する
チャートとともに表示される．

類似度行列 (S): すべての審査員の間の類似度指標の行列が表示される． 類似度指標は，0と1
の間に含まれる．1に近いほど，強い類似度となる．この行列は，審査員の重みを計算するた
めに，CATATISで使用される．

尺度係数: 尺度係数が関係する棒グラフとともに表示される．審査員の尺度係数が大きいほ
ど，この審査員のチェックの数が小さい．
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重み: The weights calculated by CATATISで計算された重みが，関係する棒グラフとともに表示

される． 重みが大きいほど，その審査員がコンセンサスにより寄与している．CATATISは全体

的観点から最も近い審査員により重みを与えるので，他よりもとても低い重みは，その審査員

が非定型である（標準的でない）ことを意味する．

コンセンサス・コンフィグ: コンセンサス・コンフィギュレーションが表示される．これは，
初期データの重み付き平均に一致する．

均質度: 審査員の均質性が表示される． この値は，  (  は審査員の数)から の間で，審査

員の均質度とともに度増加する．

類似度 審査員/コンセンサス: 審査員とコンセンサスの間の類似度指標が関係する棒グラフとと
もに表示される．CATATISの重みと同様，これらの係数は，非定型の審査員を検出することを
可能にする．これらの係数の平均は，それらが0から1の間なので，重みよりも解釈しやすい．

全体誤差: CATATIS基準の全体誤差が表示される．これは（審査員または製品ごとに提供され
る）すべての残差の合計に一致する．

審査員あたり残差: この表と対応する棒グラフは，審査員ごとの残差の分布を可視化すること
ができる．したがって，どの審査員でCATATISの有効性が低いか，言い換えると，どの審査員

がコンセンサスから際立っているかを識別することができる．

製品あたり残差: この表と対応する棒グラフは，製品ごとの残差の分布を可視化することがで
きる．したがって，どの製品でCATATISの有効性が低いか，言い換えると，どの製品がコンセ
ンサスから際立っているかを識別することができる．

事例  

CATATISの使用法に関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excel内でのCATATISによるCATAデータの分析?language=ja

References  

Llobell, F., Cariou, V., Vigneau, E., Labenne, A., Qannari, E. M. (2019). A new approach for
the analysis of data and the clustering of subjects in a CATA experiment. Food Quality and
Preference, 72, 31-39.

Llobell, F., Giacalone, D., Labenne, A., & Qannari, E. M. (2019). Assessment of the
agreement and cluster analysis of the respondents in a CATA experiment. Food Quality and
Preference, 77, 184-190.
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CLUSCATA  
製品の認知に基づいて審査員の均質なクラスを構築するために，CLUSCATAを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

CATAタスクは今日広く使用されている．しかしながら，製品の認知は審査員の間でしばしば異

なっている．したがって，審査員のクラスタ分析が不可欠だろう．CLUSCATA法は，この文脈

にフィットしている．さらに，この戦略は，どのクラスのパターンにも当てはまらない審査員

を脇に置くことも可能である．CLUSCATAは，CLUSTATISのCATAデータ用の改作とみなすこ
ともできる．

CLUSCATAの原理

CLUSCATAの目的は，できるだけ均質な審査員のクラスを構成することで，審査員の各クラス
は，CATATISで定義された潜在表（コンセンサスと呼ぶ）で表現される． したがって，構成さ
れた各クラスの間の違いを判断するために，各クラスは，最終的にCATATISで分析されるのが
自然である．CLUSCATAは，分割アルゴリズムによって "再配置（consolidated）"できる階層

アルゴリズムからなる (すなわち 分割アルゴリズムはデンドログラムのカットによって初期化

される). 興味深いオプションは，どのクラスにも一致しない審査員を脇に置くために，"K+1"
クラス（追加のクラスに対応）の作成である．各クラスのコンセンサスとある審査員の間の類

似度（落合係数）がすべて弱いとみなされるなら，その審査員は，このクラスに置かれる．

データの構造

2種類の形式がある:

1. すべてのデータが水平に融合される（水平形式）．

2. すべてのデータが垂直に融合される（垂直形式）．

データ入力のため，XLSTATはすべてのデータを選択して，形式のタイプを選択するように促

す．垂直形式の場合，製品ラベルと審査員ラベルが必須である．

結果の解釈

個の因子の空間での製品と属性の表現は，予防措置の意味で，製品と属性の間の近接度を視

覚的に解釈することを可能にする．
k
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平面での製品または属性の射影は，グラフの中心から遠いほど信頼できるとみなすことができ
る．

因子の数

結果の解釈のためにいくつの因子を保持しなければならないのかを決定するために，2つの方

法が使用される:

- 固有値の降下曲線に注意する．保持するべき因子の数は，曲線上の最初のターニング・ポイ
ントに一致する．

- 因子軸で表される累積変動パーセンテージを使用して，特定のパーセンテージのみを使用す
ると決めることもできる．

グラフィック表現

The graphical representations of the objects in each class are only reliable if the sum of the
variability percentages associated with the axes of the representation space are sufficiently
high. If this percentage is high (for example 80%), the representation can be considered as
reliable. If the percentage is low, it is recommended to produce representations on several axis
pairs in order to validate the interpretation made on the two first factor axes.

クラスタ分析の品質

階層クラスタリングの品質を判断するために，2つのクラスの併合によるクラス内分散

(CLUSCATA 基準誤差)の増加を使用できる．この増加は，審査員の2つのクラスがデンドログ
ラムで同じクラスにグループ分けされる所の高さに等しい．

各クラスの均質度と全体の均質度もとても重要な指標(  と の間， は審査員の数) で，ク
ラスタ分析の品質を判定できる．再配置とクラス"K+1"の追加は，均質度を増大させる可能性が
ある．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

1/m 1 m
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

CATAデータ (0/1): さまざまな審査員に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択された場

合，"属性ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

形式: データの構造に応じて水平または垂直をクリックする．

形式が**水平**の場合:

審査員の数: CATAデータ内の審査員の数を入力する．

製品ラベル: 利用可能な製品ラベルを使用したい場合は，このオプションをチェックする．こ
のオプションをチェックしない場合は，ラベルが自動で作成される．列ヘッダが選択された場

合，"属性ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

審査員ラベル: 利用可能な審査員ラベルを使用したい場合は，このオプションをチェックす
る．このオプションをチェックしない場合は，ラベルが自動で作成される．列ヘッダが選択さ
れた場合，"属性ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

形式が**垂直**の場合:

製品: CATAデータの行に対応する製品を選択する．列ヘッダが選択された場合，"属性ラベ
ル"オプションが有効になっていることを確認する．

審査員: CATAデータの行に対応する審査員を選択する．列ヘッダが選択された場合，"属性ラベ
ル"オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

属性ラベル: 選択されたデータ（CATAデータ (0/1)，製品ラベル，審査員ラベル）の最初の行

（または転置モードでは列）がヘッダを格納するなら，このオプションを有効にする．
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オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果に表示される因子の数を削減するために，以下の2つのオプションの1つ
を有効にできる．

M小 %: 選ばれた因子が表現するべき合計変動の最小パーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定．

打ち切り: 打ち切り水準，したがって保持するクラスの数をXLSTATが**自動**定義したい場

合，または作成する**クラスの数**，またはデンドログラムが打ち切られる**水準**を定義した
い場合は，このオプションを有効にする．

再配置（Consolidation）: デンドログラムから得られるクラスの再配置（consolidation）を実

行するには，このオプションを有効にする．

クラスK+1: どのクラスのパターンにもフィットしない審査員を格納する追加クラスを追加する
には，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を0に置き換え: 欠損値を0に置き換えるには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 各審査員ごとのチェックの数を表示するには，このオプションを有効にする．

類似度行列(S): 類似度行列（落合指標）表示するには，このオプションを有効にする．

ノード統計: デンドログラムのノードの統計量を表示するには，このオプションを有効にす
る．

クラスの構成: 各クラスの構成を表示するには，このオプションを有効にする．

CA固有値: 各クラスのコンセンサスでのCAの固有値の表とチャート（スクリープロット）を表

示するには，このオプションを有効にする．

CA座標: 因子空間での各クラスのコンセンサスの座標を表示するには，このオプションを有効

にする．

コンセンサス・コンフィグ: CATATISによって作成された各クラスのコンセンサス・コンフィ
ギュレーションを表示するには，このオプションを有効にする．

類似度 審査員/コンセンサス: 各審査員とそのクラスのコンセンサスの間の類似度係数を表示す
るには，このオプションを有効にする．

重み: 各クラスでCATATISによって作成され使用される審査員の重みを表示するには，このオ
プションを有効にする．
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均質性: 各クラスの均一性および全体の均一性を表示するには，このオプションを有効にす
る．

全体誤差/クラス内分散: クラス内分散に相当するCLUSCATA最小化基準の誤差を表示するに
は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

水準棒グラフ: クラス内分散での連続するクラスタリングの影響度を示す水準のダイアグラム
を表示するには，このオプションを有効にする．

デンドログラム: デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

水平: 水平デンドログラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

垂直: 垂直デンドログラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

打ち切り: 打ち切られたデンドログラム（打ち切りの水準で開始するデンドログラム）を
表示するには，このオプションを有効にする．

水準: デンドログラムに審査員のラベル（完全なデンドログラム）またはクラス（打ち切

りデンドログラム）を表示するには，このオプションを有効にする．

色: 完全なデンドログラムでさまざまなグループを表現するために色を使用するには，こ
のオプションを有効にする．

2軸上にチャートを表示: 最初の2軸のみにさまざまなグラフィカル表現を表示したい場合は，
このオプションを有効にする．

CA固有値: 各クラスでのCA固有値の スクリープロット を表示するにはこのオプションを有効

にする．

CAバイプロット: 因子空間内に各クラスのコンセンサス座標のプロットを表示するには，この
オプションを有効にする．

類似度 審査員/コンセンサス: 各審査審とそのクラスのコンセンサスの間の類似度指標のチャー
トを表示するには，このオプションを有効にする．

重み: Activate this option to display the bar chart of the weights created and used by CATATISで
作成され使用される重みの棒グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: 審査員がチェックした数が表示される．

類似度行列(S): すべての審査員の間の類似指標の行列が表示される．類似度指標は，0と1の間

に含まれる．1に近いほど，類似度が強い．この指標は落合係数である．

ノードの統計: この表は，デンドログラム内の連続するノードのデータを表示する．最初のノ
ードは，1ずつ増える審査員の数である指標を持つ．したがって，審査員またはグループが，
デンドログラム内の審査員のもう一つのグループとともにクラスタされた場合，いつでも簡単

にわかる．
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水準棒グラフ: この表は，2つのクラスが併合されるときのCLUSCATA最小化基準での増加（ク
ラス内分散の増大に相当）に対応するデンドログラムのノードの統計量を表示する．

デンドログラム: 完全なデンドログラムは，審査員のプログレッシブ・クラスタリングを表示

する．打ち切りがリクエストされた場合，打ち切りが実行された水準を破線でマークする．打

ち切りデンドログラムは，打ち切り後のクラスを示す．

クラスの構成s:

審査員ごとの結果: この表は，初期の審査員の順序で，各審査員の割り当てクラスを示す．再

配置（consolidation）がリクエストされた場合，再配置の前と後の結果が与えられる． "クラス
K+1"をチェックした場合，一部の審査員は再配置後に欠損値を持つ可能性がある．これは，彼

らが主要なクラスのどれにも置かれないことを意味する（彼らは，クラス"K+1"に置かれる）．

クラスごとの結果: クラスごとに結果が与えられる．したがって，審査員のリストが各クラス
で表示される．

クラスあたり審査員数: 各クラス内の審査員の数が示される．

計算されたRhoパラメータ: クラス"K+1"を追加することを選んだ場合のみ，結果が表示され
る．rhoパラメータは，ある審査員があるクラスに属するために持たなければならない，そのク
ラスのコンセンサスとの最小類似度を表す．この条件がどのクラスとも合わない場合，その審

査員は，クラス"K+1"に置かれる．このパラメータは，各審査員のそのクラスへの近接度および
近傍クラスへの近接度によって計算される．

クラスkの分析:

この節では，CATATIS法によるクラスのそれぞれの分析が表示される．

CAの固有値: CAの固有値と対応するチャート(スクリープロット )が表示される．

製品の座標: 因子空間でのコンセンサスの製品の座標が，対応するチャートが（選ばれた因子

の数に応じて)表示される．

属性の座標: 因子空間でのコンセンサスの属性の座標が，対応するチャートが（選ばれた因子

の数に応じて)表示される．

コンセンサス・コンフィグ: コンセンサス・コンフィギュレーションが表示される．これは，
審査員データの重み付き平均と一致する．

類似度 審査員/コンセンサス: 審査員とコンセンサスの間の類似度指標が，関連する棒グラフと
ともに表示される．CATATISの重みのように，これらの係数は，非定型な審査員を検出するこ
とができる．これらの係数の利点は，それらが0と1の間で，重みよりも解釈しやすいことであ
る．

重み: CATATISによって計算された重みが，関連する棒グラフとともに表示される．重みが大

きいほど，その審査員はコンセンサスにより寄与する．CATATISが全体的な観点から最も近い
審査員により重みを与えることから，他よりも低い重みは，その審査員が非定型であることを
意味するを．

指標:
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均質性: 各クラスの均一性が表示される．これは，  (  はそのクラスの審査員の数)と1の
間の値で，審査員の均質性とともに増大する．2番目のステップで，各クラスの均質性の重み
付き平均である全体均質性が表示される．

全体誤差/クラス内分散: CLUSCATA基準の誤差が表示される．これはクラス内分散に一致す
る．

事例  

CLUSCATAの使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでCLUSCATAの方法によるCATAタスクの被験者のクラス
タ分析?language=ja

参考文献  

Llobell, F., Cariou, V., Vigneau, E., Labenne, A., Qannari, E. M. (2019). A new approach for
the analysis of data and the clustering of subjects in a CATA experiment. Food Quality and
Preference, 72, 31-39.

Llobell, F., Giacalone, D., Labenne, A., & Qannari, E. M. (2019). Assessment of the
agreement and cluster analysis of the respondents in a CATA experiment. Food Quality and
Preference, 77, 184-190.

1/m m

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7CLUSCATA%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8BCATA%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E8%A2%AB%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
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意味差(SD)チャート  
一連の審査員によってオブジェクトに与えられた一連の次元でのレーティングをチャートで簡

単に可視化するには，この手法を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

心理学者 Charles E. Osgood は，任意の言葉の個人間の含意の差をプロットするために，意味

差（Semantic differential）可視化手法を開発した．この手法を適用するとき，Osgoodは，1つ
の極からもう 1つに範囲するスケール上で言葉（たとえば，好ましい/好ましくない）を説明す
ることを調査参加者に求めた．1人の個人と他の人，または1つのグループと他のグループで，
そのパターンが有意に異なるとき，Osgood は，意味差（Semantic Differential） を心理的なマ
ッピングまたは，個人やグループの間の行動の距離として解釈したようだ．

この手法は，多様なアプリケーションに使用することもできる：

ある製品（たとえば，ヨーグルト）について，同様なスケール（1つの極からもう1つ，
または各基準について同様なリッカート尺度）上の基準の系列（たとえば，酸味，塩

味，甘味，やわらかさ）によって記述された専門家の認識の分析．SDチャートは，専門

家の同意や，優位に異なるパターンが得られていないかを素早く見ることを可能にす
る．

顧客満足度調査の後の調査分析．

採用面接の際の応募者のプロファイル分析．

このツールは，官能データ分析で使用することもできる．ここに2つの事例がある：

専門家のパネルが，風味，質感，香りの3つの基準（"属性"）で，チョコレート・バー（オブジ
ェクト）を（1 から 5で）評価する．この場合，入力表は， i 番目の審査員がその製品に与えた
j 番目の基準での評価をセル (i,j) に格納する．このSDチャートは，審査員をすばやく比較する
ことができる．

専門家のパネルが，風味，質感，香りの3つの基準（"属性"）で，一連のチョコレート・バー
（オブジェクト）を（1 から 5で）評価する．この場合，入力表は，その審査員がi 番目の製品

に与えたj 番目の基準での評価をセル (i,j) に格納する．このSDチャートは，オブジェクトをす
ばやく比較することができる．
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

データ: Excelワークシートでデータを選択する．列ヘッダが選択された場合， "ディスクリプ
タ・ラベル" オプションが有効になっていることを確認する． 行が対応:

オブジェクト: グラフの横座標に値，縦座標にディスクリプタ，線がオブジェクトに対応

するグラフを作成するには，このオプションを選ぶ．

ディスクリプタ: グラフの横軸にオブジェクト，縦軸にディスクリプタ，線がディスクリ
プタに対応するグラフを作成するには，この表を作成する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

ディスクリプタ・ラベル: 選択されたデータ（データ，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”ディスクリプタ・ラベル” オプションが有効に
なっている場合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，オブ
ザベーション・ラベルは，XLSTAT によって自動が生成される（Obs1, Obs2 …）．

チャート タブ:
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色: さまざまなオブジェクト/ディスクリプタに対応する線を表示するときに，異なる色を使用

するには，このオプションを有効にする．

グリッド: グラフ上にグリッドを表示す

値: グラフ上に値を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

表示される結果は，SDチャートである．Excel のグラフと同様，望みどおりの修正ができる．

事例  

Addinsoft のウェブサイトでの SDチャートの事例：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのSDチャート-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Judd C.M., Smith E.R. and Kidder L.H (1991). Research Methods in Social Relations. Holt,
Rinehart & Winston, New York.

Osgood C.E., Suci G.J. and Tannenbaum P.H. (1957). The Measurement of Meaning.
University of Illinois Press, Urbana.

Oskamp S. (1977). Attitudes and Opinions. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Snider J. G. and Osgood C.E. (1969). Semantic Differential Technique. A Sourcebook. Aldine
Press, Chicago.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AESD%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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TURF分析  
より良いマーケットシェアを達成する製品のグループをハイライトするために， TURF (Total
Unduplicated Reach and Frequency) 分析を実行するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

TURF (Total Unduplicated Reach and Frequency) 法は，最高のマーケットシェアを得るため
に，すべての製品の範囲から製品ラインをハイライトするためにマーケティングで用いられ
る．あるブランドのすべての製品から，最大を達成する製品ラインであるべき部分集合を得る
ことができる．

たとえば， 30 種類のフレーバーを生産しているアイスクリーム製造業者が，できるだけ多く
の消費者に到達するであろう6個のフレーバーのラインを提案したいとしよう．したがって，
彼は， 1 から10のスケールで各フレーバーを評価する500人の消費者パネルにアンケート調査

を行う．製造業者は，消費者が 8より高いスコアを与えるなら，彼は満足してそのフレーバー
を選ぶ傾向があると確信する． TURF 分析は，最も大きなリーチとフレクエンシーを持つ 6 個
のフレーバーの組み合わせを探す．

この手法は，単純な統計手法である．アンケート調査（固定スケールでのスコア）に基づいて
いる．分析は製品のあらゆる可能な組み合わせで実行され，各組み合わせで，(1)組合せ中の少

なくとも1つの製品が所望される，それらのパーセンテージ（すなわちリーチ）と， (2) 組み合

わせ中で製品が所望される合計回数（すなわちフレクエンシー）を記録する．

XLSTAT は，製品の最良の組み合わせを見つけるさまざまなテクニックを提供する：列挙法

（enumeration method ）は，すべての組み合わせをテストするが時間がかかる； 欲張り法

（greedy ）アルゴリズムは，とても速いが局所最適に捕まる場合があり，高速サーチ（fast
search）アルゴリズムは列挙法に近いが最適解を保証しない．

手法

使用されるデータは，アンケート調査のデータである：消費者ごとに1行，製品ごとに1列． そ
れらはスコア（Likert スケール）の形式でなければならない．XLSTAT は，さまざまなスケー
ルを定義できるようにする．ただし，すべての記録が同じスケールでなければならない． ユー
ザーは，目標が達せられるとみなされる区間を選ぶ（たとえば，10の中で8より高いスコ
ア）．
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XLSTATでは，適切な製品ラインを見つけるための3種類のアルゴリズムを使用できる：

- 列挙法（enumeration method）: 個の製品での 個の製品( )のすべての組み合わせを
テストする．最も高いリーチとフレクエンシーを持つ組み合わせをを保持する．

リーチは次式で定義される：

リーチ = 与えられた組み合わせの中で少なくとも1 つの製品を欲する消費者の数

この手法は正確であるが， p と k が大きくなると，とても時間がかかる（たとえば， p = 40
および k = 12では， 5,586,853,480 とおりの組み合わせになる)．

- 欲張りアルゴリズム（greedy algorithm）: このアルゴリズムは，リーチを最大化することに
より，とても素早く良い結果を見つけられる簡単なヒューリスティクスである．

これは以下のように動作する：

- より頻繁にターゲットに達している（最高のフレクエンシーの）製品を見つける

- 組み合わせ中のその製品を選択する

- この製品がターゲットに達しなかったオブザベーションを除去

- 除去するオブザベーションがなくなるか，どのオブザベーションも取り消すことができなく
なるまで繰り返す．

このアルゴリズムは，局所最適に陥るリスクを最小化するために，異なる初期条件で多数回繰

り返される．これの利点は，素早さにあるが，全体の最大を獲得することは保証しない．

- 高速サーチ: このアルゴリズムは，列挙法と同じ原理に基づいているが，数ステップ後に改善

がない場合， いくつかの "不要な" 組み合わせ避けるために，組み合わせでのジャンプが行わ
れる．このアルゴリズムは居所最適を見つけることは保証しないが，欲張り法よりも多くの選

択肢を探索し，列挙法よりもコスト安である．

TURFでの制約

XLSTATは，TURF分析の枠組みで製品の制約を追加できる．2種類の制約がある：

製品での制約: この場合，製品ラインに含める製品を制約できる．

グループによる制約: この場合，各製品にグループを関係づける補助変数を選択できる．
アルゴリズムを実行するとき，各グループの最低1つの製品がラインに含められる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

p k k < p
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: すべての製品で共通なスケールでの形式でデータを選択する．ヘッダが選択された場

合は， "標本をラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

部分集合サイズ: 部分集合のサイズを選択する（製品ラインに統合されるべき製品の数）．

他のグループ: 部分集合を得ることもできる他のグループを選択したい場合は，このオプショ
ンを選択する．2つの製品のカテゴリが，ラインに提示されなければならない場合もある．各

カテゴリごとに一定の製品の数が望まれる．（前の事例の場合では，3つのアイスクリームと3
つのシャーベットが望まれるかもしれない．）

スケール: 製品を評価するのに使用するスケール（尺度）を選らんでください． "その他"を選

ぶと，スケールの最小と最大を入力しなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択(データ，他のグループ)の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオ
プションを選択する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効にされた場合，

選択中にヘッダを含める必要がある．
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オブザベーション重み: オブザベーションの重みがある場合は，このオプションを有効にす
る．そして，対応するデータを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場合，

選択内にヘッダが含める必要がある．

製品での制約: 製品のすべてのラインにいくつかの製品を含めたい場合は，このオプションを
有効にする．このオプションが有効になっている場合，OKを押すと，新しいダイアログが現れ
て，どの製品をラインに含めるかを選ぶことができる．

グループによる制約: 各グループの最低1つの製品が生成された製品のラインに含まれるように
したい場合は，このオプションを有効にする．各製品に関連するグループが与えられている列

を選択する．この列は，製品の数だけの要素を持つ． "変数ラベル" オプションが有効になって
いる場合，選択内にヘッダを含める必要がある．

オプション タブ:

表示する組み合わせの数: 保持したい組み合わせの数を入力する．最良の製品ラインを選択す
るために，良いリーチとフレクエンシーを得る複数の組み合わせに注目することが興味深いこ
とがある．

目標スコア: 目標に到達しているとみなされるスコアの下限と上限を入力する．

手法: TURF分析で使用したい手法を選択する．列挙法では，アルゴリズムが自動で停止する最

大回数を入力できる．組み合わせの数に到達すると，XLSTATは自動で正確な列挙法を選ぶ．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

結果  

製品ごとの度数: この表は，各製品について目標に到達した度数を表示する．

TURF分析で得られた製品ライン: この表は，選択された各組み合わせについて：リーチ，フレ
クエンシー（度数），各製品の名前を表示する．

TURF分析で得られた製品ライン(%): この表は，選択された各組み合わせについて：目標に到

達したオブザベーションのパーセンテージ，パーセンテージでのフレクエンシー，および各組

み合わせでの各製品のパーセンテージでのフレクエンシーを表示する．

2元表 (TURF): この表は，すべての製品（行）とすべての製品ライン（列）をクロスする ．1
番目と2番目の行は，各ラインでのリーチとパーセントでのリーチである．最後の列は，各製

品が生成された製品ラインに含まれた度数（パーセント）を表示する．ある製品があるライン
に含まれるとき，表の中の値は，リーチで割った全体度数 (100倍した)である．

事例  
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TURF分析に関する事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのTURF分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Miaoulis G., Free V. and Parsons H. (1990). TURF: A new planning approach for product line
extensions. Marketing Research, II (March), 28-40.

Krieger A. M. and Green P. E. (2000). TURF revisited: enhancements to total unduplicated
reach and frequency analysis. Marketing Research, 12 (Winter), 30-36.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AETURF%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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センサリー・ホイール  
製品を記述するために使用するワードを表示するチャートを作成するには，センサリー・ホイ
ール・ツールを使用する．このツールは，同じチャートに階層を作成して表示したり，すでに
それがあれば使用することを可能にする．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

センサリー・ホイール・ツールは，製品を記述するのに使用するワードのシンセティック・ダ
イアグラム（ドーナッツ・チャート），ワードのリストまたは分類を表示することを可能にす
る．この種の情報は，ツリー・ダイアグラムでも表現でき，ツリーの枝分かれは，明確な代替

を意味するが，ここではそれに当てはまりません．たとえば，センサリー・ホイールでは，チ
ャートの理解を汚すどのようなアイデアも載せることなしに，左部は味に関することで，右部

は匂いと決めることができる：左部に表示されるワードは味に関係し，右部のワードは匂いに
関係．

任意のワードがダイアグラムに1回だけ提示されているというような分類が理想的に着想され
るはずである．

XLSTATは，2つのタイプのデータセットを入力として使用できる：

ワード間の階層を記述する分類表，

固有ワードのリスト，もし利用可能なら，さまざまなワードの度数や重みつき（デフォ
ルトでは，相対重みが等しいと見なされている）．リスト内にいくつかのワードが繰り
返されると，反復が考えられるか否か．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ: **ワードのリスト**または**分類表**に対応するデータを選択する．ヘッダが選択され
ると"標本ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

度数: ワードに重みづけして，センサリー・ホイール上で重みづけして考慮に入れたい場合

は，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 選択（データ，度数）の最初の行にラベルうぃ含む場合は，このオプションを
有効にする．

オプション タブ:

ワードを再フォーマット:XLSTATが 一方で反復ワードを識別し，もう一方で各ワードの前か後

にあるかもしれなしスペースを除去するようにさせるには，このオプションを有効にする．

度数でサイズ: XLSTATが各ワードの度数によってドーナッツ・スライスのサイズを調整するよ
うにさせるには，このオプションを有効にする．

水準の数: （入れ子ホイールで）考慮にいれるべき水準の数を入れる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．
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オブザベーションを除去: 欠損値を含むオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする． 欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにす
るには，

出力 タブ:

ワード度数: XLSTAT が各ワードの度数の を表示するようにするには，このオプションを有効

にする．

結果  

オプション "オプション" が有効にされた場合，最初の表は，各ワードについて，その度数と対

応する つきで，さまさまなワードを表示する．

そして，センサリー・ホイールが表示される．ホイールの前のボタンは，チャートを有効まて
ゃ非有効にできる．これが有効になっているとき，チャートをクリックすると，5種類のアク
ションを可能にするダイアログ・ボックスを表示する：

2つのワードを融合

1つのワードを後ろに移動

ワードの名前を変更

ワードを半径に沿わせる

半径と垂直方向にワードを整列させる

事例  

センサリー・ホイールを生成する方法を示す事例が， Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのセンサリー-ホイールのチュートリアル?language=ja

参考文献  

Meilgaard M.C., Da lgliesh C.E. and J.F. Clapperton (1979). Progress towards an
international system of beer flavour terminology. Journal of American Society of Brewing
Chemists , 37, 42-52.

Piggot J.R. and Jardine S.P. (1979). Descriptive sensory analusis of whiskey flavour. The
Journal of the Institute of Brewing and Distilling, 85, 82-85.

%

%

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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官能データ分析のための実験計画法  
官能データ分析の場面で実験計画を作成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

実験の計画は，収集されたデータが，可能な限り最善の方法で，統計的に活用可能になること
を確実にしたい者のための基本ステップである．製品が統計的に信頼できる条件で比較できな
い場合は，審査員のパネルから製品を評価することはまったく役に立たない．製品をそれらの
間で比較するために，各審査員がすべての製品を評価する必要もない．

このツールは，審査員（専門家や消費者）が製品の集合を評価する官能評価を準備するための
簡単でパワフルなツールを官能分析のスペシャリストに提供するために設計されている．

仮に9つの製品の集合を評価するパネルが欲しいとしたら，最初に持ち上がる問題は，技術的

な制約（訓練された消費者の数が限られている）または予算的な制約を考慮しながら，関与す
る適切な消費者の数は何人なのかということである．消費者の数が，たとえば82人と決定され
ると，各セッションで1人の消費者が評価できる製品の最大数はいくつか，という問題が出て
くる．予算的理由はほとんどないが，ほとんど心理学的な制約がある：ある消費者が訓練され
ていたとしても，あまりにたくさんの製品を一度に評価する感覚能力を維持できるとは限らな
い．1つのセッションにつき3つの製品が最大で，組織的な理由で2つのセッションだけがアレ
ンジできるという実験を想像してみよう．すると各消費者は，最大6製品を評価できる．

まだ82人の消費者が各セッションでどの製品をどの順序で評価するかの決定が残っている．順

序が影響を持つ可能性がある（これはここでは問題でないが，実験の適切な計画は，この仮定

を検証または無効化をすることを可能にするだろう）．特定の製品にペナルティを課すことを
避けるために，製品が各セッションでできるかぎり3つの異なる位置に出現することを担保す
るべきである．さらに，製品のいくつかのシーケンスも，官能評価で影響を持つ可能性があ
る．我々は，ここで製品の対を考慮することに限定する（順序2のキャリー・オーバー）．順

序と同様，さまざまなに順序づけされた対，我々の事例では72個の対が，計画の中でできるだ
け均等な度数で提示されることも確かにする．

計画を生成するとき，したがって，我々は以下の3つの要求を調和させようとする：

製品ができるだけ多くの審査員に見られ，さまざまな製品の全体的度数ができるだけ均一であ
ること，

各製品は，各セッションの間に異なる順序で見られなければならず，各対（順序，製品）の全

体的度数ができるだけ均一であること，さまざまに順序づけされた製品の対は，実験計画の中
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で，できるだけ均一な度数で提示されなければならない.

計画の性能の測定

は行に製品，列に審査員を持つ行列で，各審査員が各セッションで各製品を見る度数が格納

されているとする．官能計画では我々は知覚を取り扱い， は0か1を格納し（我々は，審査員

が1つのセッションで任意の製品を1回だけ評価できることに制約する），列の周辺度数は一定

でkに等しい（同じ数の製品が各審査員によって評価されている）．

行列 は，対角線上に各製品の計画での度数を，三角形の部分に製品の各非順序対

が同じ審査員に評価された回数を格納する．この行列は 同時（発生）行列（コンカレント・マ
トリックス：concurrence matrix）と呼ぶ．

行列 （ は，計画での各製品の度数の平方根の逆数による対角行列）は，
製品情報の行列に直接関係し，結果として，評価が記録されると計算できるANOVA モデルで
の製品のパラメータの分散と共分散に関係する．製品に関連するパラメータ間の差の分散がで
きる限り一様であることを保証したいなら，A* 行列の固有値がお互いに近いことを保証する必

要がある．

我々は，**A-効率**を行列 の最大 個の非ゼロ固有値の調和平均として，**D-効率*:を同

じ値の幾何平均として定義する．この2つの基準は，すべての固有値が等しい理想のケースで
は等しくなる．

釣り合い型不完備ブロック計画

ブロック計画は，1つまたは複数の現象での2つの因子の影響を調査する計画である．我々は，
1つの因子が制御できない影響を持つことを知っているが，それには興味がない．したがっ
て，我々は，この因子が選択されたデータで実行する分析を邪魔しないことを保証したい．そ
のために，他の因子のさまざまな水準が各ブロックで表されることを確かめる．

我々の事例では，ブロックしている因子が審査員に対応し， 調査したい因子は製品に対応す
る．

完全なブロック計画は，目的の因子のすべての水準が，各ブロック内で1回提示される計画で
ある．官能分析計画では，これはすべての製品が各審査員に1回ずつ見られる計画に対応す
る．

不完全なブロック計画では，目的の因子のすべての水準が，ブロックしている因子のすべての
水準で提示されるわけではない．目的の因子の各水準が，計画中で同じ回数 で提示される
か，各位因子の水準の各対が同じ回数 で提示されるなら，それはバランスしている．

が調査される製品の数で， が審査員の数，  が各審査員に見られる製品の数であるとする
と，バランスされた不完備ブロック計画には，以下の条件が必要（ただし十分ではない）であ
ることが示される：

N

N

M = NN ′

A =∗ I − qNN qk′ q

A∗ p − 1

r

λ

v b k

bk = vr

r(k − 1) = λ(v − 1)
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釣り合い型不完備ブロック計画が存在する場合，2つの基準（A-効率とD-効率)の最適値がわか
る．すなわち：

XLSTAT は，A-効率または D-効率の意味で，そして完全計画の場合または不完全計画の場合，

バランスしているかしていないかで，最適設計を探索することができる．

計画を獲得するためのアルゴリズム

XLSTAT は，計画を生成するための2種類の手法を信頼している．“高速” オプションが選択され
て，(  が整数である場合，XLSTATは，Williams (1949)が始め，John および Williams (1995)
が極めて詳細に研究した循環計画を使用する．(  が整数でないか，“高速” オプションがリク
エストされなかった場合，XLSTAT は，適切な解をとても素早く生成する独自（非公開）アル
ゴリズムを用いて，この解から開始して，ユーザー定義の回数の焼き鈍し法によって，より良

い解を探索する．計画が，完全または釣り合い型不完備ブロック計画で，最適が見つかると，
利用可能な実行回数の前に，探索が中断される．

列度数またはキャリー・オーバーを改善するアルゴリズム

計画が見つかると（行列  がわかると），列度数とキャリー・オーバーの観点で，最適化する
（Périnel および Pagès, 2004）ために製品を並べる必要がある．我々は，各製品が任意の位置

で同じ回数提示され，順序づけられた各対も同じ回数提示されることを望む．それを実現する
ために，XLSTATは2つの行列を使用する：列度数の行列とキャリー・オーバーの行列． アルゴ
リズムの目的は，これらの行列をできる限り均質にすることである．キャリー・オーバーの行

列は，計画で製品  が製品 に先行する回数を位置 で示す行列である．良いキャリー・オーバ
ー（ が0に近い）を得るか，定数行列に最も近い（ が1に近い）位置の列度数行列を得るこ
とを可能にするラムダ・パラメータを定義する．

この最適化アルゴリズムは繰り返しである． 下記の基準を最大するように，各審査員での製品

の順位を並べ替える：

ここで  は列度数行列の要素で， はキャリー・オーバー行列の要素である．最適値に達す
るか，繰り返しの最大数の達すると，直ちに位アルゴリズムは停止する．

XLSTAT は，2つの行列の品質を検証するために，2つの基準を使用する：

MDR (Rの平均偏差): , 列度数行列の要素での偏差．

MDS (Sの平均偏差): , キャリー・オーバー行列の要素での偏差．

不完備ブロック計画について，到達するべき最適値を計算できる．

E =  

k(ν − 1)
ν(k − 1)

 )
v
b

 )
v
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分解可能な計画と改善された提示

計画を各グループ内に各製品のユニークなインスタンスを持つようなg 個の審査員のグループ
に分けることができるなら，計画は分解可能であるという．バランスさｒた不完全ブロック計

画のいくつかは，この特性を持つ．このようなグループへの細分化を用いた計画の提示は，何

人かの審査員が来なくても，実験の計画を再構築する必要がなく，最後の実験を中止するだけ
でよいという利点がある．このアプローチは，複数の評価セッションを行いたいときにも，と
くに都合がよい（下記参照）．バランスされた不完全ブロック計画が分解可能でるための条件

は． が整数でなければならないことである．

計画がバランスされているか，分解可能であるかにかかわらず，XLSTAT は，製品が最大限2回
提示され，可能であれば，サイズ （ここで が整数の場合， は に等しく，それ以

外は近い整数値に四捨五入）のグループで1回提示されるように，不完備ブロック計画を提示

しようとする．

セッション

官能評価をセッションに分割することが必要な場合がある．セッションの必要性を考慮にいれ
た計画を生成するために，XLSTATは，各セッションに同じ初期計画を用いて， 列度数とキャ
リー・オーバーをできる限り公平に保ちながら，行と列の両方に並べ替えを適用する．計画が
分解可能またはほぼ分解可能である場合，2つの異なるセッションで，同じ審査員が同じ製品

を2回テストすることはない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

製品: 実験に関与する製品の数を入力する．

製品/審査員: 各審査員が評価するべき製品の数を入力する．セッション・オプションが有効に
なっている場合，各セッションで各審査員に評価される製品の数を入力する必要がある．

 

k
v

<  >
k
v i < i > i
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審査員: 製品を評価している審査員の数を入力する．

セッション: 計画が複数のテイスティング・セッションからなる場合は，このオプションを有

効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

審査員ラベル: 結果を表示するときに審査員に用いるべきラベルをExcel sシートで選択したい
場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

手法: 計画を生成するために使用する手法を選ぶ．

高速: 良い計画を見つけるためにかかる時間をできる限り削減する手法を使用するには，
このオプションを有効にする．

探索: 最適な計画を探索するために割り当てられる時間を定義するには，このオプション
有効にする．最大時間を秒で入力する．

基準: 最適計画を探索するときに最大化される基準を選ぶ．

効率: A-効率を最大化する計画を探索するには，このオプションを有効にする．

D-効率: D-効率を最大化する計画を探索するには，このオプションを有効にする．

キャリー・オーバー vs 度数: ここで計画を生成する第2フェーズで何を優先するべきで，プリ
ファレンスを設定する：製品順位（評価される順序）の度数である**順序効果**を均等化する
か，2つの製品が他の製品のあとで評価される（キャリー・オーバー）回数を均等化するかを
選択する．

ラムダ: このパラメータを0 （キャリー・オーバーを優先）と 1（列度数を優先）の間の
値をとるように設定する．

繰り返し: 最良の解を探索するアルゴリズムに使用できる繰り返しの最大回数を入力す
る．

製品コード: 製品コードがどのように生成されるべきかを選択する．

製品 ID: 簡単な製品識別子 （P1,P2, …）を使用するは，このオプションを有効にする．

ランダム・コード: ランダムな3つの文字コードをXLSTATで生成するには，このオプショ
ンを有効にする．
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ユーザー定義: 使用したい製品コードをExcel シート上で選択するには，このオプション
を有効にする．選択するコードの数は，製品の数と一致しなければならない．

出力 タブ:

審査員 x 製品の表: ある審査員がある製品をと評価した（値1）か，しなかった（値0）かを示

すバイナリの表を表示するには，このオプションを有効にする．

コンカレンス表: 2つの製品が同じ審査員によって何回評価されたかを示す同時発生（コンカレ
ンス）を表示するには，このオプションを有効にする．

審査員 x 順位の表: 各審査員ごとに，実験の各ステップでどの製品が評価されているかを示す
表を表示するには，このオプションを有効にする．

順序効果表: 実験の任意のステップで，各製品が何回評価されたかを示す表を表示するには，
このオプションを有効にする．

キャリー・オーバー表: 各製品が，他の製品のすぐ後で何回評価されたかを示す表を表示する
には，このオプションを有効にする．

計画表: 審査員よって与えられたレーティングが記録されたら，あとでANOVAで使用される表

を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

計算が行なわれると，XLSTATは，最適計画を見つけるためにかかった時間を示す． 2つの基準

A -効率とD-効率が表示される．XLSTATは，最適計画（バランスされた不完全ブロック計画）

が見つかったかどうかを示す．同様に，計画が分解可能かどうかを示し，グループのサイズが
指定される．

セッションがリクエストされた場合，すべてのセッションが考慮に入れられた結果の最初の集

合が表示される．そして，各セッションの結果が表示される．

ある審査員がある製品を評価した（値1）か，しなかった（値0）かを示すために**審査員 x 製
品の表**が表示される．

コンカレンス表:は2つの製品が同じ審査員によって何回評価されたかを示す．

**MDS/MDR表**は，得られた列度数とキャリー・オーバーの品質を評価することを可能にする
最適値と比較した基準を表示する．

**審査員 x 順位の表**は，各審査員ごとに，実験の各ステップでその製品が評価されているか
を示す．

**順序効果表**は，実験の任意のステップで各製品が何回評価されたかを示す．

**キャリー・オーバー表**は，各製品が他の製品のすぐあとで何回評価されたかを示す．
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**計画表**は，審査員によって与えられたレーティングが記録されたら，あとでANOVAで使用

することができる．

事例  

官能データ分析のためのDOE（実験計画）の生成方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイト
にある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能分析のための実験計画法?language=ja

参考文献  
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York, Chapman & Hall.

Pé rinel E. and Pagès J. (2004). Optimal nested cross-over designs in sensory analysis. Food
Quality and Preference, 15 (5), 439-446.

Wakeling I.N, Hasted A. and Buck D. (2001). Cyclic presentation order designs for consumer
research. Food Quality and Preference, 12, 39-46

Williams E.J. (1949). Experimental designs balanced for the estimation of residual effects of
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官能識別検査の実験計画  
官能識別検査の文脈で実験計画を作成するには，このツールを使用する．このツールは， 3点
試験法，1対2点試験法，2対5点試験法，2-AFC，3-AFC，4点試験法など，さまざまな識別検

査の設定を生成できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

実験計画は，収集されたデータが可能な限り統計的に最善の活用可能であることを確かにした
い人にとっての基本のステップである．製品が統計的に信頼できる条件のもとで比較できない
なら，それは審査員のパネルから製品を評価することに役に立たない．

このツールは，審査員（専門家または消費者）がサンプルの集合を評価する官能識別検査を準

備するために，簡単でパワフルなツールを提供するように，官能分析のスぺシャリストのため
にデザインされている．

新製品を市場に導入する前に識別検査は重要なステップである．XLSTATは，試験を準備する
ことを可能にする． XLSTAT は，審査員に提示する製品の組み合わせを，その種のテストのた
めに正しい設定であるように生成することができる．

官能識別検査は，特定の設定で提示される2つの製品の組み合わせに基づいている． 計画を作

成する際，どの試験を 適用したいか，審査員の数，もし可能であれば，製品の名前がわかって
いなければならない．

XLSTAT は，これらの試験を実行できる:

3点試験法（Triangle test）: 各審査員に異なる順序で3つの製品が提示される．これらの
製品のうち，2つが類似で，3つ目のものは異なる．審査員は、他と異なる製品を識別し
なければならない．

1対2点試験法（Duo-trio test）: 審査員は参照製品をテーストする．そして，彼らは2つの
異なる製品をテーストする．審査員は，参照製品と類似の製品を識別しなければならな
い．

2対5点試験法（Two out of five test）: 5個の製品が審査員に提示される．これらの製品2
つのグループに分かれていて，1番目のグループは3つの類似した製品を含み，2番目のグ
ループは2つの類似した製品を含む．審査員は、2つの類似した製品を識別しなければな
らない．
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2-AFC 試験法: 2つの製品が各審査員に提示される．審査員は，特定の特徴について，ど
の製品が最も高い強度であるかを当てなければならない．

3-AFC 試験法: 3個の製品が各審査員に提示される．2つが類似しており，3つ目のものは
異なる．審査員は，特定の特徴について，どの製品が最も高い強度であるかを当てなけ
ればならない．

4点試験法（Tetrad test）: 4個の製品が2つずつ類似したグループに分けられて各審査員

に提示される．各審査員は，2つのグループを識別するように求められる．

各試験法について，利用可能な組み合わせの無作為化を用いて得られる実験計画を生成でき
る．

複数のセッションを指定でき，審査員と製品のラベルを追加できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

試験のタイプ: 使用したい識別検査の名前を選択する．

審査員: 製品を評価している審査員の数を入れる．
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セッション: 計画が複数のテースティング・セッションからなる場合は，このオプションを有

効にする．

審査員ラベル: 結果を表示するときに審査員に使用するラベルをExcel シートで選ぶには，この
オプションを有効にする．

列ラベル: 選択内で列ヘッダが選択された場合は，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

製品コード: 製品コードがどのように生成されるべきかを選択する．

製品 ID: 単純な製品識別子(P1,P2, …)を使用するには，このオプションを有効にする．

ランダム・コード: XLSTATが生成するランダムな3文字を使用するには，このオプション
を有効にする．2つのオプションがある: まず， *アルファベット順*は，3文字でランダム
なコードを生成でき，次に，*数値*は，3個の数字でランダムなコードを生成できる．

ユーザー定義: 使用したい製品コードをExcel シート上で選択するには，このオプション
を有効にする．2列が必要（製品ごとに１列）で，選択される行の数は，実験計画で必要

な標本の数と一致しなければならない．したがって，3点試験法，1対2点試験法，3-AFC
試験法および4点試験法で2行が必要．2-AFC試験法は1行，2対5点試験法は3行が必要．

最後に1対2点試験法および3-AFC試験法の場合，製品2は1標本のみ必要なので，選択さ
れたデータのセル(2,2)は空でなければならない．

結果  

計算が完了すると， XLSTAT は，選択した試験法に沿った審査員への質問を表示する．

次の表は，各審査員によってテーストされるべき製品を表示する．（1つの行 = 1人の審査員，

1つの列 = 1つのサンプル）．最後の列は，テースティングの結果を入れられるように空欄のま
まになっている．3点試験法，1対2点試験法および2-AFC試験法では，もしユーザーが計画表

に各審査員の回答を入力するなら，正しい/正しくない回答が自動で記入されることに注意．2-
AFCでは，この機能を使用して，正しい回答（すべての列で同じ）を入力しなければならな
い．

事例  

識別検査のためのDOEがどのように生成されるかを示す事例が結果の分析とともにAddinsoft
のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能識別3点試験法?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E8%AD%98%E5%88%A53%E7%82%B9%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%B3%95?language=ja
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官能識別検査  
官能識別検査の文脈で実験計画を実行するには，このツールを使用する．このツールは， 3点
試験法，1対2点試験法，4点試験法など，さまざまな識別検査の設定を生成できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

新製品を市場に導入する前に識別検査は重要なステップである．XLSTATは，試験を準備し(識
別検査のための実験計画を参照），これらの検査の結果を分析することができる．

これらの検査のパラメータを推定するために，3つのモデルが使用できる:

推測モデル（guessing model）;

サーストン・モデル（Thurstonian model）;

ベータ二項モデル（Beta-Binomial model）.

XLSTAT は，下記を実行できる:

3点試験法（Triangle test）: 各審査員に異なる順序で3つの製品が提示される．これらの
製品のうち，2つが類似で，3つ目のものは異なる．審査員は、他と異なる製品を識別し
なければならない．

1対2点試験法（Duo-trio test）: 審査員は参照製品をテーストする．そして，彼らは2つの
異なる製品をテーストする．審査員は，参照製品と類似の製品を識別しなければならな
い．

2対5点試験法（Two out of five test）: 5個の製品が審査員に提示される．これらの製品2
つのグループに分かれていて，1番目のグループは3つの類似した製品を含み，2番目のグ
ループは2つの類似した製品を含む．審査員は、2つの類似した製品を識別しなければな
らない．

2-AFC 試験法: 2つの製品が各審査員に提示される．審査員は，特定の特徴について，ど
の製品が最も高い強度であるかを当てなければならない．

3-AFC 試験法: 3個の製品が各審査員に提示される．2つが類似しており，3つ目のものは
異なる．審査員は，特定の特徴について，どの製品が最も高い強度であるかを当てなけ
ればならない．
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4点試験法（Tetrad test）: 4個の製品が2つずつ類似したグループに分けられて各審査員

に提示される．各審査員は，2つのグループを識別するように求められる．

これらの試験法には，それぞれ一長一短がある．Bi (2008)の本の中でこの問題を完全に論じて
いる．

いくつかのコンセプトを導入しなければならない： pC は正解の確率， pD は識別の確率，pG
は推測確率， はd-プライム（ダッシュ）またはサーストン・デルタである．これらのコンセ
プトの詳細を下記に説明する．

モデル

識別検査では，一般に2つのモデルが使用される：

推測モデル（guessing model）は，消費者が識別者 (discriminators)または非識別者 (non-
discriminators)であることを仮定する．識別者は，常に正解を見つける．非識別者は，既知の推

測確率（使用される試験法によって異なる）によって回答を推測している．3点試験法では，
差をテーストできない人も，まだ3分の1の確率がある．識別の比率は，製品間の差を実際に検

出できる人の割合である．

このコンセプトは，次式で表せる．  ここで は，正解の確率で， は推測確

率である．

サーストン・モデルでは，必要なパラメータは，識別の確率 ではなく， (d-プライム)であ
る．これは，2つの製品の間の官能距離であり，1単位が標準偏差を表す．

仮定は，製品の官能表現が2 つの正規分布に従うことと，消費者は識別者と非識別者にカテゴ
ライズされないことである．消費者は常に正しく， 彼らが気づいたことを翻訳している．した
がって，不正解は， 正しくない認識をもたらす製品間の近さに翻訳される．もし が 0に近い
なら，製品は識別できない．

各試験法で，（推測モデルでの）推測確率と， d’ と正解の比率をリンクする精神測定関数があ
る．これらのパラメータは，各試験法ごとに特定である．

すなわち 

推測確率（Guessing probability）

推測によって正解が得られる確率である推測確率は，各試験法で以下のようになる：

3点試験法: 

1対2点試験法: 

2対5点試験法: 

2-AFC: 

3-AFC: 

d′

p  =D  (1−p  )G

(p  −p  )C G pC pG

pD d′

d′

p  =C f  (d ) test 
′

pG = 1/3

pG = 1/2

pG = 1/10

pG = 1/2

pG = 1/3
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4点試験法: 

精神測定関数（Psychometric functions）

と （正解の確率）のリンクである精神測定関数は，各試験法ごとに下記のように定義され
る：

3 点 試 験 法 : 

1対2点試験法: 

2-AFC: 

3-AFC: 

4点試験法: 

これらの関数は，数値積分にGauss-Legendre または Gauss-Hermite アルゴリズムを用いて計

算される．

p値と検出力の計算

これらの試験法のP値や検出力が，推定された に基づく2項分布または正規分布を用いて得

られる．

サーストン・モデル・パラメータの標準誤差と信頼区間

サーストン・モデルを用いる場合，目的のパラメータに関する標準誤差と信頼区間が得られ
る．

正解の確率 について，次式が成り立つ：

識別の確率 pDについて，次式が成り立つ：

について，次式が成り立つ：

ここで はd’に関する精神測定関数の導関数である (Brockhoff and Christensen, 2010)．

ベータ二項モデル

推測モデルおよびサーストン・モデルで使用されている二項モデルは，各審査員の選択が独立

であり，正解確率がすべてにおいて同じであるという仮定に基づいている．しかしながら，セ

pG = 1/3

d′ pC

pC = f  (d ) =triangle
′ 2  {Φ[−x  +∫0

∞ 3 d  ] +′ 2/3 Φ[−x  −3
d  ]}ϕ(x)dx′ 2/3

pC = f  (d ) =duo−trio
′ −Φ(d′/  ) −2 Φ(d′/  ) +6 Φ(d′/  )Φ(d′/  )2 6

pC = f  (d ) =2−AFC
′ Φ(d /  )′ 2

pC = f  (d ) =3−AFC
′

 ϕ(x −∫−∞
∞

d )Φ[x] dx′ 2

pC = f  (d ) = tetrad 
′

 ϕ(x)Φ[x]{1 −∫−∞
∞

Φ[x − d ]} dx′ 2

pC

pC

SE(pC) =  Pc(1 − Pc)/N

SE(pD) =  SE(pC)
1 − Pg

1

d′

SE(d ) =′
 SE(pC)

f  (d )test
′ ′

1

f ′



官能データ分析  901 官能識別検査  

ッションがデータに導入されたとき，これらの仮定はもはや尊重されない．我々は， 人の審

査員で実行される官能識別検査が審査員の全員または一部で， 回まで繰り返されるセッショ
ンについて議論する．この場合，回答間の独立はもはや尊重されない．なぜなら，それらの回

答は同一の審査員によって与えられる場合があるので，正解を選ぶ確率は，審査員の識別能力

によって変化するからである．データに複数の変動要因が含まれるため，これは過分散と呼ば
れる．

ベータ二項モデルは，パラメータ および を推定することにより，試験結果でのこの
現象を考慮することを可能にする． の推定値は，正解の確率 を表す．パラメータ  

は，回答間のバラツキを定量化する． が0に近いなら，過分散がないことを
意味し，それは二項モデルを使用する場合と同じである．逆に， が1に近いと，基礎

となる過程を尊重して，標準偏差の過小評価や誤解釈を避けるために，ベータ二項モデルが使

用されなければならない．

ベータ二項モデルのパラメータは，最大尤度により推定される．

ベータ二項モデルにより，我々は，各審査員の正解の確率が，推定確率 に等しいかどう
か，そして審査員間でバラツキがあるかどうかを検定する．2つの検定のうちの1つが棄却され
る場合 (  または )，その製品は審査員ごとに異なると見なされる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

k

n

μ gamma

μ pC

gamma gamma

gamma

pG

μ = pG gamma = 0
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一般 タブ:

試験のタイプ: 分析したい試験法を選択する．

手法: サーストン・モデルと推測モデルのどちらかを使用するようにモデルを選択する．

入力データ: 入力として選択したいデータのタイプを選択する．選ばれたオプションによって3
つのオプションが利用可能で，他のオプションが表示される．

データ選択の場合:

試験の結果: 審査員の数だけ行数があって，各セルに各審査員の試験の結果が入っている列を
選択する．

正解のコード: 選択されたデータ内で正しい回答を識別するために使用されているコードを入

れる．

標本サイズの場合:

審査員の数: 調査内の審査員の合計数を入れる．

正解の数: 試験に正しい回答を与えた審査員の数を入れる．

比率の場合:

審査員の数: 調査内の審査員の合計数を入れる．

正解の比率: 試験に正しい回答を与えた審査員の比率を入れる．

セッション選択によるデータの場合:

セッションによる表: 2列を持つ表を選択する．最初の列には，各審査員が出した正解の数が入

っている．2番目の列には，各審査員が参加したセッションの数が入っている．

サーストン・モデルが選択された場合のみ，以下のオプションが現れる．それらは，検証され
なければならない検定の仮説を指定することができる．

帰無仮説:

D-prime: の固定値を入れたい場合は，このオプションを有効にする．そして使用可能なテキ
スト・ボックス内に値を言えることができる．そして，検定の帰無仮説は" が に等しい"であ
り，ただし， は選ばれた値である．

pD: 識別の比率の固定値を入れたい場合は，このオプションを有効にする．そして，利用可能

なテキスト・ボックス内に値を入れることができる．そして，帰無仮説は"識別の確率は に等
しい"であり，ただし， は選ばれた値である．

注意: デフォルトでは，検定される検定仮説は， が0に等しいかどうかである．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

d′

d′ x

x

x

x

d′



官能データ分析  903 官能識別検査  

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択されたデータの最初の行がラベルを含む場合は，このオプションを有効にす
る．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる（デフォルト値: 5%）．

統計量: 信頼区間を計算するのに使用する手法を選択する．

検出力: 検出力を計算するのに使用する分布を選択する．

注意: ベータ二項モデルの場合，信頼区間はWald法を用いて計算される．

結果  

選択されたオプションの要約: この表は，ダイアログ・ボックスで選択されたパラメータを表

示する．

官能識別検査: この表は，実行された検定の結果を表示する．対象のパラメータの推定値，サ
ーストン・モデルではd-primeまたは ，ベータ二項モデルでは  (mu) および が表示

さる．検定の解釈およびp値，検出力が示される．

推定パラメータ: この表はベータ二項モデルが選択された場合，d-prime，パラメータ および
を表示し，さらに，それらの標準偏差および関連する信頼区間を表示する．この表

は，推測モデルの場合では表示されない．

事例  

官能評価分析での識別検査の最初の事例が，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能識別3点試験法?language=ja

およびセッションを含むデータによりもう1つの事例は:

...

参考文献  

Bi J. (2008). Sensory discrimination tests and measurements: Statistical principles, procedures
and tables. John Wiley & Sons.

Bi J. and O'Mahony M. (2013). Variance of d' for the Tetrad Test and Comparisons with Other
Forced-Choice Methods. Journal of Sensory Studies, 28, 91-101.

pD μ gamma

μ

gamma

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E8%AD%98%E5%88%A53%E7%82%B9%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%B3%95?language=ja


官能データ分析  904 官能識別検査  

Brockhoff, P.-B., Christensen, R. H. B. (2010). Thurstonian models for sensory discrimination
tests as generalized linear models, Food Quality and Preference, 21, 330-338.

Kunert, J., and Meyners, M. (1999). On the triangle test with replications. Food Quality and
preference, 10(6), 477-482.

Liggett, R. E., and Delwiche, J. F. (2005). The beta‐binomial model: Variability in
overdispersion across methods and over time. Journal of Sensory Studies, 20(1), 48-61.

Næs T., Brockhoff P. B., and Tomiæ O. (2010). Statistics for Sensory and Consumer Science.
John Wiley & Sons, Ltd.
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官能識別検査の実験計画  
官能識別検査の文脈で実験計画を作成するには，このツールを使用する．このツールは， 3点
試験法，1対2点試験法，4点試験法など，さまざまな識別検査の設定を生成できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

実験計画は，収集されたデータが可能な限り統計的に最善の活用可能であることを確かにした
い人にとっての基本のステップである．製品が統計的に信頼できる条件のもとで比較できない
なら，それは審査員のパネルから製品を評価することに役に立たない．また各審査員は，製品

を比較するためにすべての製品を評価する必要はない．

このルールは，審査員（専門家または消費者）がサンプルの集合を評価する官能識別検査を準

備するために，簡単でパワフルなツールを提供するように，官能分析のスぺシャリストのため
にデザインされている． 新製品を市場に導入する前に識別検査は重要なステップである．
XLSTATは，試験を準備することを可能にする． XLSTAT は，審査員に提示する製品の組み合

わせを，その種のテストのために正しい設定であるように生成することができる．

官能識別検査は，特定の設定で提示される2つの製品の組み合わせに基づいている． 計画を作

成する際，どの試験を 適用したいか，審査員の数，もし可能であれば，製品の名前がわかって
いなければならない．

XLSTAT は，下記を実行できる:

3点試験法（Triangle test）: 各審査員に異なる順序で3 つのサンプルが提示される．これ
らのサンプルのうち，2つが類似で，3つ目のものは異なる．審査員は、他と異なるサン
プルを識別しなければならない．

1対2点試験法（Duo-trio test）: 審査員は参照製品をテーストする．そして，彼らは2つの
異なる製品をテーストする．審査員は，参照製品と類似の製品を識別しなければならな
い．

2対5点試験法（Two out of five test）: 5個のサンプルが審査員に提示される．これらのサ
ンプルは2つのグループに分かれていて，1番目のグループは3つの類似したサンプルを含

み，2番目のグループは2つの類似したサンプルを含む．審査員は、2つの類似したサンプ
ルを識別しなければならない．

2-AFC 試験法: 2つの製品が各審査員に提示される．審査員は，特定の特徴について，ど
の製品が最も高い強度であるかを当てなければならない．
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3-AFC 試験法: 3つのサンプルが各審査員に提示される．2つが類似しており，3つ目のも
のは異なる．審査員は，特定の特徴について，どのサンプルが最も高い強度であるかを
当てなければならない．

4点試験法（Tetrad test）: 2つずつ類似した4つのサンプルが各審査員に提示される．各

審査員は，両方のグループのサンプルを識別しなければならない．

各試験法について，利用可能な組み合わせの無作為化を用いて得られる実験計画を生成でき
る．

複数のセッションを指定でき，審査員と製品のラベルを追加できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

試験のタイプ: 使用したい識別検査の名前を選択する．

審査員: 製品を評価している審査員の数を入れる．

セッション: 計画が複数のテースティング・セッションからなる場合は，このオプションを有

効にする．

審査員ラベル: 結果を表示するときに審査員に使用するラベルをExcel シートで選ぶには，この
オプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

製品コード: 製品コードがどのように生成されるべきかを選択する．

製品 ID: 単純な製品識別子(P1,P2, …)を使用するには，このオプションを有効にする．

ランダム・コード: XLSTATが生成するランダムな3文字を使用するには，このオプション
を有効にする．

ユーザー定義: 使用したい製品コードをExcel シート上で選択するには，このオプション
を有効にする．2列が必要（製品ごとに１列）で，選択される行の数は，実験計画で必要

な標本の数と一致しなければならない．したがって，3点試験法，1対2点試験法，3-AFC
試験法および4点試験法で2行が必要．2-AFC試験法は1行，2対5点試験法は3行が必要．

最後に1対2点試験法の場合，製品2は1標本のみ必要なので，選択されたデータのセル
(2,2)は空でなければならない．

結果  

計算が完了すると， XLSTAT は，選択した試験法に沿った審査員への質問を表示する．次の表

は，各審査員によってテーストされるべき製品を表示する．（1つの行 = 1人の審査員，1つの
列 = 1つのサンプル）．最後の列は，テースティングの結果を入れられるように空欄のままに
なっている．3点試験法，1対2点試験法および2-AFC試験法では，もしユーザーが計画表に各

審査員の回答を入力するなら，正しい/正しくない回答が自動で記入されることに注意．2-AFC
では，この機能を使用して，正しい回答（すべての列で同じ）を入力することが不可欠であ
る．

事例  

識別検査のためのDOEがどのように生成されるかを示す事例が結果の分析とともにAddinsoft
のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能識別3点試験法?language=ja

参考文献  

Bi J. (2008). Sensory Discrimination Tests and Measurements: Statistical Principles,
Procedures and Tables. John Wiley & Sons.

Næs T., Brockhoff P. B. and Tomiæ O. (2010). Statistics for Sensory and Consumer Science.
John Wiley & Sons, Ltd.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E8%AD%98%E5%88%A53%E7%82%B9%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%B3%95?language=ja
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官能識別検査  
3点試験法，1対2点試験法，4点試験法などの識別検査を実行するには，このツールを使用す
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

新製品を市場に導入する前に，識別検査は重要なステップである．XLSTAT は，試験を準備し
て（識別検査のための実験計画を参照），これらの試験の結果を分析できる．

これらの試験のパラメータを推定するために，2つのモデルが使用できる：

推測モデル;

サーストン・モデル．

XLSTAT は，下記を実行できる：

3点試験法(Triangle test): 各審査員に異なる順序で3 つのサンプルが提示される．これら
のサンプルのうち，2つが類似で，3つ目のものは異なる．審査員は，他と異なるサンプ
ルを識別しなければならない．

1対2点試験法(Duo-trio test): 審査員は参照製品をテーストする．そして，彼らは2つの異

なる製品をテーストする．審査員は，参照製品と類似の製品を識別しなければならな
い．

2対5点試験法(Two out of five test): 5個のサンプルが審査員に提示される．これらのサン
プルは2つのグループに分かれていて，1番目のグループは3つの同一の製品を含み，2番
目のグループは2つの同一の製品を含む．審査員は，2つの同一の製品のグループを識別

しなければならない．

2-AFC 試験法: 2つの製品が各審査員に提示される．審査員は，特定の特徴について，ど
の製品が最も高い強度であるかを当てなければならない．

3-AFC 試験法: 3つのサンプルが各審査員に提示される．2つが類似しており，3つ目のも
のは異なる．審査員は，特定の特徴について，どのサンプルが最も高い強度であるかを
当てなければならない．
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4点試験法(Tetrad test): 2つずつ類似した4つの製品が各審査員に提示される．各審査員

は，2つのグループを識別しなければならない．

これらの試験法には，それぞれ一長一短がある．Bi (2008)の本の中でこの問題を完全に論じて
いる．

いくつかのコンセプトを導入しなければならない： pC は正解の確率， pD は識別の確率，pG
は推測確率， d’ はd-プライム（ダッシュ）またはサーストン・デルタである．これらのコンセ
プトの詳細を下記に説明する．

モデル

識別検査では，一般に2つのモデルが使用される：

推測モデル（guessing model）は，消費者が識別者 (discriminators)または非識別者 (non-
discriminators)であることを仮定する．識別者は，常に正解を見つける．非識別者は，既知の推

測確率（使用される試験法によって異なる）によって回答を推測している．3点試験法では，
差をテーストできない人も，まだ3分の1の確率がある．識別の比率は，製品間の差を実際に検

出できる人の割合である．

このコンセプトは，次式で表せる．  ここで は，正解の確率で， は推測確

率である．

サーストン・モデルでは，必要なパラメータは，識別の確率 ではなく， (d-プライム)であ
る．これは，2つの製品の間の官能距離であり，1単位が標準偏差を表す．

仮定は，製品の官能表現が2 つの正規分布に従うことと，消費者は識別者と非識別者にカテゴ
ライズされないことである．消費者は常に正しく， 彼らが気づいたことを翻訳している．した
がって，不正解は， 正しくない認識をもたらす製品間の近さに翻訳される．もし が 0に近い
なら，製品は識別できない．

各試験法で，（推測モデルでの）推測確率と， d’ と正解の比率をリンクする精神測定関数があ
る．これらのパラメータは，各試験法ごとに特定である．

すなわち 

推測確率（Guessing probability）

推測によって正解が得られる確率である推測確率は，各試験法で以下のようになる：

3点試験法: 

1対2点試験法: 

2対5点試験法: 

2-AFC: 

3-AFC: 

p  =D  (1−p  )G

(p  −p  )C G pC pG

pD d′

d′

p  =C f  (d ) test 
′

pG = 1/3

pG = 1/2

pG = 1/10

pG = 1/2

pG = 1/3
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4点試験法: 

精神測定関数（Psychometric functions）

と （正解の確率）のリンクである精神測定関数は，各試験法ごとに下記のように定義され
る：

3 点 試 験 法 : 

1対2点試験法: 

2-AFC: 

3-AFC: 

4点試験法: 

これらの関数は，数値積分にGauss-Legendre または Gauss-Hermite アルゴリズムを用いて計

算される．

p値と検出力の計算

これらの試験法のP値や検出力が，推定された に基づく2項分布または正規分布を用いて得

られる．

サーストン・モデル・パラメータの標準誤差と信頼区間

サーストン・モデルを用いる場合，目的のパラメータに関する標準誤差と信頼区間が得られ
る．

正解の確率 について，次式が成り立つ：

識別の確率 pDについて，次式が成り立つ：

について，次式が成り立つ：

ここで はd’に関する精神測定関数の導関数である (Brockhoff and Christensen, 2010)．

ダイアログ・ボックス  

pG = 1/3

d′ pC

pC = f  (d ) =triangle
′ 2  {Φ[−x  +∫0

∞ 3 d  ] +′ 2/3 Φ[−x  −3
d  ]}ϕ(x)dx′ 2/3

pC = f  (d ) =duo−trio
′ −Φ(d′/  ) −2 Φ(d′/  ) +6 Φ(d′/  )Φ(d′/  )2 6

pC = f  (d ) =2−AFC
′ Φ(d /  )′ 2

pC = f  (d ) =3−AFC
′

 ϕ(x −∫−∞
∞

d )Φ[x] dx′ 2

pC = f  (d ) = tetrad 
′

 ϕ(x)Φ[x]{1 −∫−∞
∞

Φ[x − d ]} dx′ 2

pC

pC

SE(pC) =  Pc(1 − Pc)/N

SE(pD) =  SE(pC)
1 − Pg

1

d′

SE(d ) =′
 SE(pC)

f  (d )test
′ ′

1

f ′
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

試験のタイプ: 分析したい試験法を選択する．

手法: サーストン・モデルと推測モデルのどちらかを使用するようにモデルを選択する．

入力データ: 入力として選択したいデータのタイプを選択する．選ばれたオプションによって3
つのオプションが利用可能で，他のオプションが表示される．

データ選択の場合:

試験の結果: 審査員の数だけ行数があって，各セルに各審査員の試験の結果が入っている列を
選択する．

正解のコード: 選択されたデータ内で正しい回答を識別するために使用されているコードを入

れる．

標本サイズの場合:

審査員の数: 調査内の審査員の合計数を入れる．

正解の数: 試験に正しい回答を与えた審査員の数を入れる．

比率の場合:

審査員の数: 調査内の審査員の合計数を入れる．

正解の比率: 試験に正しい回答を与えた審査員の比率を入れる．

サーストン・モデルが選択された場合のみ，下記のオプションが表示される．

サーストン・モデルのオプション:
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D-prime: d’の固定値を入れたい場合は，このオプションを有効にする．そして，利用可能なテ
キスト・ボックス内に値を入れることができる．

pD: 識別の比率の固定値を入れたい場合は，このオプションを有効にする．そして，利用可能

なテキスト・ボックス内に値を入れることができる．

推定: モデルを用いてこれらの値をXLSTATに推定させたい場合は，このオプションを有効にす
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

列ラベル: 選択されたデータの最初の行がラベルを含む場合は，このオプションを有効にす
る．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる（デフォルト値: 5%）．

統計量: 信頼区間を計算するのに使用する手法を選択する．

検出力: 検出力を計算するのに使用する分布を選択する．

結果  

選択されたオプションの要約: この表は，ダイアログ・ボックスで選択されたパラメータを表

示する．

そして，識別審査員の比率の信頼区間が表示される．

表示される結果は，検定統計量，検定のp値および検出力である．簡単な解釈も与えられる．

サーストン・モデルが選択された場合は，推定された確率と d’ が，それらの標準誤差と信頼区

間とともに表示される．

事例  

官能評価分析での識別検査の事例が，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの官能識別3点試験法?language=ja

参考文献  

Bi J. (2008). Sensory discrimination tests and measurements: Statistical principles, procedures
and tables. John Wiley & Sons.

Bi J. and O'Mahony M. (2013). Variance of d' for the Tetrad Test and Comparisons with Other
Forced-Choice Methods. Journal of Sensory Studies , 28, 91-101.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%98%E8%83%BD%E8%AD%98%E5%88%A53%E7%82%B9%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%B3%95?language=ja
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Brockhoff, P.-B., Christensen, R. H. B. (2010). Thurstonian models for sensory discrimination
tests as generalized linear models, Food Quality and Preference, 21, 330-338

Næs T., Brockhoff P. B., and Tomiæ O. (2010). Statistics for Sensory and Consumer Science.
John Wiley & Sons, Ltd.
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マーケティング・ツール  
価格感度メーター (Van Westendorp)  
調査データに基づいて，許容可能な価格レンジまたは，試行や収益用の最適価格を決定するに
は，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

価格感度分析のこのバージョン（およびその販売数量や収益でのインパクト）は、Van
Westendorp によるもので，1976年に ESOMAR Congress で発表された．それは、購入意思が
考慮されていなかったが、その大方の批判に対応するために，1993年にNewtonらによって強

化された．

この手法は，消費者のパネリストのグループで調査を実施し，彼らがある特定の製品の価格を
どのように感じるかを問う．

TCH: 安すぎる (この特定の製品では、その価格ポイントが低すぎると感じられる)
CH: 安い (その製品を購入する可能性のある低価格帯)
EX: 高い (その製品を購入する可能性のある高価格帯)
TEX: 高すぎる (この特定の製品に支払うであろうよりも高い)

この種の価格感度分析での通常の結果は，交点が限界価格を決定する曲線の系列を示すグラフ
である: 調査データから，6本の累積分布曲線（またはそれらの逆）が計算され，まず収集され
た4種類の価格（安すぎる，安い，高い，高すぎる）について，そして，演繹により，*安くな
い*と*高くない*の分布を計算する．

**安すぎる**と**安い**では，我々は分布曲線の逆数を取る．パネル参加者によって示された価

格のそれぞれで，より高い価格を示した回答者の割合を計算する．したがって，これらの曲線

は，価格が上昇するに従，1 から 0 へと下降する．**高い**と**高すぎる**では，累積分布曲線

を取る．したがって，回答者によって示された価格のそれぞれで，より低い価格を示した消費

者の割合を計算する．したがって，これらの曲線は， 価格が上昇するとともに0 から 1 に上昇

する．

安いと高いの曲線の交点は，製品を*高い*または*安い*と考えるパネリストの数が等しい価格

である． 必ずしも強くないとは言え，この価格での同じサイズの回答者の2つのグループの間
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には不一致があり，無差別価格（ IDP : Indifference Price）と名付けられている．Van
Westendorpによれば，この価格は市場の現実に対応する．IDPは，この種の製品の中央値市場

価格またはマーケット・リーダーが提供する価格として解釈できる．これは，回答者の多数派

にとっての正しい価格ポイントであり，小さな割合でそれを安い（会社がこの製品を市場に出

すには十分高くない）または*高い*（同時に潜在的なリスク）とみなす．もちろん，より少な
い回答者は，それを*安すぎる*（品質が疑わしい）または*高すぎる*（手が出ない）とさえみ
なす．

*安すぎる*と*高すぎる*の曲線の交点は、人々が製品を*高すぎる*または*安すぎる*とみなす価

格である．まったく反対の意見に対応するこの価格は，パネリストの小さなグループに関係す
る．この価格は、M適価格ポイント（OPP：Optimal Pricing Point ）と呼ばれ，購入意思が悪

影響を受けない価格ポイントである．つまり，他の外部要因以外では，この価格に落胆する人

はほとんどいない．

許容価格帯は，*安すぎる*と*安くない*の曲線の交点を下限として，*高すぎる*と*安くない*の
曲線の交点を上限として与えられる．これらの2つの限界価格の間で，著者は販売数量が高い
と推定している．

購入意思 ###  

XLSTATは，*安い*と*高い*の価格で購入意思スコアを訊くことにより，調査の枠組みで購入意

思を考慮に入れることを提案したNewton et al. (1993) の貢献を取り入れることができる．これ
らのスコアは，自動または変換表により確率に変換することができる． 確率が利用可能になる
と，どの価格が最大の販売数量を生成しそうか，どの価格が最大の収益を生成しそうかを識別

できる．

データ形式 ###  

*安い*と*高い*価格のみが利用可能な場合，XLSTATは部分的な結果を生成できる．ただし，手

法の完全な利点を発揮するには，4つの価格(TCH/CH/EX/TEXT) を調査することを推奨する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

価格データ(TCH/CH/EX/TEX): 価格に対応するデータを選択する．2列 (CH/EX) または4列
(TCH/CH/EX/TEX)を選択しなければならない．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプ
ションが有効であることを確認．

整合性を確認: 価格が各個人で昇順であることをXLSTATに確認させたい場合は，このオプショ
ンを有効にする．それ以外は，個人が分析で考慮に入れられない．

グループ: グループごとに分析を実行したい場合は，このオプションを有効にして，各個人が
どのグループに属するかを示すデータを選択する．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベ
ル"オプションが有効であることを確認．

購入意思データ (CH/EX): *安い*と*高い*価格で顧客の購入意思を調査した場合は，このオプシ
ョンを有効にする．これらのデータは，スコア（たとえば，1-5尺度）または確率であり得る．
列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認．このオプショ
ンが有効で，購入意思データが確率でなく，コンバージョン表が提供されていないなら，
XLSTATは自動で確率への変換を実行する．

コンバージョン表: Activate this option if you want XLSTATがユーザーの入力を用いて，購入意

思スコアを確率に変換するようにしたい場合は，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがあるなら，このオプションを有効に
する．そして，対応するデータを選択する． If the "変数ラベル"オプションがあるなら，選択内

にヘッダを含める必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベル
が XLSTATによって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

重み: オブザベーションが重みづけされているなら，このオプションを有効にする．このオプ
ションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．列ヘッ
ダが選択されていると，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

正規分布を当てはめる: 各価格標本に正規分布を当てはめ，さまざまな価格と価格レンジを計

算するために累積正規分布を使用したい場合は，このオプションを有効にする．
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出力 タブ:

個人の結果: 最適試行価格および最適収益価格での各個人の購入確率を表示するには，このオ
プションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択されたすべての価格とそれらの範囲に関する記述統計を表示する．
欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差(不偏）が表示される．

箱ひげ図: さまざまな価格の分布を一目で見れるように，箱ひげ図が表示される．さまざまな
グループに属する個人をダイアログ・ボックスで定義すると，各価格(TCH/CH/EX/TEX)ごとに
別々のチャートで，グループを比較することができる．

統計量: この表は，無差別価格 (IDP) と **最適価格ポイント (OPP)**を表示する．このポイント
で対応する累積曲線上の価格と消費者の比率が表示される．

そして，**許容価格帯**が表示される．

価格感度メーター チャートは，この手法の主要な結果であり，さまざまな累積価格曲線を表示

する．同じチャート上で，XLSTATは，IDP，OPPおよび許容価格帯を表示する．

購入意思データが入力されると，次の表は，最適試行価格と最適収益価格，および，それぞの
平均購入価格率，調査の母集団での期待数量および期待収益を示す．

数量曲線と価格に基づく収益曲線も表示される．ダイアログ・ボックスでオプションが有効に
されたら，最後の表は，最適試行価格での購入確率と売上高を示す．

事例  

*価格感度メーター*の使用法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの価格感度メーター-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Newton D., Miller J. and Smith P. (1993). A market acceptance extension to traditional price
sensitivity measurement. Proceedings of the American Marketing Association Advanced
Research Techniques Forum.

Van Westendorp P. (1976). NSS-Price Sensitivity Meter (PSM) – A new approach to study
consumer perception of price. Proceedings of the 29th ESOMAR Congress, 139-167.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E6%84%9F%E5%BA%A6%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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需要の価格弾力性  
異なる価格での販売量を入力データとして用いて，需要の価格弾性を計算し，最大の収益を生

成する価格を識別するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

需要の価格弾力性 (PED または ) の分析は，製品価格の設定を可能にするので，マーケティ
ングおいて不可欠である．その目的は，少なくとも中期的に，製品がもたらす収益を最大化す
ることである．

Alfred Marshall (1920) が提案したコンセプト，弾力性（elasticity）とは，価格 が変更された
ときの需要（または販売量） の相対的な変動として定義される．定義は次式で書かれる:

一般に（反対の例が多数あるが），価格の上昇は販売量の減少を伴う．そのため，弾力性はし
ばしばマイナスの量になるが，反対の意見もある．

は数学的に任意の点での微小変動に一致するので，実践的には，我々は*点弾力性

（point elasticity）*または*弧弾力性（arc elasticity）*を計算する．

**点弾力性**は価格が から に変更されたときの販売数量の総体的変動と，価格の総体変

動の比として定義される．

注意: + 価格が から に上昇するとき ( )，需要が強く減少するなら，需要

は価格弾力性があるという．弾力性という用語が使用されるのは，量が弾力性を持って価格に
リンクされているかのように，変化に強く"反応"するからである． ( ). もし

なら完全弾力的である， + 需要が価格と同様に推移するなら， で単位弾力的で
ある．弾力性が-1のとき，収益への影響がない: 販売数量の減少が，価格の上昇によって正確に
補われる．通常，価格が1%上昇すると，数量が1%減少して，収益が同じ水準に維持される．
+ 価格の上昇が需要に総体的に低い影響も持つ( )なら，需要は弾力性がない（ま
たは固い）という． なら，需要は完全非弾力的である． + 一部の特定の製品 (必需品

E  d

P

Q

E  =d  

dP/P
dQ/Q

(1)

dQ/dP

P1 P2

E  =d  

(P2 − P1)/P1
(Q2 − Q1)/Q1

(2)

P1 P2 P1Q1 > P2Q2

E  <d −1 E  =d

−∞ E  =d −1

−1 < E  ≤d 0
E  =d 0
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であるGiffen財または高級品などのVeben財）で が起こる．価格の上昇が数量に有意な
正の効果を持つ． + 価格弾力性から収益の推移を演繹することはできない．

点弾力性 の問題は，参照価格 がより低いまたはより高い価格であるなら，それが同じでは
ないということである．その問題を避けるために， 弧弾力性（arc elasticity） がしばしば好ま
れる．

**弧弾力性**は，価格が から に上昇するときの販売数量 と価格の相対変動の比であ
る．

XLSTATは両方のタイプの弾力性を計算できる．

縦座標に価格を，横座標に数量を入れて，数量と価格を結ぶ曲線を表すのが一般的である．こ
こでは販売数量が価格に依存するという観点から，これは我々の場合には直感に反するが，そ
れは需要と供給の研究の根底にある経済理論，および価格が利用可能な供給と需要によって決

定される市場の均衡の研究によって説明できる．XLSTATは両方の選択肢に従ってグラフィッ
クを表示する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

価格: 価格に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択されていると，"変数ラベル" オプシ
ョンが有効になっていることを確認する．

需要: 各価格に対する需要（販売数量）に対応するデータを選択する．列ヘッダが選択されて
いると，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

E  >d 0

P1

P1 P2 Q2

E  =d  =
(P2 − P1)/((P1 + P2)/2)
(Q2 − Q1)/((Q1 + Q2)/2)

 

(P2 − P1)/(P1 + P2)
(Q2 − Q1)/(Q1 + Q2)

(3)
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グループ: グループごとに分析を実行したい場合は，このオプションを有効にして，各個人が
属するグループを示すデータを選択する．列ヘッダが選択されていると，"変数ラベル" オプシ
ョンが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

点弾力性: 点弾力性 を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

弧弾力性: 弧弾力性 を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，価格と需要の記述統計を表示する．欠損値の数，非欠損値の数，平均お
よび標準偏差（不偏）が表示される．

XLSTATは最初の表に価格，需要，収益およびリクエストされているなら点弾力性を表示す
る．弧弾力性がリクエストされた場合，2番目の表が各中央値ポイントで計算された価格，需

要，収益および弧弾力性を表示する．

そして，これらのさまざまな要素がグラフの系列で交差される．

事例  

需要の価格弾力性 を計算する方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある．

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの需要の価格弾性-PED-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Henderson J. P. (1973). William Whewell's Mathematical Statements of Price Flexibility,
Demand Elasticity and the Giffen Paradox. The Manchester School, 41, 329-342.

Macgregor D. H. (1942). Marshall and His Book. Economica. 9(36), 313-324.

Marshall A. (1920). Principles of Economics. Library of Economics and Liberty, London.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%9C%80%E8%A6%81%E3%81%AE%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E5%BC%BE%E6%80%A7-PED-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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顧客生涯価値(CLV)  
顧客生涯価値(CLV: Customer Lifetime Value)は，顧客から得られるキャッシュフローを推定

し，獲得後どれだけの期間彼らを保持できるかを推定することを助ける．CLVを用いて，顧客

維持率を増大するために可能なマーケティングまたは広告業務を合理化することができる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

顧客のライフタイムの間に彼らからどれだけの利益が期待できるか? そして，リテンション(維
持）率の増加が将来の利益にどのように影響するか? これらは，CLVが回答できる最も一般的

な質問である．

顧客生涯価値(CLV: Customer Lifetimes Value): 顧客生涯価値 (CLV: Customer Lifetime Value)
は，ある顧客とその会社の間の関係性に起因する将来のキャッシュフローの現在価値として定

義される．

Several models for calculating CLVの計算には，各組織に固有の複数の要因によって，複数のモ
デルが存在する．ここで実装されるモデルは，単純維持モデル(SRM: Simple Retention Model)
で，契約の状態にある顧客に対して適している．単純維持モデル(SRM)は，下記の条件を仮定

して CLVを推定する:

各期間で維持された顧客のパーセンテージ (維持率 ) が時間および顧客全体で一定．

期間のキャッシュフロー は解約時間に影響されない．
ある顧客が期間  でサブスクリプションを解約するというイベントは，その顧客が他の
期間に解約するというイベントとは独立（無関係）である．

CLVのための確率的モデル:

解約/離反時間: 任意のセグメントに属するすべての顧客が，サブスクリプション期間ご
とに，すべての期間で確率 （維持率）で，維持されることを仮定する．さらに，任意の
期間でのある顧客の解約の発生は， 他の期間の解約とは独立（無関係）であることを仮

定する． を解約の時間を示す確率変数とし， を の具体例とする. これらの仮定のも
と， は幾何分布に従う．幾何分布の確率は，次式で与えられる:

r

m

t

r

T t T

T

f(t) = P (T = t) = r (1 −t−1 r)
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この式は，時間 である顧客が解約する確率を与える．これは，ある顧客が，  期間生存す
る（維持される）確率としても解釈できる．

XLSTATは， の四分位を計算することもできる． と呼ばれる確率変数 の 四分位は，分

布の  パーセントが  を持ち，分布の パーセントが を持つように，確

率変数 の分布を分割する．したがって，  および が
成り立つ．SRMの仮定のもと，次式が成り立つ:

CLV: 期間 にある顧客が解約するとき，それが期間の最初に発生する場合は， キャッシ
ュフローが得られ，期間の最後に発生する場合は， キャッシュフローが得られる．
を値引き率とする．任意の解約時間で，次式を用いてCLVを計算できる:

ただし，解約時間  はランダムで，したがって，CLVはある分布に従う．より大きな  の顧

客は，より大きなCLVを持つ．したがって，CLVの分布をその平均または期待値で要約でき
る．

維持率の推定: 前の節で，我々は維持率 が既知であると仮定したが，実際にはいつもそ
うとは限らない．そのため，XLSTATはデータからそれを推定することを提案する．あら
ゆる組織で，すべてではないが一部の顧客は解約をする．まだ解約していない顧客は，
打ち切られることとなる．したがって，我々は，その組織がこの顧客の解約時間をまだ
観察していないと言うことができる．

をまだ解約していない顧客の数とし，  をすでに解約した顧客の数とする．つまり，解約/
離脱時間 が観察されている．

顧客 がすでに解約している場合， を観察された離脱時間とする．つまり，顧客 は，
期間の間，アクティブであった． をまだアクティブな顧客の打ち切り時間とする． それら
の顧客では， となる．維持率は，次式を用いて推定される:

t t − 1

T P  α T α

α T ≤ P  α 1 − α T ≥ P  α

T P (T ≤ P  ) =α α P (T ≥ P  ) =α 1 − α

P  =α  

log r

log (1 − α)

t t

t − 1
d

   

CLV

CLV

=   = m ×  

t=0

∑
T−1

(1 + d)t
m

d

(1 + d)[1 − (1 + d) ]−T

=   = m ×  

t=1

∑
T

(1 + d)t
m

d

1 − (1 + d)−T

 payment: start of period 

 payment: end of period 

T T

   

E[CLV ]

E[CLV ]

=  

1 + d − r

m(1 + d)

=  

1 + d − r

m × r

 payment: period start 

 payment: period end 

r

n  0 n  1

t

i t  i i t  −i 1
C  i

T  >i C  i
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

   : 日付選択モードを変更するには，これらのボタンをクリックする．ボタンがマ
ウス・アイコンを示している場合，XLSTATはマウスで日付が選択されることを予期する．ボ
タンがリスト・アイコンを示している場合，XLSTATは利用可能な変数の一覧を表示し，それ
を選択することができる．ボタンがオレンジのペーパー・シートを示している場合，XLSTAT

は追加のボタンを表示し，フラット・ファイルからデータを選択できる ．

一般 タブ:

ARPA (Average Revenue Per Account): 収入に対応するデータを選択する．1個の列のみを選

択しなければならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプションが有効になって
いることを確認すること．

時間 (獲得/離反): 2つの列を順番に選択する: 獲得日と離反日．顧客がまだ離反していなけれ
ば，2番目の列は空欄でなければならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプショ
ンが有効になっていることを確認する．

セグメント: セグメントごとに分析を実行したい場合は，このオプションを有効にする．そし
て，各顧客がどのセグメントに属するかを示すデータを選択する．列ヘッダが選択された場

合，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

サブスクリプション期間: サブスクリプション期間を選択する．

=r̂ 1 −  

 t  +  C  

i

∑ i
i

∑ i

n  1
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

カウント名: アカウント・ラベルがある場合，このオプションを有効にする．"変数ラベル"オプ
ションが有効になっている場合，選択内にヘッダを含める必要がある． このオプションが有効

でない場合，ラベルがXLSTATによって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

セグメント・ラベル: セグメント・ラベルを選択する．このフィールドは，セグメント・オプ
ションが有効で，次のオプションの少なくとも1つが有効なときだけ利用可能 : 値引き率，固定

費またはユーザー定義維持率．

値引き率: 顧客に適用する値引き率を考慮に入れたい場合は，このオプションを有効にする．
この率は固定とみなされる．セグメント・オプションが有効であれば，セグメントごとに1個
の値を選択し，行がセグメント・ラベルと同じ順序でることを確認すること．

固定費: CLVの計算の際，生成される収入から任意の固定運用コストを差し引きたい場合は，こ
のオプションを有効にする．複数のコストを含めるには，複数の列を選択する．セグメント・
オプションが有効であれば，セグメントごとに1個の値を選択して，行がセグメント・ラベル
と同じ順序であることを確認すること．

維持率:

推定: 入力データから維持率を推定するには，このオプションを有効にする． セグメン
ト・オプションが有効なら，維持率は各セグメントごとに推定される．

ユーザー定義: 維持率を自分で定義したい場合は，このオプションを有効にする．この率

は固定とみなされる．セグメント・オプションが有効なら，セグメントごとに1個の値を
選び，行がセグメント・ラベルと同じ順序であることを確認する．

支払い:

期間のM初: 各期間の最初に支払いが発生する場合は，このオプションを選択する．

期間のM後: 期間の最後に支払いが発生する場合は，このオプションを選択する．

出力 タブ:

記述統計: 収入変数(ARPA)の記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．
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CLV: 平均CLVを表示するには，このオプションを有効にする．セグメント・オプションが有効

なら，この値は各セグメンごとに表示する．

推定離反率: 離反率と維持率を表示するには，このオプションを有効にする．セグメント・オ
プションが有効なら，この値は各セグメンごとに表示する．

推定離脱時間: 顧客の解約時間のばらつきを素早く表示するために，離脱前の時間に関する統

計量を表示するには，このオプションを有効にする．

キャッシュフロー推移: キャッシュフロー推移を表示するには，このオプションを有効にす
る．この表の各行は，期間ごとのキャッシュフロー予測を格納する．

個人の結果: 顧客ごとのCLVを表示するには，このオプションを有効にする．

CLV予測: CLVに関するシミュレーションを行うには，このオプションを有効にする．

期間: シミュレーションを実行したい期間を選ぶ．

感度分析: CLVでの維持率の増加の影響度を表示するには，このオプションを有効にする，

チャート タブ:

セグメントあたりCLV: セグメントごとのCLVを表示するには，このオプションを有効にする．

推定離脱時間: 上記の対応する表に格納された情報を要約するチャートを表示するには，この
オプションを有効にする．

離反確率: 離反確率を時間の関数として示すチャートを表示するには，このオプションを有効

にする．

キャッシュフロー推移: キャッシュフロー推移を時間の関数として示すチャートを表示するに
は，このオプションを有効にする．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，簡単な統計量を示す．オブザベーションの数，最小値と最大値，

四分位，平均，標準偏差および分散（不偏）が，収入変数 (ARPA)について表示される．

収入変数 (ARPA) に関する箱ひげ図（box-and-whisker plots）も表示される(解説を参照)．

CLV: 平均CLVが表示される．セグメント・オプションが有効であれば，この値は，各セグメン
トについて表示する．

推定離反率: この表に離反率と維持率が表示される．セグメント・オプションが有効なら，こ
れらの値は各セグメントについて表示される．

推定離脱時間: 顧客の解約時間のばらつきを素早く可視化するために，離脱前の時間に関する
統計量が表示される．したがって，顧客の離脱時間の第1四分位，第3四分位，中央値および平

均が表示される．セグメント・オプションが有効なら，これらの値は各セグメントについて表

示される．
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キャッシュフロー推移: この表は，キャッシュフローの推移を示す．表の各行は，期間ごとの
キャッシュフロー予測を格納する．最初の行は，入力データに含まれる直近の期間に続く期間

に対応する．

個人の結果: 各顧客についてCLVが表示される．

CLV予測: 最初に記録された離反日の後，データベースに残っている顧客の平均CLVに関するシ
ミュレーションが，ユーザーによって選ばれた期間で実行される．

感度分析: CLVでの維持率の増加の影響度が表示される．考慮される変動は，推定/定義された
維持率からの5%の増加である． 表の各行は，シミュレートされた維持率に対応する．CLVお
よび離脱前の平均時間が列に表示される．

**セグメントあたりCLV**チャートは，セグメント・オプションが有効なときだけ利用可能．こ
のグラフは，各セグメントでのCLVを棒グラフで表示する．

推定離脱時間: このチャートは，上記の対応する表に含まれる情報を棒グラフで要約する．

離反確率: 離反確率を時間の関数で示すチャートを表示するには，このオプションを有効にす
る．

キャッシュフロー推移: キャッシュフロー推移を時間の関数で示すチャートを表示するには，
このオプションを有効にする．

事例  

An example showing how to use the 顧客生涯価値 の使用法を示す事例が，Addinsoftのウェブ
サイトにある:

<https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの顧客の生涯価値チュートリアル?language=ja

参考文献  

Phillip E. Pfeifer, Mark E. Haskins and Robert M. Conroy. Customer Lifetime Value,
Customer Profitability, and the Treatment of Acquisition Spending. Journal of Managerial Issues,
Vol. 17, No. 1 (Spring 2005), pp. 11-25.

Malthouse, Edward C. (2013). Segmentation and Lifetime value Models Using SAS®. Cary,
NC: SAS institute Inc.
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顧客長期価値 (CLTV)  
注文履歴に基づく顧客の長期価値（CLTV: customer long-term value）は， 顧客から得られる
キャッシュフローを推定し，獲得後どれだけの期間彼らを保持できるかを推定することを助け
る．またこれは，顧客のライフサイクルをよりよく理解し，高い離反リスクの期間を識別し，
拡張された期間で顧客から生成される利益の推定を提供する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

顧客のライフタイムの間に彼らからどれだけの利益が期待できるか? そして，リテンション(維
持）率の増加が将来の利益にどのように影響するか? これらは，CLVが回答できる最も一般的

な質問である．

顧客のライフタイムの間のイベント（解約）の分布はどうか? または，いつ顧客が離反しそう
か? これらは，このモジュール(CLTV) が回答を支援できる質問の一部である．

顧客長期価値 (CLTV: Customer Long-term Value):

顧客生涯価値 (CLV: Customer Lifetime Value) は，ある顧客とその会社の間の関係性に起因する
将来のキャッシュフローの現在価値として定義される．

ここで，実装されるモデルは，一般維持モデル(GRM: General Retention Model)であり，この
モデルは，単純な維持モデルなので（解説を参照），契約の状況にある顧客に対して適してい
る．

単純維持モデル(SRM: simple retention mode) は，維持率が時間に沿って一定であることを仮

定する．しかし，多くの場合，常に一定であるわけではない．たとえば，電話会社やインター
ネット・サービス・プロバイダーは一般的に，数か月の無料アクセスまたは数か月の低料金で
その後価格を上げるプランを提供している．このような場合，最初は維持率が高く，デスカウ
ント期間が終了すると落ちることになる．

一般維持モデル (GRM) は，維持率 が時間とともに変化し，キャッシュフロー が解約の時間

に従属することを可能にして，SRMを拡張している．

しかしながら，我々はまだ，ある期間 に顧客がサブスクリプションを解約するというイベント
が，他の期間にその顧客が解約するというイベントとは独立であることを仮定している．

SRMとは反対に，そこでは一定の維持率により永続的にCLVを推定でき，ここでは注文履歴で
観察できるものから CLVを推定する．もし顧客の履歴が10年拡張されると，モデルは顧客の履

r m

t
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歴に基づいて，10年間CLVの推定を産出できるようになる．

CLTVの計算に一般維持モデル (GRM) を使用 :

このモデルを実装するために，我々は生存時間分析，とくに生命表分析（手法の 解説 を参

照）に関係する手法を用いる．

維持関数: 維持関数に対応する生存時間関数は，各期間  で顧客が  期間まで維持さ
れる確率を与える．

 を"その顧客が期間 で維持されている"というイベントとする，独立性を利用して，次式が
成り立つ:

この推論を最初の  期間に拡張して，上記の維持関数を得る:

離反関数が に一致することに注意．

確率密度関数: 確率密度関数は，ある顧客が，最初の  期間の間維持されて，期間

に解約する確率を与える．次式が成り立つ:

ハザード率: を時間 でのハザード率とする．これは，その顧客がすでに解約している
と仮定して，時間 に解約する条件付き確率である:

ハザード率は必ずしも確率ではないことに注意．ただし，ここでは離散時間区間を考慮するの
で，そうなる．

CLVの計算: を時間 でのキャッシュフロー（最終的な割引を含む）とする．時間

で解約する顧客では，我々は を用いる．ここで我々は，
の期待値を求めたい．

生存時間関数 の値が既知であるタイムスロット（時間枠）は有限であるので，我々は長期

価値について議論する．これは顧客長期価値の項CLTVを説明する．

t t − 1

R  t t

P (R  R  ) =1 ⋂ 2 P (R  ) ×1 P (R  ) =2 r  ×1 r  2

t − 1

S(t) = P (T ≥ t) =  r  

i=1

∏
t−1

i

1 − S(t)

t − 1 t

f(t) = P (t = T ) = S(t)(1 − r  ) =t S(t) − S(t + 1)

π  t t

t

π  =t P (T = t∣T ≥ t) =  ≃
S(t)

P (T = t)
1 − r  t

m  t t

T = t CLV =  m  ∑t=0
t−1

i

CLV (T )

E[CLV (T )] =  m  S(t)
t=1

∑
∞

t−1

S(t)
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

   : 日付選択モードを変更するには，これらのボタンをクリックする．ボタンがマ
ウス・アイコンを示している場合，XLSTATはマウスで日付が選択されることを予期する．ボ
タンがリスト・アイコンを示している場合，XLSTATは利用可能な変数の一覧を表示し，それ
を選択することができる．ボタンがオレンジのペーパー・シートを示している場合，XLSTAT

は追加のボタンを表示し，フラット・ファイルからデータを選択できる ．

一般 タブ:

ARPA (Average Revenue Per Account): 収入に対応するデータを選択する．1個の列のみを選

択しなければならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプションが有効になって
いることを確認すること．

時間 (獲得/離反): 2つの列を順番に選択する: 獲得日と離反日．顧客がまだ離反していなけれ
ば，2番目の列は空欄でなければならない．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプショ
ンが有効になっていることを確認する．

セグメント: セグメントごとに分析を実行したい場合は，このオプションを有効にする．そし
て，各顧客がどのセグメントに属するかを示すデータを選択する．列ヘッダが選択された場

合，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

サブスクリプション期間: サブスクリプション期間を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

カウント名: アカウント・ラベルがある場合，このオプションを有効にする．"変数ラベル"オプ
ションが有効になっている場合，選択内にヘッダを含める必要がある． このオプションが有効

でない場合，ラベルがXLSTATによって自動で生成される(Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

セグメント・ラベル: セグメント・ラベルを選択する．このフィールドは，セグメント・オプ
ションが有効で，次のオプションの少なくとも1つが有効なときだけ利用可能 : 値引き率，固定

費またはユーザー定義維持率．

値引き率: 顧客に適用する値引き率を考慮に入れたい場合は，このオプションを有効にする．
この率は固定とみなされる．セグメント・オプションが有効であれば，セグメントごとに1個
の値を選択し，行がセグメント・ラベルと同じ順序でることを確認すること．

固定費: CLVの計算の際，生成される収入から任意の固定運用コストを差し引きたい場合は，こ
のオプションを有効にする．複数のコストを含めるには，複数の列を選択する．セグメント・
オプションが有効であれば，セグメントごとに1個の値を選択して，行がセグメント・ラベル
と同じ順序であることを確認すること．

支払い:

期間の開始: 支払いが各期間の最初に発生する場合は，このオプションを選択する．

期間の終了: 支払いが各期間の最後に発生する場合は，このオプションを選択する．

出力 タブ:

記述統計: 収入変数 (ARPA) の記述統計および顧客アクションの要約（観察された顧客の数，失

った顧客の数，有効な解約日のない顧客の数）を表示するには，このオプションを有効にす
る．

CLV:平均CLVを表示するには，このオプションを有効にする．**セグメント**オプションが有

効であれば，各セグメントについて，この値が表示される．

顧客生涯分析: 顧客ライフサイクル分析タブを表示するには，このオプションを有効にする．
セグメント・オプションが有効なら，これらの値は各セグメントについて表示される．2つの
オプションから選ぶことができる:

要約 : 顧客ライフサイクルのレジュメを表示したい場合は，このオプションを有効にす
る．
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完全 : 顧客ライフサイクルに関するより深い結果を表示したい場合は，このオプションを
有効にする．

顧客長期価値(CLTV)の推移: 各期間についてCLVと関連する期間までの累積CLVに一致する
CLTVを表示するには，このオプションを有効にする．

セグメント比較: **セグメント**オプションが有効であれば， セグメントの累積維持関数の比較

を実行するために，このオプションを有効する．

チャート タブ:

セグメントあたりCLV: セグメントごとCLVグラフをダイアグラムとして表示するには，このオ
プションを有効にする．

維持関数: 累積維持関数の時間的推移を示すチャートを表示するには，このオプションを有効

にする．

確率密度: 確率密度の変動を時間の関数として示すチャートを表示するには，このオプション
を有効にする．

ハザード率: ハザード率を時間の関するとして示すチャートを表示するには，このオプション
を有効にする．

顧客長期価値(CLTV)の推移: CLTVの時間的推移を示すチャートを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

セグメント比較: セグメント と セグメント比較 オプションが有効であれば，さまざまなセグメ
ントの維持，密度およびハザード曲線を比較するチャートをそれらが選択されている限り表示

するには，このオプションを有効にする．

打ち切りデータが観察された期間は，チャート上で"+"で識別されることに注意．

結果  

記述統計: 記述統計の表は，簡単な統計量を示す．オブザベーションの数，最小値と最大値，

四分位，平均，標準偏差および分散（不偏）が，収入変数 (ARPA)について表示される．顧客

アクションの要約（観察された顧客数，失われた顧客数，有効な離反日を持たない顧客の数）

も表示される．

収入変数 (ARPA) に関する箱ひげ図（box-and-whisker plots）も表示される(解説を参照)．

CLV: 平均CLVが表示される．セグメント・オプションが有効であれば，この値は，各セグメン
トについて表示する．

セグメントあたりCLV チャートは，セグメント・オプションが有効であるときのみ利用可能で
ある．このグラフは，各セグメントのCLVを棒グラフで表示する．

顧客生涯分析: このタブでは，次の結果が表示される:

要約:
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期間: 時間区間．

顧客数: 時間区間で維持されている顧客の数．

損失数: 時間区間で失われた顧客の数．

打ち切り: 調査の終了日である期間の終了時点での顧客数．

リスクで有効: 区間の開始時にリスクにさらされていた顧客の数から、時間区間中

に打ち切られた個人の半分を引いたもの．

維持率: 時間区間中に残っている顧客の比率．

離反率: 時間区間中に失われた顧客の比率．

完全 : 顧客ライフサイクルに関するより深い結果を表示したい場合は，このオプションを
有効にする．

累積維持関数: 顧客が少なくとも考慮された時間区間まで顧客であり続けなければならな
い確率．

累積離反率: 考慮された時間区間までの累積離反率．

確率密度: 区間の中点で推定された密度関数．

ハザード率: 区間の中点で推定されたハザード率．

中央維持時間: 実験開始時の余命の中央値とその標準誤差を示す表。 この統計は、顧客の半数

が"失敗"するまでの残り時間を評価でき、生命表分析の重要な結果の1つである．

セグメント オプションが有効であれば，各セグメントについてこれらの値が表示される．

セグメント比較: この表に，さまざまなセグメントの累積維持関数の比較がある．

この表は3種類の検定の統計量を表示する: Log-rank検定，Wilcoxon検定， Tarone Ware検定．

これらの検定は，カイ2乗検定に基づいている．対応するp値が低いほど，セグメント間の差が
より有意である．

If the p-value obtained by the log-rank検定で得られるp値が  しきい値で有意であれ
ば，セグメントで多重対比較検定が実行される．我々は，Bonferroni検定からの派生で，特定

の状況でより有効なDunn-Sidak検定を実行する．

ただし，  はセグメントの数．

セグメント比較 (チャート): 選択されたオプションに応じて，各グループに1個の曲線で3
個までのチャートが表示され: 累積維持関数，確率密度関数，ハザード率関数．

事例  

α = 5%

α =′ 1 − (1 − α) .1/g

g
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顧客長期価値 の使用法を示す事例がAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの顧客長期価値-CLTV-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Phillip E. Pfeifer, Mark E. Haskins and Robert M. Conroy. Customer Lifetime Value,
Customer Profitability, and the Treatment of Acquisition Spending. Journal of Managerial Issues,
Vol. 17, No. 1 (Spring 2005), pp. 11-25.

Malthouse, Edward C. (2013). Segmentation and Lifetime value Models Using SAS®. Cary,
NC: SAS institute Inc.

Brookmeyer R. and Crowley J. (1982). A confidence interval for the median survival time.
Biometrics, 38, 29-41.

Elandt-Johnson R.C. and Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. John
Wiley & Sons, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E9%95%B7%E6%9C%9F%E4%BE%A1%E5%80%A4-CLTV-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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コンジョイント分析  
コンジョイント分析のための実験計画法  
完全プロファイルに基づく伝統的なコンジョイント分析のための実験計画を生成するには，こ
のツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コンジョイント分析の原理は，製品の集合（プロフィルとも言われる）を個人に提示して，そ
れらを順位づけ，評点，または選択して貰うことである．

"理想の"分析では，個人はすべての可能な製品をテストするべきである．しかし，それはすぐ
に不可能となる；各人のキャパシティは限られており，属性の数によって組み合わせの数が急

速に増大する（3つのカテゴリでそれぞれ5つの属性 を調査したい場合，それはすでに243 とお
りの製品を意味する）．したがって，我々は統計的特性をよく保持しながら，受け入れられや
すい数のプロファイル数を得るために，実験計画法を使用する．

XLSTATは，複数の固有な計画を生成することができ，大勢の人々にインタビューする場合，

とくに利点がある．さまざまな生み合わせの数が多いほど，効果の分析において，分析計画が
より頑健(ロバスト）になる．

XLSTAT-Conjoint は，2種類のコンジョイント分析の手法を含む：完全プロファイル分析および
選択ベース・コンジョイント (CBC) 分析．

完全プロファイル・コンジョイント分析

コンジョイント分析の最初のステップは，製品を記述する複数の要因の選択である．これらの
要因は，質的でなければならない．たとえば，市場へ新製品を投入しようとする場合，差別化

要因として，価格，品質，耐久性などを選ぶことができ，各要因について，我々はいくかのカ
テゴリ（異なる価格，異なる寿命...）を定義しなければならない．この最初のステップは決定

的なので，調査する市場のエキスパートと一緒に行われるべきである．
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この最初のステップを完了すると，コンジョイント分析の目的は，選択のメカニズムを理解す
ることである．人々がなぜ他の中からその製品を選ぶのか? この疑問に答えるために，我々は
（調査する要因の異なるカテゴリを組み合わせて）複数の製品を提案する．我々は可能なすべ
ての製品を提示することはできないので，製品を評点または順位づけする人々にそれらを提示

する前に，実験計画法を用いて製品を選択する．

完全プロファイル法は，コンジョイント分析の最も古い手法である．これは，インタビューさ
れる個人が順位づけまたは評点する有限個の完全プロファイルを含む実験計画を構築しようと
する．

完全プロファイル法は，コンジョイント分析の最も古い手法である；各個人がインタビューさ
れて，順位づけまたは評点する有限数の完全プロファイルを実験計画を構築しよとする．

XLSTAT-Conjoint は，回答者に提示されるプロファイルを生成するために，一部実施要因計画

（fractional factorial designs）を用いる． 利用可能な計画がない場合，XLSTAT-Conjoint は，
D-最適計画を探索するアルゴリズムを使用する（XLSTAT-DOEモジュールの解説を参照)．

伝統的なコンジョイント分析の一部として，いくつかの完全プロファイルの評点または順位づ
けに基づいてアンケート調査が用いられる．

ユーザーは，ユーザーの製品に関する興味の属性およびそれらの属性に関連するカテゴリを選

択しなければならない．そして，XLSTAT-Conjointは，各回答者によって順位づけ/評点される
べきプロファイルを生成する．

禁止された組み合わせ

一部の実験計画では，カテゴリの組み合わせが実行不可能な場合がある．これはさまざまな理

由による：設備，製品，… これらの場合，これらの禁止された組み合わせを示すことが可能

で，生成された実験計画は，考慮に入れられない．

禁止された組み合わせてを追加するように選ぶと，生成される計画は，最適化された計画であ
ることが不可欠である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

分析名: 実行したい分析の名前を入力する．

因子/カテゴリの表: 因子とそれらのモダリティの名前を格納する表を入力する．

プロファイルのM大数: 個人に提示されるべきプロファイルの最大数を入力する．

回答数: コンジョイント分析に回答する個人の期待数を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

オプション タブ:

計画の数: 複数の計画を生成したい場合は，このオプションをチェックする．

計画ごとの回答者: 計画ごとの回答者の数を含む，計画の数のサイズのベクトルを入力す
る．

禁止された組み合わせ: 禁止された組み合わせを入力したい場合は，このオプションをチェッ
クする．

実験計画法: 実験計画の生成は，一部実施要因計画またはD-最適計画を用いて自動で行われる
（XLSTAT-DOE モジュールのスクリーニング計画の節を参照)．

初期パーティション: XLSTAT-Conjointは，無作為初期パーティションを用いる．計画を得るた
めにいくつの繰り返しが必要かを決定できる．XLSTAT-Conjointは，得られた計画のベストを
選ぶ．

停止条件: 計画を得るための繰り返しの数と収束基準を修正できる．

出力 タブ:

M適化の概要: 計画を生成するための最適化の要約を表示するには，このオプションを有効に
する．
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個人シートを印刷: 各回答者の個人シート（個票）を印刷するには，このオプションを有効に
する．各シートは，生成されたすべてのプロファイルを含む．回答者は，生成されたプロファ
イルに関連する評点または順位を表の最後の列に記入する．2つの割り当てオプションがあ
る； 固定オプションは，すべての個人に対して同じ順序でプロファイルを表示する；無作為オ
プションは，ランダムな（回答者ごとに異なる）順序でプロファイルを表示する．

参照を含む: メイン・シートと個人シートの間の参照を含ませるには．このオプションを有効

にする．個人が個人シートで彼の選んだ評点/順位を入力するとき，その値が自動的に分析のメ
イン・シートに表示される．

禁止された組み合わせダイアログ・ボックス:

このダイアログ・ボックスは，禁止された組み合わせを選択できるようにする．これを行うた
めに，左側の部分で禁止されたモダリティの組み合わせを選択して，追加ボタンをクリックす
る．すると，右側の部分にその組み合わせが表示される．組み合わせをクリックして消去ボタ
ンをクリックして，選択された1つまたは複数の組み合わせを削除することが可能．禁止され
た組み合わせを選択すると，OKボタンをクリックする．

コンジョイント分析の設計ダイアログ・ボックス:

実験計画の選択: このダイアログ・ボックスは，使用したい実験計画を選択できる．一部実施

要因計画の一覧が，生成されるべき計画への個別の距離とともに提示される．特定の計画を選

択する場合は， “選択”をクリックすると，コンジョイント分析に選択された計画が現れる．ニ
ーズにあった計画がない場合は，“最適化” ボタンをクリックすると，アルゴリズムが選択され
た要因に正確に対応する計画を作成する．

結果  

変数情報: この表は，使用した要因に関するすべての情報を表示する．

禁止された組み合わせ情報: この表は，選択されたすべての禁止された組み合わせを表示す
る．

コンジョイント分析の設計: この表は，生成されたプロファイルを表示する．各個人回答者に
関連する空のセルも表示される． “個人シートを印刷” および “参照を含む” オプションが有効に
なっていた場合，個人シートへの参照による数式が空のセルに含まれる．

分析を実行: コンジョイント計画に個人の回答を記入すると，“分析を実行”ボタンをクリックし
て，インタフェースが自動で立ち上がり，コンジョイント分析を実行することができる．

M適化の概要: この表は，D-最適計画の探索が選択された場合，最適化プロセスの詳細を表示

する．

個人 _Res シート: “個人シートを印刷” オプションが有効な場合，これらのシートは，分析名，

個人の番号，評点/順位づけされるべきプロファイルに関連する表を含む．個人回答者は，この
表の最後の列を記入する．
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事例  

完全プロファイル・ベースのコンジョイント分析の事例が， Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの禁止された対のあるコンジョイント分析?language=ja

参考文献  

Green P.E. and Srinivasan V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New Developments with
implication for research and practice. Journal of Marketing, 54 (4), 3-19.

Gustafson A., Herrmann A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. Method and
Applications, Springer.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%AF%BE%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
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選択型コンジョイント分析の設計  
選択型コンジョイント分析 (CBC)のための実験計画を生成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コンジョイント分析の原理は，製品の集合（プロフィルとも言われる）を個人に提示して，そ
れらを強調，分類，または選択して貰うことである．

"理想の"分析では，個人はすべての可能な製品をテストするべきである．しかし，それはすぐ
に不可能となる；各人のキャパシティは限られており，属性の数によって組み合わせの数が急

速に増大する（3つのカテゴリでそれぞれ5つの属性 を調査したい場合，それはすでに243 とお
りの製品を意味する）．したがって，我々は，良好な統計的特徴を保持しながら，判定される
プロファイルが受け入れ可能な数になるように実験計画法を用いる．

XLSTAT-Conjoint は，2種類のコンジョイント分析の手法を含む：完全プロファイル分析および
選択型コンジョイント (CBC) 分析．

選択型コンジョイント分析 (CBC)

選択型コンジョイント(CBC: choice based conjoint) 分析の原理は，プロファイルのグループの
選択に基づく．個人回答者は，製品を評点または順位づけする代わりに，提示された複数の製

品群の間で選択をする．

CBC のプロセスは，プロファイルの比較に基づく．これらのプロファイルは，完全プロファイ
ル・コンジョイント分析と同じ手法を用いて生成される．そして，これらのプロファイルは，
多数の（固定サイズの）比較グループの中に一緒に置かれる．そして，個人回答者は，比較の
中に含まれる他のプロファイルと比較して，彼が選択するであろうプロファイルを選ぶ．

この統計的プロセスは， 2つのステップに分かれている：

一部実施要因計画または D-最適計画が，プロファイルを生成するために用いられる．

プロファイルが生成されると，不完備型ブロック計画を用いて，比較グループの中に割

り当てられる．
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コンジョイント分析に最初のステップは，製品を記述する複数の要因の選択が必要である．こ
れらの要因は，質的でなければならない．たとえば，市場へ新製品を投入しようとする場合，

差別化要因として，価格，品質，耐久性などを選ぶことができ，各要因について，我々はいく
かのカテゴリ（異なる価格，異なる寿命...）を定義しなければならない．この最初のステップ
は決定的なので，調査する市場のエキスパートと一緒に行われるべきである．

この最初のステップを完了すると，コンジョイント分析の目的は，１つの製品が他の中から選

ばれるメカニズムを理解することである．個人回答者にすべてのプロファイルを提示して，そ
れらを評点または順位づけして貰う代わりに，CBC はプロファイルのいくつかを比較した後の
選択に基づく．プロファイルのグループが個人回答者に提示されて，彼らはどのプロファイル
を選びそうかを示す（XLSTAT-Conjointでは非選択オプションも可能)．

この手法は，２つの実験計画，比較されるべきプロファイルを選択するための一部実施要因計

画，および提示されるべき比較を生成するための不完備型ブロック計画を組み合わせている．
これらの手法のより詳細は，DOEモジュールのスクリーニング計画を参照． XLSTAT-Conjoint
は，個人回答者が提示されたプロファイルのどれも選ばない場合，非選択オプションを追加す
ることができる． XLSTAT-Conjointは，CBC 分析の全体表を得ることができるが，各回答者お
よび各比較に関する個別表を別々のExcelシートに得ることもできる．回答者が個人シートでプ
ロファイルを選択するときに，メインの表にそれが直接レポートされるように，参照を含める
こともできる．

禁止された組み合わせ

一部の実験計画では，カテゴリの組み合わせが実行不可能な場合がある．これはさまざまな理

由による：設備，製品，… これらの場合，これらの禁止された組み合わせを示すことが可能

で，生成された実験計画は，考慮に入れられない．

禁止された組み合わせてを追加するように選ぶと，生成される計画は，最適化された計画であ
ることが不可欠である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．   : データ選択

モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウス・アイコンを示している
なら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタンがリスト・アイコンを示

しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタンがオレンジのシートを示

しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択できるように追加のボタンを

表示する ．

一般 タブ:

分析名: 実行したい分析の名前を入力する．

因子/カテゴリの表: 因子とそれらのモダリティの名前を格納する表を入力する．

プロファイルのM大数: 個人に提示されるべきプロファイルの最大数を入力する．

回答数: コンジョイント分析に回答する個人の期待数を入力する．

比較のM大数: 個人回答者に提示するべき比較の最大数を入力する．この数は，プロファイル
の数よりも大きくなければならない．

比較ごとのプロファイル数: 比較ごとのプロファイル数を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

オプション タブ:

計画の数: 複数の計画を生成したい場合は，このオプションをチェックする．

計画ごとの回答者: 計画ごとの回答者の数を含む，計画の数のサイズのベクトルを入力す
る．
計画ごとの比較: 計画ごとの比較の数を含む，計画の数のサイズのベクトルを入力する．

禁止された組み合わせ: 禁止された組み合わせを入力したい場合は，このオプションをチェッ
クする．

実験の計画:

D-最適計画: D-最適計画を生成するには，このオプションを選択する．この計画は，選択

された因子に正確に対応する（より詳細はヘルプの因子効果の計画の章を参照）．

直交計画: ユーザー―が入力したパラメータに近く，XLSTATデータベースに存在する直

交計画を見つけるには，このオプションを選択する．
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停止条件: 計画を得るための繰り返しの数と収束基準を修正できる．

出力 タブ:

M適化の概要: 計画を生成するための最適化の要約を表示するには，このオプションを有効に
する．

Burt 表: 実験計画のBurt表を表示するには，このオプションを有効にする．

エンコードされた計画: d-最適計画の場合，エンコードされた計画を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

個人シートを印刷: 各回答者の個人シート（個票）を印刷するには，このオプションを有効に
する．各シートは，各比較の表を含む．回答者は，各表の下部のボックスに，彼が選ぶプロフ
ァイルに関連づけられたコードを入力する． 2つの割り当てオプションがある；固定オプショ
ンは，すべての個人に対して同じ順序で比較を表示する；無作為オプションは，ランダムな
（回答者ごとに異なる）順序で比較を表示する．

参照を含む: メイン・シートと個人シートの間の参照を含ませるには．このオプションを有効

にする．個人が個人シートで彼の選んだ評点/順位を入力するとき，その値が自動的に分析のメ
イン・シートに表示される．

非選択オプションを含む: 個人シートで各比較に関する非選択オプションを含めるには，この
オプションを有効にする．

禁止された組組み合わせ ダイアログ・ボックス:

このダイアログ・ボックスは，禁止された組み合わせを選択できるようにする．これを行うた
めに，左側の部分で禁止されたモダリティの組み合わせを選択して，追加ボタンをクリックす
る．すると，右側の部分にその組み合わせが表示される．組み合わせをクリックして消去ボタ
ンをクリックして，選択された1つまたは複数の組み合わせを削除することが可能．禁止され
た組み合わせを選択すると，OKボタンをクリックする．

コンジョイント分析の設計 ダイアログ・ボックス:

実験計画の選択: このダイアログ・ボックスは，使用したい実験計画を選択できる．一部実施

要因計画の一覧が，生成されるべき計画への個別の距離とともに提示される．特定の計画を選

択する場合は， “選択”をクリックすると，コンジョイント分析に選択された計画が現れる．

結果  

変数情報: この表は，使用した要因に関するすべての情報を表示する．

禁止された組み合わせ情報: この表は，選択されたすべての禁止された組み合わせを表示す
る．

プロファイル: この表は，実験計画法ツールを用いて生成されたプロファイルを表示する．
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コンジョイント分析の設計: この表は，回答者に提示される比較を表示する．各行は，プロフ
ァイルの比較に関連する．行の番号は，プロファイル表のプロファイル番号に関連する．各個

人回答者に関連する空のセルも表示される．回答者は，選択に関連するコードを入れなければ
ならない（比較ごとのプロファイル数に1，または選択オプションが選択されていない場合は
0)．

分析を実行: コンジョイント計画に個人の回答を記入すると，“分析を実行”ボタンをクリックし
て，インタフェースが自動で立ち上がり，選択に基づくコンジョイント分析を実行することが
できる．

エンコードされた計画 : この表は，エンコードされた実験計画を示す．この表は，d-最適実験

計画の場合にのみ表示される．

Burt 表: Burt表は，対応するオプションがダイアログ・ボックスで有効にされた場合にのみ表

示される．続く**3D棒グラフ**は，この表のグラフィカルな可視化である．

M適化の概要: この表は，D-最適計画の探索が選択された場合，最適化プロセスの詳細を表示

する．

個人 _Res シート: “個人シートを印刷” オプションが有効な場合，これらのシートは，分析名，

個人の番号，評点/順位づけされるべきプロファイルに関連する表を含む．個人回答者は，この
表の最後の列を記入する．

事例  

選択型コンジョイント(CBC) 分析の事例が，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの選択型コンジョイント -CBC-チュートリアル ?
language=ja

References  

Green P.E. and Srinivasan V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New Developments with
implication for research and practice. Journal of Marketing, 54 (4), 3-19.

Gustafson A., Herrmann A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. Method and
Applications, Springer.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-CBC-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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コンジョイント分析  
完全プロファイル・コンジョイント分析を実行するには，このツールを使用する．このツール
は， XLSTAT-Conjoint モジュールに含まれる；これは，XLSTAT-Conjointで生成されたコンジ
ョイント分析のための実験計画に適用されなければならない．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コンジョイント分析は，競争環境における新製品の分析のための包括的な手法である．

このツールは，人々の標本から回答を収集した後，得られた結果を分析するステップを実行で
きる．それは属性が定義され，計画が生成され，個人の回答が収集された後の4つの分析ステ
ップである． 完全プロファイル・コンジョイント分析は，異なる特徴を持つ製品を提示するプ
ロファイルの評点または順位づけに基づく．これらの製品は実験計画法を用いて生成され，現

実であっても仮想であってもかまわない．

分析は，2つの統計手法を用いて行われる：

- 通常の 最小2乗法(OLS)に基づく分散分析．

- 分散分析をよりよく修正するために応答の単調変換を用いる(Kruskal, 1964) 単調分散分析

(MONANOVA)．

これらアプローチは，XLSTATのマニュアルの"分散分析" と "単調回帰 (MONANOVA)" の章に
詳しく説明がある．

したがって，コンジョイント分析は，各個人について，各カテゴリに関連づけられた部分効用

（partial utilities）と呼ばれるものを提供する．これらの効用値は，製品選択のプロセスでの各

モーダリティの影響度の大まかな把握を提供する．

効用値に加えて，コンジョイント分析は，各変数に関する重要度を提供する．これは，各個人

に関連づけられた選択プロセスで，各変数がどれだけ重要であるかを示す．

完全プロファイル・コンジョイント分析は，結果の均質性を保持すして，各個人に関する結果

を別々に詳述する．

XLSTAT-Conjoint は，個人の分類を作成することも提案する．効用値を用いて， XLSTAT-
Conjointは，分析するこができて，さらなる研究に便利な個人のクラスを得る．XLSTAT-
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Conjointで使用する分類手法は， 凝集型階層クラスタリング（XLSTATマニュアルのこのテー
マの章を参照)および k-means 法（XLSTATマニュアルのこのテーマの章を参照)である．

データのタイプ

XLSTAT-Conjoint は，コンジョイント分析のために，順位づけと評点の2種類の入力データが可

能である．扱い方が若干異なるので，データのタイプを指定しなければならない．

実際，順位づけでは，最も良いプロファイルが最低の値を持つことになり，一方，評点では，
それは最も高い値を持つことになる．

順位づけオプションが選択された場合，XLSTAT-Conjointは，効用値を解釈しやすくするよう
に，その配置を反転させるために回答を変換する．

交互作用

交互作用は，少なくとも測定された2つの因子の間の交互作用を反映する人工的な因子（測定

されていない）を意味する．たとえば，植物の手入れをしていて，2つの異なる光の強度でテ
ストが実行されるとするなら，2つの因子間の可能性のある交互作用を同定するために使用で
きる交互作用因子treatment*lightをモデルに含めることができる．2つの因子の間に交互作用が
ある場合，我々は光が強く，手入れがタイプ2であるときの植物で有意に大きな効果を観察す
るであろう．一方，弱い光で手入れ2と強い光で手入れ1 の組み合わせでは，効果が平均的であ
る．

ここで得られている交互作用は2つの変数間の単純な乗算であるにすぎないが，線形回帰を平

行にするため，交互作用は連続の説明値の間の積に相当する．ただし，因子Aと因子Bとの間の
交互作用を表現する表記法は，A*Bである．

モデル中で使用する交互作用は， XLSTATで簡単に定義できる．

制約

計算の際，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全分離表である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す： g 個のカテゴリがある場合，副行列の階は g ではなく g-1である．これは，副行列の1つの
列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後でしようとしている解釈によ
って複数の戦略がある:

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．この場合，モデルの定数は，グループ 1での従属変数の平均に等

しくなる．

2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する． この場合，モデルの定数は，グループ gでの従属変数の平均に等

しくなる．

3) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．この選択は，計画がバランスしていると
き，モデルの定数が従属変数の平均に等しくなるように強制する．
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注意: 強制の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には影響し
ない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データを自動で読み込む {: width="25" height="25": コンジョイント分析を実行するには，2
つのデータ表を読み込む必要がある：個人の回答の表とさまざまなプロファイル（回答者が評

価する製品）を格納する表．XLSTATで実験計画が生成された場合， 2つの表を自動で読み込む
ことができる．それをするには，“マジック・スティック” ボタンをクリックして，XLSTATで
生成された計画を格納するシート内のセルのどれかを選択する．データを正しく読み込むため
に， XLSTATで生成された計画を格納するシートを手動で修正していない（行や列を追加して
いない）ことがとても重要である．また手動でデータを読み込むこともできる．

回答: 回答者によって与えられた回答を選択する．ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプ
ションが有効であることを確認すること．この選択は，XLSTAT-Conjointの“コンジョイント分

析の設計”ツールで生成されたコンジョイント分析計画表の右側部分に対応する．

応答タイプ: 回答者によって与えられた回答のタイプ（評点または順位づけ）を選択する．

プロファイル: 生成されたプロファイルを選択する．ヘッダが選択された場合， "変数ラベ
ル"オプションが有効であることを確認すること．この選択は， XLSTAT-Conjointの“コンジョ
イント分析の設計”ツールで生成されたコンジョイント分析計画表の左側部分に対応する．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択（データ，グループ）の最初の行がラベルを含む場合は，このオプションを
チェックする．

プロファイル重み: プロファイル重みがある場合は，このオプションを有効にする．そして，
対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効にされている場合，選択にヘッダ
を含める必要がある．

オプション タブ:

手法: 推定のために使用する手法を選択してください．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大の交互作

用水準（1から 4の間の値）を入力してください．

許容度: OLS 回帰の計算アルゴリズムが，値が一定の変数，またはモデルにすでに使用されて
いる他の変数と相関しすぎている変数を考慮に入れることを避けるようにするには，このオプ
ションを有効にしてください（デフォルトは0.0001）．

信頼区間 (%): さまざまな検定に使用したり，パラメータと予測値の信頼区間を計算するための
信頼区間のパーセンテージ範囲を入力してください．デフォルト値は95．

制約: 各オプションの詳細は，解説のページにある．

a1 = 0: 各要因の最初のカテゴリのパラメータが 0に設定されるようにするには，このオ
プションを選ぶ．

an = 0: 各要因の最後のカテゴリのパラメータが 0に設定されるようにするには，このオ
プションを選ぶ．

Sum (ai) = 0: 各要因について，さまざまなカテゴリに関連づけられたパラメータの合計

が0に設定される．

セグメンテーション: XLSTAT-Conjoint が個人に部分効用値に基づくクラスタリング手法を適用

するようにしたい場合は，このオプションを有効にする．2つの手法があります：凝集型階層

クラスタリングと k-means クラスタリング．

クラスの数: k-meansのアルゴリズムが作成するクラスの数を入力する．

打ち切り: XLSTATに**自動**で打ち切りレベル，したがって保持するクラスの数を定義さ
せたいか，作成する**クラスの数**をユーザーが定義したいか，またはデンドログラムが
打ち切られる**レベル**を定義したい場合は，このオプションを有効にする．
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停止条件: MONANOVAアルゴリズムの繰り返し数と収束基準を修正できる．

欠損値 タブ:

回答者の回答を除去: 1つまたは複数の欠損値を持つ回答者のすべての回答を除去するには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応するプロファイルについて回答者の評価の平均を用いて，欠損値

を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: 対応するプロファイルについて最近接回答者の評価を用いて，その回答者の欠損

値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

適合度統計: モデルの適合度の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type III 分析: type III分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

効用チャート: 平均効用のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

重要度チャート: 平均重要度のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする： * 標準化係数: モデ
ルの標準化パラメータを信頼区間つきでグラフ上に表示するには，このオプションを有効にす
る．

変換プロット: 応答プロットの単調変換を表示するには，このオプションを有効にする．

デンドログラム: デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

水平 : 水平のデンドログラムを表示するにはこのオプションを有効にする．

垂直 : 垂直のデンドログラムを表示するにはこのオプションを有効にする．

すべて : 完全なデンドログラム（すべてのオブジェクトが提示される）を表示するには，
このオプションを有効にする．
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打ち切り : 打ち切られたデンドログラム（打ち切りの水準で開始するデンドログラム）を
表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル : デンドログラムにオブジェクト・ラベル（完全なデンドログラム）またはクラス
（打ち切られたデンドログラム）を表示するには，このオプションを有効にする．

色 : 完全なデンドログラムのさまざまなグループを表現するのに色を使用するには，この
オプションを有効にする．

結果  

変数情報: この表は，使用された要因に関係するすべての情報を表示する．

効用（個票データ）: この表は，各回答者での要因の各カテゴリに関連づけられた効用値を表

示する．.

標準偏差の表 : この表は，各効用および各回答者の標準偏差をモデル誤差とともに表示する．
マーケット・シミュレーションにはRFC-Bolseアプローチを適用すると役に立つ（コンジョイ
ント分析のシミュレーションの節を参照）．

効用（記述統計）: この表は，要因の各カテゴリに関係する偏効用の最小，最大，標準誤差を
表示する。

重要度（個票データ）: この表は，各回答者での分析の各要因の重要度を表示する．

重要度（記述統計）: この表は，分析の格要因の重要度の最小，最大，標準誤差を表示する．

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算の中で使用されるオブザベーションの数．下記の式では， n がオ
ブザベーションの数．

重みの合計: 計算で使用されるオブザベーションの重みの合計．下記に示す式では，W が
重みの合計．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

: モデルの決定係数．この値は，0 から 1の値を取り，モデルの定数がユーザーによっ
て固定されなかった場合のみ表示される．その値は次式で定義される：

 は，モデルによって説明される従属変数の変動の割合として解釈される． が 1に近いほ
ど，より良いモデルである． の問題点は，モデルを適合させるのに使用する変数の数を考慮

に入れていないことである．

修正済み : モデルの修正済み決定係数．修正済み R² は， R² がゼロに近い場合，負値

になることもある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されなかった場
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合にのみ計算される．その値は，次式で定義される：

修正済み は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差 (MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 平均2乗誤差の平方根 (RMSE)は，MSEの平方根である．

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることから，
モデルの残差が自己相関していないことを確認するために用いる．ユーザーは，残差の独立性

の仮説が受け入れられるかどうかを確認するために， Durbin-Watson 統計量の表を参照でき
る．

: Mallowsの Cp 係数を次式で定義される：

ただし，SSE は 個の説明変数によるモデルの2乗誤差の合計で，  はすべての説明変数から
なるモデルの残差の分散の推定量である． 係数が に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

Akaike (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から派生しており， Kullback および
Leiblerの測度(1951)を使用している．これは，新しい説明変数を追加してもモデルに有意な情

報量をもたらさないモデルにペナルティを課すモデル選択基準である．情報量は MSEで測定さ
れる． 目的は， AIC基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

=R̂2 1 − (1 − R )  

2

W − p − 1
W − 1

R2 R2

MSE =   w  (y  −
W − p∗

1

i=1

∑
n

i i   )ŷi
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Schwarz (1978)によって提案されたこの基準は，このように AICに似ていて， 目的はそれを最

小化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

Amemiya (1980) によって提案されたこの基準は，修正済みR²のように，モデルの節減を考慮

するために用いられる．

Press RMSE: Press（残差平方和）の統計量は，対応するオプションが有効にされた場

合のみ表示される．これは次式で定義される：

ただし， は，後者がパラメータ推定に使用されない場合のオブザベーション の予測値で
ある．そして，次式が得られる：

したがって，Pressの RMSE はRMSEと比較できる．この2つの差が大きいほど，そのモデルが
特定のオブベーションの有無に敏感であることを示す．

繰り返し: ALS アルゴリズムの収束までの繰り返し数．

適合度係数(MONANOVA): この表では， MONANOVAの場合に特化した回帰モデルの適合に関

する統計量が示される．これらの統計量は， Wilksのラムダ，Pillaiの トレース， Hotelling-
Lawlet のトレース，Roy の最大根である．これらの統計量の詳細は，条件つきロジット・モデ
ルのヘルプを参照のこと．

Type I/II/III SS(SS: Sum of Squares) オプションが有効になっている場合，対応する表が表示さ
れる．

**Type I SS**値の表は，合計2乗誤差(SSE)，平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関する確率に注目して，モデルの適合での説明変数の追加が徐々に持つ影響度を可視化す
るために用いられる． この確率が低いほど，他のすべての変数が組み込まれたモデルに対し
て，その変数の寄与率がより高い． Type I 表中の平方和は，常に合計してモデルSSになる．.
注意：モデル中で変数が選ばれる順序が得られる値に影響する．

**Type II SS**値の表は，合計2乗誤差(SSE)，平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関する確率に注目して，他のすべての変数を保持したモデルの適合度での，ある説明変数

の除去の影響度を可視化するために使用される．この確率が低いほど，他のすべての変数が組

み込まれたモデルに対して，その変数の寄与率がより大きい．注意：Type I SSとは異なり，モ
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デル中で変数が選ばれる順序は，得られる値に影響しない． Type II SS は，アンバランスな
（非釣り合い型）計画には推奨されないが，ユーザーの中にはそれらが必要な場合があるので
表示をする．これはバランスした（釣合い型）計画での Type III と同一である．

**Type III SS**値の表は，合計2乗誤差(SSE)，平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisher
の Fに関する確率に注目して，他のすべての変数を保持したモデルの適合度での，ある説明変

数の除去の影響度を可視化するために使用される．この確率が低いほど，他のすべての変数が
組み込まれたモデルに対して，その変数の寄与率が大きい．注意： Type I SSとは異なり，モ
デル中で変数が選ばれる順序は，得られる値に影響しない． Type II SSはセルごとにオブザベ
ーションの数（セルは要因のカテゴリの組み合わせを意味する）に左右されるが， Type III は
そうならないので優先される．

**分散分析表**は，説明変数の説明力を計算するために使用される．モデルの定数が任意の値

に設定されていない場合，説明変数の説明力は，最終モデルの適合（最小2乗に着目）と従属

変数の平均に等しい定数のみを含む原始的モデルの適合を比較して計算される．モデルの定数

が設定されている場合は，従属変数が設定された定数に等しいモデルに関して比較が行われ
る．

**モデルのパラメータ**表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentの t，対応する
確率，そして信頼区間を表示する． 標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重

みを比較するために用いられる．係数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みより重要にな
る．標準化係数の信頼区間が値0を含む（これは標準化係数のグラフで簡単に見ることができ
る）場合は，モデル中の変数の重みは有意でない．

**予測値と残差**の表は，各オブザベーションについて，その重み，従属変数の観察された
値，従属変数の変換された値，モデルの予測値，残差，そして信頼区間を示す．2種類の信頼

区間が表示される：平均の信頼区間（説明変数の任意の値の集合 での無限数のオブザベーショ
ンで予測がなされる場合に対応）および単独の予測値の信頼区間（説明変数の任意の値での単

独の予測値の場合に対応）．後者の区間は常に前者よりも大きく，ランダムな値がより大き
い．

続く**チャート**は，従属変数の変換を示す．

セグメンテ―ション手法が適用された場合，以下の結果が表示される：

クラス・セントロイド: この表は，さまざまなディスクリプタのクラス・セントロイド（重

心）を示する．

近接行列: この表は，回答者に関係する効用について計算された回答者間の近接度を表示す
る．

デンドログラム: 完全なデンドログラムは，オブジェクトの漸進的なクラスタリングを表示し
ます．打ち切りがリクエストされた場合，破線が実行された打ち切りの水準をマークします．
打ち切られたデンドログラムは，打ち切られた後のクラスを示します．

クラスごとの結果: 表の最初の部分に，クラスの記述統計（オブジェクト数，重みの合計，ク
ラス内分散，セントロイドとの最小距離，セントロイドとの最大距離，セントロイドとの平均

距離）を表示します．2番目の部分はオブジェクトを示します．

オブジェクトごとの結果: この表は，初期のオブジェクト順で各オブジェクトに割り当てられ
たクラスを示します．
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事例  

コンジョイント分析の事例が Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの禁止された対のあるコンジョイント分析?language=ja

参考文献  

Green P.E. and Srinivasan V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New Developments with
implication for research and practice. Journal of Marketing, 54 (4), 3-19.

Gustafson A., Herrmann A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. Method and
Applications, Springer.

Guyon, H. and Petiot J.-F. (2011) Market share predictions: a new model with rating-based
conjoint analysis. International Journal of Market Research, 53(6), 831-857.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%AF%BE%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
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選択型コンジョイント分析  
選択ベース・コンジョイント分析 (CBC)を実行するには，このツールを使用する．このツール
は，XLSTAT-Conjointモジュールに含まれる；これは， XLSTAT-Conjointで生成された選択型コ
ンジョイント分析のための実験計画に適用される．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コンジョイント分析は，競争環境における新製品の分析のための包括的な手法である．

このツールは，人々の標本から回答を収集した後，得られた結果を分析するステップを実行で
きる．それは属性が定義され，計画が生成され，個人の回答が収集された後の4番目の分析ス
テップである．

CBC モデルの場合，個人は，プロファイルのセレクションから選ばなければならない．したが
って，すべての個人に複数の選択が与えられる（我々は，生成された複数の製品から1つの製

品を選択する）．

これらの選択の分析は、以下を用いてなされる：

特定の条件付ロジット・モデルに基づく多項ロジット・モデル．詳細は，条件付きロジ
ット・モデルのヘルプを参照．この場合，我々は合計の効用を得る．つまり，すべての
個人に関して，各変数の各カテゴリごとに1つの効用．個人に基づいて分類を行うことは
不可能．

個人の結果を提供する階層ベイズ・アルゴリズム．パラメータは，各個人の選択を考慮

して，繰り返し手法（Gibbs サンプリング）を使用して，個人レベルで推定されるが，
選択の全体的な分布でも推定される．得られるの個人の効用は， 伝統的な CBC アルゴ
リズムと同様，より良いマーケット・シミュレーションを提供する．

XLSTAT-Conjoint は，変数によって定義され各グループごとに別々のモデルを構築する伝統的

な CBC アルゴリズムを使用している場合，セグメンテーション変数を含むことを提案する．
CBC/HB が使用される場合，個人の効用が得られるので，個人についてクラスタリング手法を
適用できる．

効用に加えて，コンジョイント分析は，各変数に関する重要度を提供する．



コンジョイント分析  955 選択型コンジョイント分析  

交互作用

交互作用は，少なくとも測定された2つの因子の間の交互作用を反映する人工的な因子（測定

されていない）を意味する．たとえば，植物の手入れをしていて，2つの異なる光の強度でテ
ストが実行されるとするなら，2つの因子間の可能性のある交互作用を同定するために使用で
きる交互作用因子treatment*lightをモデルに含めることができる．2つの因子の間に交互作用が
ある場合，我々は光が強く，手入れがタイプ2であるときの植物で有意に大きな効果を観察す
るであろう．一方，弱い光で手入れ2と強い光で手入れ1 の組み合わせでは，効果が平均的であ
る．

ここで得られている交互作用は2つの変数間の単純な乗算であるにすぎないが，線形回帰を平

行にするため，交互作用は連続の説明値の間の積に相当する．ただし，因子Aと因子Bとの間の
交互作用を表現する表記法は，A*Bである．

モデル中で使用する交互作用は， XLSTATで簡単に定義できる．

制約

計算の際，各因子は，因子中にあるカテゴリの数だけの列を含む副行列にブレークダウンされ
ている．通常，これは完全分離表である．それでもなお，ブレークダウンは問題を引き起こ
す： g 個のカテゴリがある場合，副行列の階は g ではなく g-1である．これは，副行列の1つの
列を削除して，恐らく他の列を変換する必要が生じる．我々が後でしようとしている解釈によ
って複数の戦略がある:

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．

2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．

3) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．

注意: 強制の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には影響し
ない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データを自動で読み込む : コンジョイント分析を実行するには，2つのデータ表を読み込む
必要がある：個人の回答の表とさまざまなプロファイル（回答者が評価する製品）を格納する
表．XLSTATで実験計画が生成された場合， 2つの表を自動で読み込むことができる．それをす
るには，“マジック・スティック” ボタンをクリックして，XLSTATで生成された計画を格納す
るシート内のセルのどれかを選択する．データを正しく読み込むために， XLSTATで生成され
た計画を格納するシートを手動で修正していない（行や列を追加していない）ことがとても重

要である．また手動でデータを読み込むこともできる．

回答: 回答者によって与えられた回答を選択する．ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"オプ
ションが有効であることを確認する．この選択は，XLSTAT-Conjointの“コンジョイント分析の
設計”ツールで生成されたコンジョイント分析計画表の右側部分に対応する．

選択表: 回答者に提示された選択を選ぶ．ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル"オプショ
ンが有効であることを確認する．この選択は， XLSTAT-Conjoint.の“選択型コンジョイント分析

の設計” ツールで生成されたコンジョイント分析計画の左側部分に対応する．表の最初の列は
選ばないこと．

プロファイル: 生成されたプロファイルを選ぶ．ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル"オ
プションが有効であることを確認する．この選択は，XLSTAT-Conjoint の“選択型コンジョイン
ト分析の設計”ツールで生成されたプロファイル表に対応する．表の最初の列は選ばないこと．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択（データ，グループ）の最初の行がラベルを含む場合は，このオプションを
チェックする．

グループ変数: このオプションを有効にしてグループ識別子を格納する列を選ぶ．ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効にされていることを確認する．

回答重み: 回答重みがある場合は，このオプションを有効にする．そして，対応するデータを
選ぶ．”変数ラベル” オプションが有効の場合，選択中にヘッダが含まれる必要がある．
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オプション タブ:

手法: 推定に使用する手法を選択する．

交互作用 / 水準: モデル中に交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，交互作用の
最大水準を（1 から 4の間の値)を入力する．

許容度: OLS 回帰の計算アルゴリズムが，値が一定の変数やモデル中にすでに使用されている
他の変数に強く相関しすぎている変数を考慮に入れることを避けるには，このオプションを有

効にする（デフォルトは0.0001）．

信頼区間 (%): さまざまな検定やパラメータや予測値の信頼区間を計算するために使用する信頼

区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： .

制約: さまざまなオプションの詳細が解説のセクションにある.

a1 = 0: 各要因の最初のカテゴリのパラメータが0に設定されるようにするには，このオプショ
ンを選ぶ．

an = 0: 各要因の最後のカテゴリのパラメータが0に設定されるようにするには，このオプショ
ンを有効にする．

Sum (ai) = 0: 各要因について，さまざまなカテゴリに関連するパラメータの合計が0に設定さ
れる．

ベイジアン・オプション (CBC/HB アルゴリズム使用時のみ): バーンイン期間の繰り返し数お
よび階層ベイズ・アルゴリズムの最大時間が修正できる．

セグメンテーション (CBC/HBアルゴリズム使用時のみ): 部分効用で個人ベースのクラスタリン
グ手法適用したい場合は，このオプションを有効にする． 2つの手法が利用可能：凝集型階層

クラスタリングと k-means クラスタリング．

クラスの数: k-meansのアルゴリズムが作成するクラスの数を入力する．

打ち切り: XLSTATに自動で打ち切りレベルを決定させ，したがって，クラスの数を保持

させたいか，または作成するクラスの数，または打ち切られるデンドログラムのレベル
を定義したい場合は，このオプションを有効にする．

停止条件: Newton-Raphson アルゴリズムの繰り返し数と収束基準が修正できる．

欠損値 タブ:

回答者の回答を除去: 欠損値を持つ回答者のすべての回答を除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

適合度統計: モデルの適合度の表を表示するには，このオプションを有効にする．

95%
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Type III 分析: type III分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデルの係数: モデルの係数，別名・合計効用を表示するには，このオプションを有効にす
る．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: 合計効用とともに得られる予測値と残差を表示するには，このオプションを有

効にする．

オブザベーション詳細（CBC/HBアルゴリズムのみ使用）: CBC/HBアルゴリズムを使用してい
るとき，各個人の事後分布の特徴を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

効用チャート: 平均効用のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

重要度チャート: 平均重要度のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

デンドログラム: デンドログラムを表示するには，このオプションを有効にする．

水平 : 水平のデンドログラムを表示するにはこのオプションを有効にする．

垂直 : 垂直のデンドログラムを表示するにはこのオプションを有効にする．

すべて : 完全なデンドログラム（すべてのオブジェクトが提示される）を表示するには，
このオプションを有効にする．

打ち切り : 打ち切られたデンドログラム（打ち切りの水準で開始するデンドログラム）を
表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル : デンドログラムにオブジェクト・ラベル（完全なデンドログラム）またはクラス
（打ち切られたデンドログラム）を表示するには，このオプションを有効にする．

色 : 完全なデンドログラムのさまざまなグループを表現するのに色を使用するには，この
オプションを有効にする．

結果  

変数情報: この表は，使用された要因に関係するすべての情報を表示す．

XLSTATは，結果を分析したり解釈したりすることを支援するたくさんの表やグラフを表示す
る．

効用: この表は，要因の各カテゴリに関連する効用値をそれぞれ標準誤差つきで表示する．

重要度: この表は，分析の各要因での重要度を表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（説明変数の線形結合が定数に削減されるケースに対応）

および修正済みモデルに関する一連の統計量を表示する．
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オブザベーション: 考慮に入れられるオブザベーションの合計数（オブザベーションの重

みの合計）；

重みの合計: 考慮に入れられるオブザベーションの合計数（回帰での重みをかけたオブザ
ベーションの重みの合計）；

DF: 自由度；

-2 Log(Like.) : モデルに関連づけられた尤度関数の対数；

R² (McFadden): R2のような 0 から 1の係数で，モデルがどれだけよく修正されているか
を測定する．この係数は，1から独立モデルの尤度に対する修正済みモデルの尤度の比を
引いたものに等しい；

R²(Cox and Snell): R2のような 0 から 1の係数で，モデルがどれだけよく修正されてい
るかを測定する．この係数は，1から独立モデルの尤度の2/Sw乗（ただし，Sw は，重み
の合計）に対する修正済みモデルの尤度の比を引いたものに等しい．

R²(Nagelkerke): R2のような 0 から 1の係数で，モデルがどれだけよく修正されているか
を測定する．この係数は， Cox および SnellのR²を1 から独立モデルの尤度の2/Sw乗を
引いたもので割った比に等しい；

AIC: 赤池情報量基準；

SBC: Schwarzのベイジアン基準．

繰り返し: 収束に達するまでの繰り返しの数．

rlh: root likelihood. この値は 0 から 1の間の値で， 1 の値のとき完全な適合である，
CBC/HB アルゴリズムに関してのみ利用可能である．

適合度指数（条件付きロジット）: この表では，条件付きロジット・モデルの場合に特化した
適合度統計量を示す．この統計量に関するより詳細は，解説ページにある．

帰無仮説 H0: Y=p0の検定: H0 仮説は，説明変数の値が何であれ確率p0を与える独立モデルに
一致する．我々は，修正済みモデルがこのモデルよりも有意に強力であるかどうかをチェック
しようとする．3つの検定がある：尤度比検定 (-2 Log(Like.))，スコア検定，Wald 検定．3つの
統計量は自由度が示された  分布に従う．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するために使用される．あ
る係数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みがより重要となる．標準化係数の信頼区間が
値0を持つ場合（これは標準化係数のグラフで簡単にわかる），モデル中の変数の重みは有意

ではない．

事例  

選択型コンジョイント (CBC)分析の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの選択型コンジョイント -CBC-チュートリアル ?
language=ja

χ2

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-CBC-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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マーケット・ジェネレータ  
シミュレーション・ツールでさまざまな製品のマーケット・シェアをシミュレートするために
使用するさまざまな製品でマーケットを生成するには，このツールを使用する．.

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

Description  

コンジョイント分析または選択ベース・コンジョイント分析の結果は，シミュレーション・ツ
ールでさまざまな製品のマーケット・シェアをシミュレートすることに使用できる．それを行

うには，シミュレートするマーケットのさまざまな製品を記述する表を生成する必要がある．
XLSTAT “マーケット・ジェネレータ” ツールは，この表をコンジョイント分析で生成された“変
数情報”という名前の表から作成することを可能にする．

この情報がダイアログ・ボックスに入れられて，OKをクリックすると，各製品の各属性につい
て，追加するカテゴリを選ぶように促される．製品が定義されると，次の製品を続けるか，表

の作成をやめて部分マーケット表を得るか選択できる．

ダイアログ・ボックス  

The dialog box contains one tab that correspond to the options ranging from the selection of
data to the display of results. You will find below the description of the various elements of the
dialog box.

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

変数情報: コンジョイント分析または選択ベース・コンジョイント分析の結果で生成された“変
数情報” (変数ラベルつき)という名前の表を選択する．

製品の数: 生成したい製品の最大数を入れる．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，，このオプション
を有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．
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コンジョイント分析シミュレーション・ツール  
XLSTAT-Conjointで得られたコンジョイント分析（完全プロファイルまたは選択型）の結果に
基づいて，マーケット・シミュレーションを実行するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

コンジョイント分析は，競争環境における製品の分析のための包括的手法である．

分析が実行されると，コンジョイント分析の主な利点は，得られた効用値を用いてマーケッ
ト・シミュレーションを実行する能力にある．市場に含まれる製品は，テストされた製品の一

部である必要はない．

コンジョイント分析のアウトプットは，部分効用（完全プロファイル・コンジョイント分析で
の各個人に関連づけられる）または総効用（CBC でのすべての個人に関連づけられる）を含

む．これらの効用は，シミュレートされるマーケットに含めたいどのような製品にも関連づけ
られる全体効用を計算することを可能にする．. 4つの推定法が， XLSTAT-Conjointでは提案さ
れている：第1選択，ロジット， Bradley-Terry-Luce，無作為化第1選択． これらの手法を下記

に説明する．

そして，得られたマーケット・シェアは，マーケットでの新製品の導入可能性を評価するため
に分析できます．しかし，これらのシミュレーションの結果は，実際のめーけっとの知識や，
コンジョイント分析での各製品に関するすべての重要な要因が考慮に入れられたという事実に
左右される．.

XLSTAT-Conjointは，要因のカテゴリまたは個人に重みを追加することができる．

XLSTAT-Conjoint は，グループ変数（セグメンテーション）がある場合，個人のグループを考

慮に入れることもできる．それは，たとえば，コンジョイント分析に関連づけられたセグメン
テーション・ツールで得ることができる．

データ・タイプ

XLSTAT-Conjoint は，2つのコンジョイント分析のモデルを提案する．完全プロファイル分析で
は，定数が効用値に関連づけられていて，調査での個人の数だけ効用値がある．すべての効用
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とそられの定数を（カテゴリの名前の列なしで）選択する．CBCの場合では，定数はなく，カ
テゴリの名前に関連するラベルなしで，1つの効用値の列を選択する．

XLSTAT-Conjointでは，コンジョイント分析ツールで提供される変数情報の表を完全に選択し
なければならない．一方，シミュレートされるマーケットは，コンジョイント分析で生成され
た変数情報を格納する表を用いて，XLSTATの機能“マーケット・ジェネレータ”で生成できる．

シミュレーション手法

XLSTAT-Conjoint は，マーケット・シェアのシミュレーションのために4つの手法を提供する．

最初のステップは，それぞれの新製品に関連づけられた全体効用の計算からなる．したがっ
て，3つの要因による男性靴を分析するCBC分析では：価格（ 50 ドル，100ドル，150ド
ル），それらの仕上げ（canvas, leather, suede）および，色（brown, black）． 8 個の部分効

用の行と1列の表となる．

我々は，100ドルの黒皮（black leather）の靴でマーケットをシミュレートするとしよう．この
製品の効用は次式になる： 

我々は，マーケットにある各製品の効用を計算し，さまざまな推定法を用いて，この製品を選

択する確率を求める：

第1選択: これが最も基本で； 1の確率を持つ最大効用の製品を選択する．

ロジット: この手法は，確率を発見するために数関数に基づき，第1選択の手法よりも正

確で，一般的に優先される．これは IIA仮定（無関係な選択肢の独立性の仮定）の不利が
ある．製品 については次式で計算される：  ただし  or .

Bradley-Terry-Luce は，指数関数を使用しないロジット・モデルに近い．これは常に IIA
の仮定に関与し，（ なら）正の効用値を必要とする．製品 については次式で計

算される：  ただし  or .

無作為化第1選択(RFC)： この手法は，ロジットと第1選択の間の中間である．これはIIA
仮定を仮定しない利点があり，単純な原理に基づいている：これはGumbel 分布から多数

の数字を生成し，生成された数字を初期効用値に足したものを使用して．効用値の新し
い集合を作成する．作成された効用の各集合について，製品の1つを選択するために第1
選択法が用いられる．したがって，我々は効用値の計算された値の周辺でわずかな変動

を容認することになる．この手法が最も高度であり，コンジョイント分析により適して
いる．

RFC-Bolse: プロファイル・ベース・コンジョイント分析の場合，RFC 法の問題を克服す
るために無作為化第1選択BOLSE (RFC-BOLSE) が導入された．じつに， RFC は完全プ
ロファイル法には適さないGumbel の法則に基づいている．このアプローチは，無作為化

第1選択と同じ原理に基づいているが，シミュレートされた数字を生成するのに異なる分

布関数を使用する． RFC モデルはpart-worths にユニークなランダム誤差（変動）を追

加し，第一選択ルールを使用してマーケットシェアを計算する． 回帰モデルのパラメー
タの標準誤差に等しい標準誤差と，全体モデルに関する全体の誤差項による中心化正規

分布が使用される．作成される各効用の集合ごとに，製品の1つを選択するために，第一

選択法が使用される．したがって，我々は，計算された効用の値に，わずかの変動を受

U  =P1 U  +Prix−100 U  +F−Cuir U  C−Noir

P1 P  =P1  

sum  exp(U  β)i P i

exp(U  β)P1 β = 1 2

β = 1 P1

P  =P1  

 U  ∑i P i

β

U  

P1
β

β = 1 2
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け入れる．この手法は，最も高度で，プロファイル・ベース・コンジョイント分析の場

合にもより適する．

複数列の効用（完全プロファイルによるコンジョイント分析による）が選択されている場合，

XLSTAT-Conjoint は確率の平均を用いる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データを自動で読み込む : コンジョイント分析を実行するには，2つのデータ表を読み込む
必要がある：個人の回答の表とさまざまなプロファイル（回答者が評価する製品）を格納する
表．XLSTATで実験計画が生成された場合， 2つの表を自動で読み込むことができる．それをす
るには，“マジック・スティック” ボタンをクリックして，XLSTATで生成された計画を格納す
るシート内のセルのどれかを選択する．データを正しく読み込むために， XLSTATで生成され
た計画を格納するシートを手動で修正していない（行や列を追加していない）ことがとても重

要である．また手動でデータを読み込むこともできる．

効用表: XLSTAT-Conjointで得られる効用値を選択する．ヘッダが選択された場合は， "変数ラ
ベル"オプションが有効になっていることを確認すること．カテゴリの名前は選択しないこと．

変数情報: XLSTAT-Conjointで生成された変数情報の表を選択する．ヘッダが選択された場合

は，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．

モデル: 使用するコンジョイント分析のタイプ（完全プロファイルまたはCBC）を選ぶ．

シミュレートされた市場: シミュレートするべきマーケットを選ぶ．行ごとに1製品，列ごとに
1変数で，製品が表中に分配される．ヘッダが選択された場合は，"変数ラベル"オプションが有
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効になっていることを確認すること．

手法: マーケット・シェアを計算するために使用する手法を選ぶ．

製品 ID: 製品 ID がある場合は，このオプションを有効にする．そして，対応するデータを選択

する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場合，選択中にヘッダを含める必要があ
る．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプションを
有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．

変数ラベル: 選択（データ，グループ）の最初の行がラベルを含む場合は，このオプションを
チェックする．

カテゴリ重み: カテゴリ重みがある場合は，このオプションを有効にする．そして，対応する
データを選択する． ”変数ラベル” オプションが有効になっている場合は，選択中にヘッダを含

むことが必要．

グループ変数: このオプションを有効にしてグループ識別子を格納する列を選ぶ．ヘッダが選

択された場合，"変数ラベル" オプションが有効にされていることを確認すること．

回答重み: 回答重みがある場合は，このオプションを有効にする．そして，対応するデータを
選ぶ．”変数ラベル” オプションが有効の場合，選択中にヘッダが含まれる必要がある．

オプション タブ:

交互作用 / 水準: コンジョイント分析で交互作用が選択された場合，このオプションを有効にす
る．そして，交互作用の最大水準（ 1 から 3の間の値)を入力する．

シミュレーションの数: “無作為化第1選択” オプションで生成されるべきシミュレーションの数

を入力する．

標準偏差表: 完全プロファイル・コンジョイント分析から得られる標準偏差の表を選択する．
ヘッダが選択された場合，"変数ラベル"が有効になていることを確認する．

チャート タブ:

マーケット・シェア・プロット: マーケット・シェア・プロットを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする：

円グラフ: マーケット・シェアの円グラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

全標本と比較: グループが選択された場合，副標本のマーケット・シェアを完全な標本の
それと比較するには，このオプションを有効にする．
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結果  

変数情報: この表は，選択された要因に関する情報の要約を表示する．

シミュレートされたマーケット: この表は，シミュレーションを実行するために使用された製

品を表示する．通常，最初の製品は現在市場にある製品で，最後の製品は既存のマーケットで
テストしたい新製品に対応する．

分析を再実行: マーケット・シェアでの製品のさまざまな特徴の影響度をよりよく理解するた
めに，最後の製品のカテゴリを修正できる．カテゴリを修正すると分析を“分析を再実行”ボタ
ンをクリックすることによって，マーケット・シェアと関連のグラフが，最後の製品の新しい
カテゴリに応じて自動的に更新される．

マーケット・シェア: この表は，得られたマーケット・シェアを表示する．グループが選択さ
れた場合は，最初の列が全体市場に関連づけられており，続く列が各グループに関している．

マーケット・シェア・プロット: 最初の円グラフは，全体市場に関連づけらています．グルー
プが選択された場合，続くダイアグラム はさまざまなグループに関連づけられている． “全標

本と比較” オプションが選択されている場合，プロットが挿入されます；背景には全体のマー
ケット・シェアが表示され，前面には調査された個々のグループに関するマーケット・シェア
が示される．

効用値 / マーケット・シェア: この表は，グループが選択されていない場合のみ現れ，製品の効

用値，マーケット・シェア，（可能であれば）シミュレートされた市場の各製品に関する標準

偏差を表示する．

マーケット・シェア（個人）: この表は，グループが選択されておらず，完全プロファイル・
コンジョイント分析が選択されている場合のみ現れ，各個人で得られたマーケット・シェアを
表示する．

事例  

コンジョイント分析の事例が， Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの禁止された対のあるコンジョイント分析?language=ja

選択型コンジョイント (CBC) 分析の事例が， Addinsoftの ウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの選択型コンジョイント -CBC-チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Green P.E. and Srinivasan V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New Developments with
implication for research and practice. Journal of Marketing, 54 (4), 3-19.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%AF%BE%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-CBC-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Gustafson A., Herrmann A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. Method and
Applications, Springer.

Guyon, H. and Petiot J.-F. (2011) Market share predictions: a new model with rating-based
conjoint analysis. International Journal of Market Research, 53(6), 831-857.



コンジョイント分析  969 MaxDiffの計画  

MaxDiffの計画  
MaxDiff 分析 (best-worst model)のための実験計画を生成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

MaxDiff または Maximum Difference （最大差）スケーリングは，属性（特性）の重要度が得ら
れるJordan Louvière (1991) が提案した手法である．特性が回答者に提示されて，良と最悪の
（最も重要 / 最も重要でない）特性を選ぶように求められる。

その手法を適用するには、2つのステップが必要である。 * 最初に、各属性が他の特性と等しい
回数提示されるように、計画が生成されなければならない。 * そして、回答者が各選択につい
て最良と最悪の特性を選んだら、 各特性の重要度を得るためにモデルが適用される。重要度の
個別の値を得るために、階層ベイズ・モデルが適用される。

計画を得るために，実験計画法が使用される．提示されるべき選択を生成するために，不完全

ブロック計画が使用される．これらの手法に関するより詳細は，MXモジュールの官能評価分析

の DOE を参照のこと．

比較の数と比較ごとの特性の数は，特性の数に依存して選ばれるべきである．特性が多すぎる
と，問題を引き起こし，回答者にとってあまり多数の選択を強いられるのは問題があるｋとに
留意するべきである．

XLSTATは複数の固有の計画を生成でき，とくに大勢の人々にインタビューするときに利点が
ある．組み合わせの数が大きいほど，効果の分析において分析計画がより頑健（ロバスト）に
なる．さらに，さまざまな計画を含むことにより，心理的な分客の影響や順序効果を削減して
いる．

XLSTAT-Conjoint は，MaxDiff 分析の全体表を得ることができるだけでなく，各回答者が各比較

ごとに個別表も，別々のExcel シートに得ることができる．回答者が個別シートでプロファイ
ルを選択するとき，それが直接，メインの表にレポートされるように参照も含んでいる．

ダイアログ・ボックス  
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

分析名: 実行したい分析の名前を入れる．

属性: この分析でテストされる特性を選択する．

回答者数: MaxDiff 分析に回答する個人の期待数を入れる．

比較（組み合わせ）のM大数: 個別の回答者に提示されるべき比較の最大数を入れる．この数

は，属性の数よりも大きくなければならない．

比較（組み合わせ）ごとの属性数: 比較ごとの属性の数を入れる．

用語: 提供される選択肢から，あなたのケースに最も当てはまる用語を選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:
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データ形式: 計画を2つの形式のどちらで表示したいかを選ぶ: 組み合わせ/回答者，または回答

者/組み合わせ．

計画の数: 複数の計画を生成したい場合は，このオプションをチェックする．

計画ごとの回答者: 計画ごとの回答者を含む，計画の数に等しいサイズのベクトルを入力

する．

計画ごとの比較: 計画ごとの組み合わせを含む，計画の数に等しいサイズのベクトルを入

力する．

個人シートを印刷: 回答者ごとに個人シートを印刷するには，このオプションを有効にする．
各シートは，各比較の表を含む． 回答者は，ベスト（右側）とワースト（左側）に，どれかの
値を入れなければならない．2つの割り当てオプションがある；固定オプションは，すべての
個人に同じ順序で比較を表示する．；ランダム・オプションは，ランダムな順序で比較を表示

する．（回答者によって異なる順序）．

参照を含む: イン・シートと個人シートの間の参照を含ませるには，このオプションを有効に
する．個人シートで個人が彼の選択コードを入れると，分析のメイン・シートに結果が自動で
表示される．

結果  

変数情報: この表は，属性に関係するすべての情報を表示する．

:MaxDiff 分析の計画:: この表は，回答者に提示する比較を表示する．各行は，属性の比較に関

連づけられる．各回答者個人に関連づけられら空のセルも表示される．回答者は，なされた選

択に関連づけられたコード（1 から比較ごとの属性の数）を入れなければならない． 回答者ご
とに2列（ベストとワースト）が記入されなければならない．

**分析を実行*:: MaxDiff 計画に個人の回答を記入すると， “分析を実行” ボタンをクリックし
て，自動でインタフェースを起動してMaxDiff分析を実行できる．

個人 _Resシート: “個人シートを印刷” オプションが有効になっていると，これらのシートは，
分析の名前，個人番号，比較に関連づけられた表と比較されるべきプロファイルを含む． 回答

者個人は，各表の右下で彼らの選択に関連付けられたコード入れる．

事例  

MaxDiff analysis の事例が Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMax-Diff分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Louviere, J. J. (1991). Best-Worst Scaling: A Model for the Largest Difference Judgments,
Working Paper, University of Alberta.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMax-Diff%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Marley, A.A.J. and Louviere, J.J. (2005). Some probabilistic models of best, worst, and best–
worst choices. Journal of Mathematical Psychology, 49, 464–480.
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MadDiff 分析  
MaxDiff分析を実行するには，このツールを使用する．このツールは，XLSTAT- Conjointモジュ
ールに含まれる; これは，XLSTAT-Conjointで生成されたMaxDiff分析用の実験計画に適用されな
ければならない．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

MaxDiff または Maximum Difference （最大差）スケーリングは，属性（特性）の重要度が得ら
れるJordan Louvière (1991) が提案した手法である．特性が回答者に提示されて，良と最悪の
（最も重要 / 最も重要でない）特性を選ぶように求められる．

このツールは，人々の標本から回答を収集した後，得られた結果の分析ステップを実行でき
る．この分析は，属性が定義され，計画を生成され，個人の回答が収集されたときだけ実行で
きる．

MaxDiffモデルの場合，個人は属性のセレクションを選択しなければならない．したがって，す
べての個人にいくつかの選択肢が与えられる（我々は，いくつかの属性から1つの属性を選択

する）．

これらの選択の分析が，条件付きロジット・モデルまたは個人の結果を提供する階層ベイズ・
アルゴリズムを用いて実行できる．

条件付きロジット・モデル

条件付きロジット・モデルは，ロジスティック回帰に似たモデルに基づくが，個人の特徴を持

つ代わりに，個人に対して提案されるさまざまな代案の特徴がある．

個人  が製品  を選ぶ確率は，次式で与えられる:

この確率より，我々は尤度関数を計算する:

i j

P  =ij  

 e∑
k

β z  

T
ik

eβ z  

T
ij

l(β) =   y  log(P  )
i=1

∑
n
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ただし  はバイナリ変数で個人  の製品  に対する選択を示し，  は各個人が可能な選択の
数である．

モデル・パラメータ  (線形関数の係数)を推定するために，尤度関数を最小化使用とする．線

形回帰とは異なり，正確な分析解は存在しない．したがって，繰り返しアルゴリズムを使用す
る必要がある．XLSTAT-ConjointはNewton-Raphsonアルゴリズムを使用する．

線形従属を避けるために，最初のアイテムの効用を任意にゼロに設定し，ゼロで一定に保たれ
た最初のアイテムに関しての他のすべてのアイテムの効用を推定する．

階層ベイズ・モデル

パラメータは，各個人の選択を考慮しつつも，選択の全体的な分布も考慮して，繰り返し法

(Gibbs サンプリング) を用いて個人レベルで推定される．得られる個人の重要度がより正確に
なる．

MaxDiff 分析は，各回答者と各属性に関する個別のMaxDiff スコアを得ることを可能にする．

最良選択の入力としてX ，最悪選択として –X で，HB モデルを用いてモデル係数が得られる．
そして，これらの係数が，MaxDiff スコアを得るために変換される．それらは中心化されてか
ら次式を用いて変換される：  ここで  は各選択タスクで提案される代案

の数である．そして，スコアは合計が100になるように再尺度化される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす

一般 タブ:

y i j J

β

 exp(β)+nb  −1alter

exp(β)
nb  alter
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データを自動で読み込む : コンジョイント分析を実行するには，2つのデータ表を読み込む
必要がある：個人の回答の表とさまざまなプロファイル（回答者が評価する製品）を格納する
表．XLSTATで実験計画が生成された場合， 2つの表を自動で読み込むことができる．それをす
るには，“マジック・スティック” ボタンをクリックして，XLSTATで生成された計画を格納す
るシート内のセルのどれかを選択する．データを正しく読み込むために， XLSTATで生成され
た計画を格納するシートを手動で修正していない（行や列を追加していない）ことがとても重

要である．また手動でデータを読み込むこともできる．

回答: 回答者によって与えられた回答を選択する．ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" が
有効になっていることを確認する．この選択は， XLSTAT-Conjoint.の“MaxDiff 分析の計画” ツ
ールで生成されたMaxDiff分析の計画表の右側部に対応する．

選択表: 回答者に提示された選択を選ぶ．ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" が有効にな
っていることを確認する．この選択は， XLSTAT-Conjoint.の“MaxDiff 分析の計画” ツールで生

成されたMaxDiff分析の計画表の左側部に対応する．表の第1列は選択しないこと．

用語: あなたのケースに最もよく合う用語を提供されている選択肢から選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

回答重み: 回答の重みがある場合は，このオプションを有効にする．そして，対応するデータ
を選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場合，選択内にヘッダを含める必要

がある．

オプション タブ:

手法: 推定に使用する手法を選択する．この場合は階層ベイズ．

信頼区間 (%): さまざまな検定で使用し，パラメータと予測値の信頼区間を計算するために使用

する信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値: 95.

ベイジアン・オプション: 階層ベイズ・アルゴリズムのバーンイン期間の繰り返し数と最大時

間を修正できる．

停止条件: アルゴリズムの収束までの繰り返し数と収束基準を修正できる．繰り返しの数に到

達し，  （ただし，  は繰り返し  での係

数の値で，  は繰り返し でのそれらの値）が収束値に達しないなら，アルゴリズム
は停止する．

欠損値 タブ:

Abs(mean(BetaOld − BetaNew)) BetaOld k − 1
BetaNew k
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欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

結果  

変数情報: この表は，使用された属性に関するすべての情報を表示する．

カウント分析: これらの表は，MaxDiff 調査の結果を全体的に，そして各回答者ごとに各属性が
最善または最悪として何回選ばれたかを示して要約する．これらの表の3番目の列は，差に対

応する．

以下の結果は，階層ベイズ・モデルの場合のみに表示される．

MaxDiffスコア: この表は，各回答者ごとに分析の各属性のMaxDiff スコアを表示する．個別の
値と記述統計量がある．

モデル係数: この表はHB モデル係数を表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（説明変数の線形結合が一定値に低減する場合に対応）と
修正モデルの統計量の系列を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れるオブベーションの合計数（オブザベーションの重みの合

計）;

重みの合計: 考慮に入れるオブベーションの合計数（回帰での重みをかけたオブザベーシ
ョンの重みの合計）;

-2 Log(Like.) : モデルに関連する尤度関数の対数;

rlh: root likelihood. この値は 0 から 1の間で，1 の値が完全な適合．

そして，個人の結果が表示される． 

事例  

MaxDiff 分析の事例が， Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMax-Diff分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Louviere, J. J. (1991). Best-Worst Scaling: A Model for the Largest Difference Judgments,
Working Paper, University of Alberta.

Marley, A.A.J. and Louviere, J.J. (2005). Some probabilistic models of best, worst, and best–
worst choices. Journal of Mathematical Psychology, 49, 464–480.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMax-Diff%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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単調回帰 (MONANOVA)  
単調回帰 または MONANOVAモデルを適用するには，このツールを使用する．高度なオプショ
ンは，モデル上の制約を選んだり，要因間の交互作用を考慮に入れたりすることを可能にする
す．このツールは， XLSTAT-Conjointモジュールに含まれる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

MONANOVA モデルはXLSTAT-Conjoint モジュールの一部である．

単調回帰とMONANOVA モデルは，説明変数が量的か質的かの違いだけある．これらの手法

は， ALS (alternating least squares) アルゴリズムの繰り返しアルゴリズムに基づいている．そ
れらの原理は簡単で，線形回帰または ANOVAを用いた伝統的な推定と（最適なスケーリング
変換を探索した後の）従属変数の単調変換 の間の交互の繰り返しからなっている．

MONANOVA アルゴリズムは，Kruskal (1965)によって提案され， 単調回帰とALSアルゴリズ
ム上の作業は， Young ら. (1976)による．

これらの手法は，通常，完全プロファイル・コンジョイント分析の一部として使用される．
XLSTAT-Conjointは，コンジョイント分析内でそれらを適用する（完全プロファイルに基づく
コンジョイント分析のページを参照）ことも独立に適用することもできる．

単調回帰ツール (MONANOVA) は，線形の結果を改善する方法として，応答の単調変換を線形

回帰に組み合わせている．これは順序型の従属変数によく適している．

XLSTAT-Conjoint は，交互作用を追加したり，変数上の制約を変えることができる

手法

単調回帰は2つのステップを組み合わせている： 説明変数と応答変数の間の一般線形回帰と予

測の品質を最大化する応答変数の変換ステップ．

アルゴリズムは： 1. 応答変数 と説明変数 の間でOLS 回帰を実行する． 係数を得る．

1. の予測値を計算する： 

Y X β

Y Pred(Y ) = β ∗ X
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2. Pred (Y) と Y が近くなるように（最適スケーリング法を用いて）単調変換 (Kruskal,
1965) を用いてY を変換する．

3. と説明変数 の間でOLS回帰を実行する．これによって，新しいベータの値を得

る．
4. の変化が1つのステージからもう1つのステージで，収束基準より小さくなるまで，2
から 4 のステップを繰り返す．

適合度  (MONANOVA)

MONANOVAの文脈では，追加の結果がある．これらの結果は，一般的に多変量解析に関連し
ているが，応答の変換のケースでは，それらの存在が必要である．測定値間の2乗正準相関を
用いる代わりに，我々は を用いる．.XLSTAT-Conjoint は，最大固有値が に等しく，他の
固有値について は0の行列を用いて， Wilksのラムダ，Pillaiのトレース，Hotelling-Lawlet のト
レース，Roy の最大根を計算する． Royの最大根は ，モデルのp値の下限を与える．その他の
統計量は，モデルのp値の上限を与える．.

交互作用

交互作用は，少なくとも測定された2つの因子の間の交互作用を反映する人工的な因子（測定

されていない）を意味する．たとえば，植物の手入れをしていて，2つの異なる光の強度でテ
ストが実行されるとするなら，2つの因子間の可能性のある交互作用を同定するために使用で
きる交互作用因子treatment*lightをモデルに含めることができる．2つの因子の間に交互作用が
ある場合，我々は光が強く，手入れがタイプ2であるときの植物で有意に大きな効果を観察す
るであろう．一方，弱い光で手入れ2と強い光で手入れ1 の組み合わせでは，効果が平均的であ
る．

ここで得られている交互作用は2つの変数間の単純な乗算であるにすぎないが，線形回帰を平

行にするため，交互作用は連続の説明値の間の積に相当する．ただし，因子 と因子 との間

の交互作用を表現する表記法は， である．

モデル中で使用する交互作用は， XLSTATで簡単に定義できる．

質的予測変数での制約

計算の際，各要因は，要因内のカテゴリの数だけ列を格納する副標本にブレークダウンされ
る．通常，これは完全分離表である．とはいうものの，ブレークダウンは問題を引き起す：
個のカテゴリがある場合，この副標本の階は， ではなく である．これは，副標本の1列
を削除して，恐らく他の列を変換することを要求する原因となる．後で我々がしようとしてい
る解釈によって複数の戦略がある：

1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．

Y  ranst X

R2

R2 R2

A B

A ∗ B

g

g g − 1
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2) an=0: 最後のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最後のカテゴリの効果を
標準とするように強制する．

3) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．この選択は，計画がバランスしていると
き，モデルの定数が従属変数の平均に等しくなるように強制する． 

注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には影響し
ない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数:モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数が選択された場合， XLSTATは，変数

のそれぞれで別々に計算を実行する．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが
有効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: Excel ワークシート中で量的説明変数を選択する．選択するデータは数値タイプでな
ければならない．変数ヘッダが選択された場合は， "変数ラベル" オプションが有効になってい
ることを確認する．

質的変数: Excel ワークシート内で量的説明変数（要因）を選択する．選択されるデータはどの
ようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダを選択し
た場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認すること．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択します．”変数ラベル” オプションが有効になっている
場合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションを有効にしていない場合，オブザベ
ーション・ラベルがXLSTATによって自動で生成される (Obs1, Obs2 …)．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて 1 とみなされる．重みは，0 以上

でなければならない．2 の重みは，同じオブザベーションが2回繰り返していることに相当す
る．列ヘッダが選択された場合，"変数ラベルVariable labels"オプションが有効にされているこ
とを確認すること．

オプション タブ:

固定切片: 回帰モデルの定数を任意の値に固定するには，このオプションを有効にして，値を
入力する（デフォルトは0 ）．

許容度: 値が一定の変数やモデル中のすでに使用されている変数の相関しすぎている変数を考

慮に入れることを，OLS回帰の計算アルゴリズムが避けるようにするには，このオプションを
有効にする（デフォルトは0.0001）．

交互作用 / 水準: モデル中に交互作用を含ませるには，このオプションを有効にして，最大の交

互作用水準（1 から 4の間の値)を入力する．

信頼区間 (%):さまざまな検定やパラメータや予測値の信頼区間を計算するために使用する信頼

区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： .

制約: さまざまなオプションの詳細が解説のページにある．

a1 = 0: 各要因の最初のカテゴリのパラメータが0に設定されるようにするには，このオプショ
ンを選ぶ．

an = 0: 各要因の最後のカテゴリのパラメータが0に設定されるようにするには，このオプショ
ンを有効にする．

Sum (ai) = 0: 各要因について，さまざまなカテゴリに関連するパラメータの合計が0に設定さ
れる．

停止条件:

95%
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繰り返し: ALS アルゴリズムの最大繰り返し数を入力してください．繰り返しが最大数を
超えると計算が停止します．デフォルト値： 100.

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しでの，アルゴリズムが収束したことを意味す
る R²の変化の最大値を入力してください．デフォルト値：0.000001.

欠損値a tab:

オブザべションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有

効にする．

各Y で別々に確認: 興味のY （従属）変数が欠損値を持つ場合のみ，Yに欠損値を持つオ
ブザベーションを除去するには，このオプションを選ぶ．

すべての Yで: 興味のY （従属）変数が欠損値を持たない場合でも，他のY に欠損値があ
れば，そのオブザベーションを除去するには，このオプションを選ぶ．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

オブザベーション詳細: 各回答者に関する詳細なアウトプットを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

相関: 量的変数（従属または説明）に関する相関行列を表示するには，このオプションを有効

にする．

分散分析: 分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type I/II/III SS: Type I，Type II，Type III 平方和の表を表示するには，このオプションを有効に
する． Type IIがType III と異なる場合，Type IIの表のみが表示される．

標準化係数: 表示すべきモデルに関して標準化係数（ベータ係数ともいう）を表示したい場合

は，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションについて，予測値と残差を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：
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標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

変換プロット: 応答プロットの単調変換を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTATは，結果を分析して解釈することを助けるたくさんの表やグラフを表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数に関する記述統計量を表示する．量的変数につ
いては，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）が表示される． 質的変数につい
ては，従属変数も含めて，カテゴリとその度数およびパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，説明変数の間の相関を表示する．

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算に使用されているオブザベーションの数．下記の式では，  がオ
ブザベーションの数．

重みの合計: 計算に使用されているオブザベーションの重みの合計．下記の式では， 
が重みの合計．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

: モデルの決定係数．この係数は，値が 0から 1の間で，モデルの定数がユーザーによ
って固定されなかった場合にのみ表示される．この値は次式で定義される：

 はモデルによって説明された従属変数の変動の割合として解釈されます． R²が 1に近いほ
ど良いモデルである．  の問題は，モデルを適合するために使用した変数の数を考慮に入れ
ていないことである．

修正済み  : モデルの修正済み決定係数．修正済み  は，  がゼロに近い場合，負値

になることもある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されなかった場

合にのみ計算される．その値は，次式で定義される：

修正済み は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて R² を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差 (MSE) は，次式で定義される：

n
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RMSE: 平均2乗誤差の平方根 (RMSE)は，MSEの平方根である．

MAPE: 平均絶対%誤差率（Mean Absolute Percentage Error ）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることから，
モデルの残差が自己相関していないことを確認するために用いる．ユーザーは，残差の独立性

の仮説が受け入れられるかどうかを確認するために， Durbin-Watson 統計量の表を参照でき
る．

: Mallowsの Cp 係数は次式で定義される：

ただし，SSE は 個の説明変数によるモデルの2乗誤差の合計で，  はすべての説明変数からな
るモデルの残差の分散の推定量である． 係数が に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

Akaike (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から派生しており， Kullback および
Leiblerの測度(1951)を使用している．これは，新しい説明変数を追加してもモデルに有意な情

報量をもたらさないモデルにペナルティを課すモデル選択基準である．情報量は MSEで測定さ
れる． 目的は， AIC基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978)によって提案されたこの基準は，このように AICに似ていて， 目的はそれを最

小化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

MAPE =   w     

W
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i

∣
∣
∣∣

y  i

y  −   i ŷi

∣
∣
∣∣

DW =  

 w  (y  −   )∑
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Amemiya (1980) によって提案されたこの基準は，修正済み のように，モデルの節減を考慮

するために用いられる．

Press RMSE: Press（残差平方和）の統計量は，対応するオプションが有効にされた場

合のみ表示される．これは次式で定義される：

ここで は，後者がパラメータ推定に使用されない場合のオブザベーション の予測値であ
る．そして，次式が得られる：

したがって，Pressの RMSE はRMSEと比較できる．この2つの差が大きいほど，そのモデルが
特定のオブベーションの有無に敏感であることを示す．

繰り返し: ALS アルゴリズムの収束までの繰り返し数．

:適合度係数 (MONANOVA)*: この表では， MONANOVAの場合に特化した回帰モデルの適合に
関する統計量が示される．これらの統計量は， Wilksのラムダ，Pillaiの トレース， Hotelling-
Lawlet のトレース，Roy の最大根である．これらの統計量の詳細は，条件つきロジット・モデ
ルのヘルプを参照のこと． Type I/II/III SS (SS: Sum of Squares) オプションが有効になってい
る場合，対応する表が表示される．

**Type I SS**値の表は，合計2乗誤差(SSE)，平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関する確率に注目して，モデルの適合での説明変数の追加が徐々に持つ影響度を可視化す
るために用いられる． この確率が低いほど，他のすべての変数が組み込まれたモデルに対し
て，その変数の寄与率がより高い． Type I 表中の平方和は，常に合計してモデルSSになる．.
注意：モデル中で変数が選ばれる順序が得られる値に影響する．

**Type II SS**値の表は，合計2乗誤差(SSE)，平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関する確率に注目して，他のすべての変数を保持したモデルの適合度での，ある説明変数

の除去の影響度を可視化するために使用される．この確率が低いほど，他のすべての変数が組

み込まれたモデルに対して，その変数の寄与率がより大きい．注意：Type I SSとは異なり，モ
デル中で変数が選ばれる順序は，得られる値に影響しない． Type II SS は，アンバランスな
（非釣り合い型）計画には推奨されないが，ユーザーの中にはそれらが必要な場合があるので
表示をする．これはバランスした（釣合い型）計画での Type III と同一である．

T**ype III SS**値の表は，合計2乗誤差(SSE)，平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisher
の Fに関する確率に注目して，他のすべての変数を保持したモデルの適合度での，ある説明変

数の除去の影響度を可視化するために使用される．この確率が低いほど，他のすべての変数が
組み込まれたモデルに対して，その変数の寄与率が大きい．注意： Type I SSとは異なり，モ
デル中で変数が選ばれる順序は，得られる値に影響しない． Type II SSはセルごとにオブザベ
ーションの数（セルは要因のカテゴリの組み合わせを意味する）に左右されるが， Type III は
そうならないので優先される．

R2

Press =  w  (y  −
i=1

∑
n

i i   )ŷi(−i)
2

  ŷi(−i) i

 Press RMCE  =   

W − p∗

Press
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**分散分析表**は，説明変数の説明力を計算するために使用される．モデルの定数が任意の値

に設定されていない場合，説明変数の説明力は，最終モデルの適合（最小2乗に着目）と従属

変数の平均に等しい定数のみを含む原始的モデルの適合を比較して計算される．モデルの定数

が設定されている場合は，従属変数が設定された定数に等しいモデルに関して比較が行われ
る．

**モデルのパラメータ**表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentの t，対応する
確率，そして信頼区間を表示する．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するために用いられる．係

数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みより重要になる．標準化係数の信頼区間が値0を
含む（これは標準化係数のグラフで簡単に見ることができる）場合は，モデル中の変数の重み
は有意でない．

**予測値と残差**の表は，各オブザベーションについて，その重み，従属変数の観察された
値，従属変数の変換された値，モデルの予測値，残差，そして信頼区間を示す．2種類の信頼

区間が表示される：平均の信頼区間（予測が説明変数の任意の値の集合 による無限数のオブザ
ベーションでなされる場合に対応）および単独の予測値の信頼区間（説明変数の任意の値での
単独の予測値の場合に対応）．第2区間は常にランダム値がより大きい第1区間よりも大きい．

続く**チャート**は，従属変数の変換を示す．

事例  

MONANOVAの事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの単調回帰-MONANOVA法チュートリアル?language=ja

参考文献  
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505-529.
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条件付きロジット・モデル  
量的説明変数や質的説明変数を用いて，バイナリ変数をモデルするには，条件付きロジット・
モデルを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

条件付きロジット・モデルは，XLSTAT-Conjoint モジュールの一部である．

条件付きロジット・モデルは，ロジスティック回帰と似たモデルに基づく．違いは，すべての
個人が， （従属変数であるバイナリ変数を用いてモデルされる）彼らの選択を表明する前に，
異なる状況にさらされることである． 条件付きロジット・モデルによって検討される．同じ個

人が使用されている事実が，条件付きロジット・モデルよって考慮される（注意：オブザベー
ションは，同じ個人に対応するブロック内では独立ではない）．

条件付きロジット・モデルは，ほとんどの場合，コンジョイント分析の中で使用される手法で
あるが，ある特定のタイプのデータを分析するのに便利である．このモデルを提案したのは
McFadden (1973)である．

伝統的なロジット・モデルのように個人ごとに1行ではなく，興味のある変数の各カテゴリご
とに1行となる．交通を調査しようとする場合，たとえば，4つのタイプの交通手段(car / train /
plane / bike)があり，交通手段の各タイプは特徴（それらの価格、それらの環境コスト．.）が
あるが，個人は4つの交通手段の1つだけを選べる．条件付きロジット・モデルの一部として、
すべての4つのオプションが各個人に提示され，個人は彼の好むオプションを選ぶ．N人の個人

について， 各個人の選択 (1) を示し，個人がそのオプションを選択しなかった場合は 0 を示

す．

XLSTAT-Conjointでは，個人の名前に関連づけられた列も選択しなければならない（我々の事

例では、個人ごとに4行）．また、説明変数は 行になる．

手法

条件付きロジット・モデルは，個人の特徴を持つ代わりに，個人にさまざまな代案の特徴が提

示されることを除いては，ロジスティック回帰のそれに似たモデルに基づく．

個人 が製品  を選ぶ確率は、次式で与えられる:  

N ∗ 4

i j
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この確率から尤度関数を計算する：

ただし、 は個人 の製品 に関する選択を示しているバイナリ変数であ、 は各個人に可能な
選択の数である．

モデル・パラメータ （線形関数の係数）を推定するために，尤度関数を最大化しようとす
る．線形回帰とは異なり，厳密な解析解は存在しない．したがって，繰り返しアルゴリズムを
使用することが必要である．

XLSTAT-Conjointは，Newton-Raphsonアルゴリズムを使用する．

適合度（条件付きロジット）

条件付きロジット・モデルについて，いくつかの特別な適合度指標が表示される．

- 尤度比 : 

- 尤度比の上限 : 

- Aldrich-Nelson: 

- Cragg-Uhler 1: 

- Cragg-Uhler 2: 

- Estrella: 

- 修正済みEstrella: 

- Veall-Zimmermann: 

ただし， は標本サイズで， は予測変数の数である．

質的予測変数の制約

計算の際，各要因は，要因内のカテゴリの数だけ列を格納する副標本にブレークダウンされ
る．通常，これは完全分離表である．とはいうものの，ブレークダウンは問題を引き起す： 
個のカテゴリがある場合，この副標本の階は， ではなく である．これは，副標本の1列
を削除して，恐らく他の列を変換することを要求する原因となる．後で我々がしようとしてい
る解釈によって複数の戦略がある：

P  =ij  
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1) a1=0: 最初のカテゴリのパラメータをヌル値にする．この選択は，最初のカテゴリの効果を
標準とするように強制する． 2) Sum (ai) = 0: パラメータの合計をヌル値にする．

注意: 制約の選択がパラメータの値に影響しても，予測値やさまざまな適合度統計には影響し
ない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

応答変数: モデルしたい応答変数を選択する．ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプシ
ョンが有効になっていることを確認する．この変数はバイナリ（2値）でなければならない．

被験者変数: 個人の名前に対応する被験者変数を選ぶ．ヘッダが選択された場合， "変数ラベ
ル" オプションが有効になっていることを確認する．

説明変数:

量的変数:モデル中に1つまたは複数の量的説明変数を含ませたい場合は，このオプションを有

効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選ぶ．選択されるデータは数値タ
イプが可能である．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になってい
ることを確認する．

質的変数: モデル中に1つまたは複数の質的説明変数を含ませたい場合は，このオプションを有

効にする．そして， Excel ワークシート内で対応する変数を選ぶ． 選択されるデータは，どの
ようなタイプでもかまいませんが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッ
ダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（データ，グループ）の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．

オプション タブ:

許容度: 任意の変数が自動的に無視される許容度しきい値を入力する．

交互作用 / 水準: モデル中に交互作用を含ませるには，このオプションを有効にして，最大の交

互作用水準（1 から 4の間の値)を入力する．

信頼区間 (%):さまざまな検定やパラメータや予測値の信頼区間を計算するために使用する信頼

区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95.

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphsonアルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大

数を超えると計算が停止する．デフォルト値： 100.

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しでの，アルゴリズムが収束したことを意味す
る尤度の対数の最大値を入力する．デフォルト値：0.000001.

欠損値 タブ:

オブザべションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有

効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．
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出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関:説明変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度の統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type III 分析: type III 分散分析の表を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

結果  

XLSTATは，結果を分析して解釈することを助けるたくさんの表やグラフを表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数に関する記述統計量を表示する．量的変数につ
いては，欠損値の数，非欠損値の数，平均，標準偏差（不偏）が表示される． 質的変数につい
ては，従属変数も含めて，カテゴリとその度数およびパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，説明変数の間の相関を表示する．

適合度統計: この表は，独立モデル（説明変数の線形結合が任意の定数まで削減される場合に
対応）および修正済みモデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション:オブザベーションの合計数を考慮に入れる（オブザベーションの重み
の合計）；

重みの合計:オブザベーションの合計数を考慮に入れる（オブザベーションの重みの合計

に回帰での重みをかける）；

DF: 自由度；

-2 Log(Like.) : モデルに関する尤度関数の対数；

(McFadden): R2のような0 から 1の係数で， モデルがどれだけよく修正されているか
を測定する．この係数は，1 から独立モデルの尤度に対する修正モデルの尤度の比を引い
たものに等しい；

R2
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(Cox and Snell): R2のような 0 から 1の係数で，モデルがどれだけよく修正されてい
るかを測定する．この係数は，独立モデルの尤度の1 から2/Sw乗（ここで Sw は重みの
合計）に対する修正モデルの尤度の比を引いたものに等しい．

(Nagelkerke): R2のような 0 から 1の係数で，モデルがどれだけよく修正されている
かを測定する．この係数は， Cox および SnellのR²を1 から独立モデルの2/Sw乗を引い
たもので割ったものに等しい；

AIC: 赤池情報量基準；

SBC: Schwarzのベイジアン基準．

繰り返し: 収束に達するまでの繰り返し数．

適合度指標（条件付きロジット）: この表では，条件付きロジット・モデルの場合に特化した
適合度統計量が示される．これらの統計量の詳細は，解説のページを参照する．

帰無仮説 H0: Y=p0の検定: H0仮説は，説明変数がどんな値であれ確率p0を与える独立モデル
に対応する．我々は，修正済みモデルがこのモデルよりも有意に強力であるかどうかを確認し
ようとする．3つの検定がある：尤度比検定 (-2 Log(Like.))，Score検定および Wald検定．3つ
の統計量は自由度が示されるカイ2乗分布に従う．

Type III 分析: この表は，説明変数が複数ある場合に限り有用である．ここで，修正済みモデル
は，問題の表の行中の変数が除去されたテスト・モデルに対してテストされる．確率 Pr > LR
が設定された有意度しきい値（通常0.05）より低いならば，その変数のモデルの修正に対する
寄与度は有意である．それ以外は，モデルから除去される．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するのに使用される． 係数

の絶対値が高いほど，対応する変数の重みがより重要になる．標準化係数の信頼区間が0 を含

む場合（これは標準化係数のグラフで簡単に見られる），モデル中のその変数の重みは有意で
はない．

**予測値と残差**の表は，各オブザベーションについて，その重み，従属変数の観察された
値，モデルの予測値，重みで割った同じ値，標準化残差，信頼区間を示す．

事例  

条件つきロジットモデルの事例が， Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの条件付きロジット -モデル -チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Ben-Akiva, M. and Lerman S.R. (1985). Discrete Choice Analysis, The MIT Press.

McFadden D. ( 1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka
(Ed.), Frontiers in Econometrics, Academic Press, 105-142.

R2

R2

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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テキスト・マイニング  
画像付き棒グラフ  
バーのラベルや背景に画像を使用する棒グラフを素早く表示するには，このツールを使用す
る．データが国に対応する場合，XLSTATのフラッグ・ライブラリを自動的に使用できる．ま
た，ユーザーが独自の画像を入力することもできる．

この節の内容:

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

解説  

このツールは，より自己説明的なグラフを素早く構築することを支援するために開発された．

※より多くのオプションについてリクエストをお持ちでしたら，お知らせください．より時間

を節約できるように喜んでお手伝いします．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢
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印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

ラベル: 値を説明して，グラフ上でラベルとして使用できるデータを選択する．

国(名前): ラベル が国の名前に対応するなら，このオプションを選ぶ．

国(コード): ラベル が国の(ISO 3166)2文字コードに対応するなら，このオプションを選

ぶ．

その他: ラベル が国に対応しないなら，このオプションを選ぶ．このオプションは，画像
フィールドで選択できる画像の集合を持っていることが必要である．

値: Select the data that are used on the chart for the bars.

画像: ラベルごとに使用したい画像を格納しているセルを選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: データ選択の最初の行/列がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

チャート・サイズ:

幅: グラフの幅をポイントの値で入力する．

高さ: グラフの高さをポイントの値で入力する．

オプション タブ:

チャート・タイトル: 棒グラフに表示させたいチャート・タイトルを入力する．

バー: バーを**垂直**に表示したいか**水平**に表示したいかを選ぶ．

ラベル: チャートに名前のラベルを表示したいかコードのラベルを表示したいか（ラベルに国

を選択したときのみ有効）を選ぶ．

画像の位置: 軸の隣やバー―自体に画像を表示することができる．

軸の隣: 軸の隣に画像を表示さ痛い場合は，このオプションをチェックする．ラベルが国

に対応する場合，旗を円，正方形，または長方形のどれに表示するかを選ぶ．

バーの画像: バーそのものに画像を表示させたい場合は，このオプションをチェックす
る．画像を伸ばして表示するかタイル貼りで表示することができる．

結果  

XLSTATは値フィールドで選択した系列ごとに1個の棒グラフを表示する．



テキスト・マイニング  994 画像付き棒グラフ  

事例  

画像を使用した棒グラフの表示方法の事例がAddinsoftのウェブサイトにある．

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの画像付き棒グラフ-チュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%94%BB%E5%83%8F%E4%BB%98%E3%81%8D%E6%A3%92%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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切り捨て棒グラフ  
スケールの一部が圧縮された棒グラフを作成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

解説  

この可視化ツールは，対数尺度を使用せずに，2つの極値に広がる値を同じ尺度で適切に表示

することを可能にする．これはとても便利ではあるが，Excelでこのようなグラフを作成するの
は，とても面倒である．さらに，XLSTATでは，透明度を使用して，スケールの除去あるいは
圧縮された部分に隠れている情報を部分的に表示することも可能である．

このツールは，定量データ（通常は度数），または，棒グラフが表示される前の度数表に変換

される生の質的データ（重みづけの有無に関係なく）で，直接動作する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ形式: データ形式を選択する．
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量的: データが数値データの単純な一覧，分割表またはクロス表であるなら，このオプシ
ョンを有効にする．"ラベルを含む"オプションが有効なら，ヘッダ（列）とカテゴリ
（行）ラベルをデータと一緒に選択しなければならない．

質的: データが，グラフを作成する前に度数に変換する必要のある質的変数であるなら，
このオプションを有効にする．

量的データ: データ形式が"量的"なら，棒グラフに表示されるべき量的データに対応するデータ
を選択する．

1個のチャート: 量的データの各列に対応する結果を単一のチャートに表示したい場合

は，このオプションを有効にする．

質的データ: データ形式が"質的"なら，度数表を構築するのに使用して，棒グラフに表示される
質的データに対応するデータを選択する．

カテゴリをアルファベット順に並べ替え: 質的変数のカテゴリをアルファベット順に並べ
替えるには，このオプションを有効にする．このオプショがチェックされていない場

合，現状の順序が尊重される．

副標本: 各オブザベーションで副標本の名前またはインデックスを示す列を選択するには，こ
のオプションをチェックする．

カテゴリをアルファベット順に並べ替え: 副標本データのカテゴリをアルファベット順に
並べ替えるには，このオプションを有効にする．このオプションがチェックされていな
い場合， 現状の順序が尊重される．

変数-カテゴリ・ラベル: 出力を表示するとき，変数-カテゴリ・ラベルを使用するには，
このオプションを有効にする．変数-カテゴリ・ラベルは，変数名を接頭にカテゴリ名を
接尾に含む．

1個のチャート: 各副標本に対応する結果を単一のチャートに表示したい場合は，このオ
プションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションをチェックする．この
オプションをチェックしない場合は，重みは1と見なされる．重みは0以上でなければならな
い．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効であることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 量的データの行ヘッダと列ヘッダが選択さているなら，このオプションを有効

にする．
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変数ラベル: データ選択の最初に行にヘッダが含まれるなら．このオプションを有効にする．

タイトルの表示: チャートにタイトルを表示させるには，このオプションをチェックする．

切り捨て: チャートの垂直軸（水平オプションが選択されている場合は水平軸）を圧縮するに
は，このオプションをチェックする．圧縮または隠したいスケールの開始点と終了点を選択す
る．

透明度(%): チャートの圧縮部分の透明度を設定する．0に設定するとい完全に隠され，または
100に設定すると完全に表示される．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．

事例  

切り捨て棒グラフの生成に関するチュートリアルはこちら:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの切り捨て棒グラフのチュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%88%87%E3%82%8A%E6%8D%A8%E3%81%A6%E6%A3%92%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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特徴抽出  
特徴抽出は，テキスト・データの大規模な集合を記述するために必要なリソースを軽減するた
めに使用される．それは，十分な正確さでデータを記述しながら，これらの問題を解決する変

数の組み合わせを構築する手法の一般的な用語である．

“特徴抽出”は、各ワードが文書内で発生する頻度を分類器のトレーニングのための特徴量とし
て使用する文書分類の手法で広く使用される。

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

機械学習アルゴリズムは数的特徴空間上で動作するので，期待される入力は，行が分類される
オブザベーション（文書）で列が特徴（ワード）の2次元の配列である．その結果，テキス
ト・データで機械学習を実行するには，数的な機械学習を適用できるようなベクトル表現に，
文書を変換する必要がある．数的特徴空間に文書をエンコードするプロセスは 特徴抽出
（feature extraction） またはより簡単に，ベクトル化（vectorization）と呼ばれ，自然言語処

理（NLP：Natural Language Processing）の重要な最初のステップである．

ベクトル化プロセスの簡単なエンコーディングの1つは，“bag-of-words” モデルで，ベクトル空

間モデルとしてもよく知られている．このモデルでは，テキスト（文章や文書）が，文法や語

順には関係なく，そのワードのマルチセットとして表現される．この枠組みでの伝統的なアウ
トプットは，文書-検索語行列である．

文書-検索語 行列

文書-検索語行列（DTM: Document-term matrix）は，データセット内のすべての単語を語彙と
して用いる．それは，文書のコレクション内で発生する検索語の頻度を記述する数学的な行列

オブジェクトである．文書-検索語頻度行列では，行列の各行が文書に対応し，各列が文書内の
検索語（ワード）に対応する．各セルは対応する文書での対応するワードの頻度（発生数）を
表す．

それに先立って，トークン化（単語の切り分け）ステップが，スペースを区切りとして用い
て，文書からワードを分離するために実行される．さらに，たくさんの種類のフィルタリング
の組み合わせを適用して，行列を構築するのに重要な意味を持たないワードを削除することが
できる．このプロセスは， ストップワード除去という（ストップワードとは，a，the，thatな
どのような語）．その他のフィルタリング手順は，スパースな検索語（文書全体で一定の割合
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よりも多くは存在しない検索語）を除去，または必要なワードから語尾変化を除去するための
ステミング（したがって変化したワードをそれらの語幹に還元する）を実行することができ
る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

文書ファイル: 複数のテキスト・ファイル(WINDOWSバージョン)またはそれらを格納するフォ
ルダ(MACバージョン)を選択する．

ワークシート: N個の文書 (各セルに１個の文書を格納) からなう表をExcelスプレッドシートか
ら選択する．"文書ラベル"オプションが選択されると，ラベルを格納するセルが選択されてい
ることを確認すること．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

文書ラベル: データ選択の最初の行が文書ラベルを格納するなら，このオプションを有効にす
る．

オプション タブ:
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前処理 サブタブ:

語彙フィルタリング

ストップワード・リスト: 文書（デフォルトでは英語）内に含まれるストップワード（テキス
ト内の重要でないワード）のリストを除くには，このオプションを有効にする．

句読点を除去: 文書内の句読点を削除するには，このオプションを有効にする．

数字を除去: 文書内の数字を除去するには，このオプションを有効にする．

テキストの正規化

語幹解釈: ワードをそれらの語幹（デフォルトでは英語語幹）に縮約するには，このオプショ
ンを有効にする．

中間形式 サブタブ:

検索語フィルタリング

スパースな検索語を除去: 存在の比率が全体の文書での 100 x (1- value) % より低い検索語を削

除するには，このオプションを有効にする(デフォルトでは*value* は 0.95)．

M小頻度: 全体の文書で発生回数が*value* 回より低い検索語をスキップするには，このオプシ
ョンを有効にする (デフォルトでは*value* は 2 )．

M大頻度 全体の文書で発生回数が*value* 回より多い検索語をスキップするには，このオプシ
ョンを有効にする (最小頻度 パラメータが有効なら，value は最小頻度以上になる)

M大数 文書-検索語行列に含まれるべきワードの最大数を設定するには，このオプションを有

効にする．頻度の低い検索語は除かれる．

出力 タブ:

文書-検索語 行列: XLSTATの結果シートに文書-検索語行列 (DTM) を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

文書-検索語 行列 (DTM)をエクスポート: CSV形式で文書-検索語行列をエクスポートするフォ
ルダを指定するには，このオプションを有効にする．

結果  

文書-検索語行列 (DTM) が表示される．エクスポートされた DTM (対応するオプションが選ば
れた場合) は，格納される検索語の最大数に制限がない (結果シートではExcelの制限を超える
場合に便利)．

事例  

Internet Movie DataBase (IMBD)から収集されたデータに基づく事例が，Addinsoftのウェブサ
イトにある ．このデータをダウンロードするには，下記参照:



テキスト・マイニング  1001 特徴抽出  

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの特徴抽出チュートリアル?language=ja

参考文献  

Lewis, D. 1992 Text Representation for Text Classification.

Martin F Porter. 1980 An algorithm for suffix stripping.

David A Hull et al. 1996 Stemming algorithms: A case study for detailed evaluation. JASIS 47,
1 (1996), 70–84.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%BE%B4%E6%8A%BD%E5%87%BA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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潜在意味解析 (LSA)  
文書のコーパス内のワードの隠されていて，根底にある（潜在する）意味を発見するために潜

在意味解析（LSA: Latent Semantic Analysis）を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

潜在意味解析(LSA: Latent Semantic Analysis) は，文書や用語に関連する"概念"（または"トピ
ック"）を構築することにより，文書のコーパス内のワードの隠されていて，根底にある（潜在

する）意味を発見することを可能にする．LSAは，文書内の用語のグループの発生を記述する
入力の文書-検索語行列を使用する．これは，行が文書に，列が用語に対応する疎（スパース）
な行列である．

LSAの活用

LSAには，下記のような複数の応用がある:

低次元空間で文書を比較 (データ・クラスタリング、文書分類)。

翻訳された文書のベースセットを分析した後、言語をまたいで類似した文書を見つける
（言語横断情報検索）。

用語間の関係を見つける (同義性および多義性)。

LSAの原理

潜在意味解析(LSA: Latent Semantic Analysis) は，文書-検索語行列に依存している．この行列

の要素は，各文書内のさまざまな用語の出現度数を格納している．

そして，この行列は文書と（用語からの）概念を関連づけて，文書同士を意味的にリンクさせ
るることに使用される．これを行うために，我々な下記の手順で，行列上でさまざま数学的演

算を実行する:

文書と用語の固有ベクトル空間を明らかにするために，文書-検索語行列 の特異値分解

の計算をして，次の関係を得る: 
M

M = D × S × T T



テキスト・マイニング  1003 潜在意味解析 (LSA)  

 直交行列の（重要度の順で）最初の 個の特異値と  および  行列内の対応する列を
選ぶ．  行列は用語空間での文書ベクトルを，  行列は文書空間での用語ベクトルを表

す．下記は切り捨てSVDの式である:

そして，縮約されたランク行列  の2つの列間のコサイン類似度を計算することにより類似

する用語が見つかる．これは， の対応する列間のコサイン類似度と厳密に同等であ
る．

同じ原理を適用して，縮約されたランク行列 の2つの行間のコサイン類似度を計算して，類

似する文書を見つける． これは の対応する行間のコサイン類似度と厳密に同等であ
る．

ただし，{ } は，用語または文書の対である．

結果の解釈

意味的 空間での用語の表現により、一方では用語間、他方では文書間の類似性を視覚的に解

釈できる．

実際，潜在意味空間での文書または用語のいずれの表現であるかにかかわらず，ランクの削減

は，類似した意味を持つ用語/文書に関係する次元を融合する効果があるので，元の行列の空間

でとても遠い2つのベクトルが， 個の潜在次元に縮約されたベクトル空間では近くに表示され
ることがある．

因子の数

結果を解釈するために使用する因子の数を決定するために，通常，2つの手法が使用される:

スクリー・テスト（scree test） (Cattell, 1966) は，固有値の降下曲線に基づく．保持されるべ
き因子の数は，曲線上で最初に見つかる屈折点に対応する．

または，因子軸によって表現さっる累積変動パーセンテージを使用して，特定のパーセンテー
ジのみを使用するように決めることもできる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

S k T D

D T

M  =k D  ×k S  ×k T  k
T

M  k

S  ×k T  k
T

M  k

D  ×k S  k

sim  (a  , a  ) =cosinus i j  

∣∣a  ∣∣∣∣a  ∣∣i j

a  a  i j
T

a  , a  i j

k

k
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

文書-検索語行列: 個の用語で記述される 個の文書を含む表を選択する．用語ラベルが選択

されているなら，"検索語ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

文書重み: 文書を重みづけした場合は，このオプションを有効にする．このオプションを有効

にしない場合は，重みはすべて1とみなされる．重みは必ず0以上でなければならない．列ヘッ
ダが選択されていると，"検索語ラベル"オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

検索語ラベル:データ選択（文書-検索語行列，文書ラベル，文書重み）の最初の行がヘッダを
含むなら，このオプションを有効にする．

文書ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そし
て，対応するデータを選択する．"検索語ラベル" オプションが有効になっているなら，選択内

にヘッダが含まれていることを確認する．このオプションが有効になっていないなら，オブザ
ベーション・ラベルがXLSTATによって自動で生成される (Doc1, Doc2 …)．

オプション タブ:

トピックの数: 潜在意味解析が適用されるとみなされるトピックの数を入れる．

文書クラスタリング: 作成される意味空間で文書のクラスを作成したいなら，このオプション
を有効にする．これらのクラスは，チャート・タブの**文書-文書相関行列**チェック・ボック

P N
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スの下の**クラスごとに色付け**オプションから表示できる．

検索語クラスタリング: 作成される意味空間で用語のクラスを作成したいなら，このオプショ
ンを有効にする．これらのクラスは，チャート・タブの**用語-用語相関行列**チェック・ボッ
クスの下の**クラスごとに色付け** オプションから表示できる．

クラスタリングのタイプ: 上のクラスタリング・オプションに関するクラスタリングのタイプ
を選択するために，2のオプションのうちの1つを有効にできる．

ハード: クラスを表現するのに各要素（用語/文書）が一度に1個のトピックのみに属する
ことができるように，作成される新しい意味空間で分類を実行するには，このオプショ
ンを選ぶ（ハード・クラスタリング）．

ファジィ: クラスを表現するのに各要素（用語/文書）が一度に複数のトピックに属するこ
とができるように，作成される新しい意味空間で分類を実行するには，このオプション
を選ぶ（ソフト・クラスタラリング）．

停止条件:

繰り返し: SVDアルゴリズムでの繰り返しの最大数を入れる．繰り返しの最大数を超える
と，計算が停止される．デフォルト値: 500． 停止条件が選択されていない場合は，入力

文書-検索語行列の最大ランクまでアルゴリズムが繰り返される．

データ・オプション タブ:

欠損値:

欠損値を採用しない: 欠損値が兼す津されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を 0に置き換える: 欠損値を0に置き換えるには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

要約表: 潜在意味解析の要約を表示するには，このオプションを有効にする．これは，各トピ
ックでの用語および文書の列挙と，分解から得られる潜在トピックに関する固有値の表(スクリ
ー・プロット) を含む． 値は説明される振幅および変動の降順で表示される．

トピック表: 各トピックを構成する用語の表を表示するには，このオプションを有効にする．

用語/トピックのM大: トピック表に表示する用語の最大数を指定するには，このオプシ
ョンを有効にする．この値は，相関行列グラフの表示にも適用される．

M近接の用語: 作成される意味空間での与えられた用語に最も近接する用語を表示するには，
このオプションを有効にする．
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用語の数: 最近接の用語の表を計算するための用語の数を指定するには，このオプション
を有効にする．

M近接用語の数: 最近接の用語の表で表示される最近接の数を指定するには，このオプシ
ョンを有効にする．これらは，類似度の降順え左から右に表示される．

チャート タブ:

スクリー・プロット: 分解から得られる潜在トピックに関する固有値のグラフ (スクリー・プロ
ット) を表示するには，このオプションを有効にする．値は，説明される振幅および変動の降

順で表示される．

用語-用語の相関行列: 新しい意味空間での用語-用語の相関（類似度）を表現する相関行列を表

示するには，このオプションを有効にする．

クラスごとに色付け: 前の分類からの各クラス（トピック）に関連する用語を色づけする
には，このオプションを有効にする．

文書-文書の相関行列: 新しい意味空間での文書-文書の相関（類似度）を表現する相関行列を表

示するには，このオプションを有効にする．

クラスごとに色付け: 前の分類からの各クラス（トピック）に関連する用語を色づけする
には，このオプションを有効にする．

レジェンド: さまざまな相関行列のレジェンドをグラフ上に表示するようにするには，このオ
プションを有効にする． クラスごとに色付け オプションが有効になっているときは後者は利

用可能でない．

結果  

要約表: 要約表は，各トピックごとにそれらを構成する文書-用語の合計数を示す．あとで，相
関行列 に関係するグラフと トピック表 にこれらのすべてを表示することができる.

固有値と対応する スクリー・プロット も表示される．累積分散は，計算されたトピックの関

連度の指標を提供する．後者が高いほど，"切り捨てられた" SVDからの結果をより良く近似す
る．

トピック表: この表は，問題のトピックとの関係性の降順で左から右に用語/文書のリストを表

示する．

M近接の用語: この表は，類似度の降順で，ドロップダウン・リストに選択された用語に関係

する n 個の最近接の用語を表示する．

相関行列: 相関グラフ (用語-用語，文書-文書，用語-文書) は，それぞれの空間での用語間 (用
語-用語相関行列) または文書間 (文書-文書相関行列) または用語と文書の間（用語-文書相関行
列）の類似度（コサイン類似度）を可視化できるようにする．類似度は 0 から 1の間で，値 1
は両方向（正と負）で完全な類似度に一致する．
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事例  

潜在意味解析の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの潜在意味解析-LSA-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Landauer, T.K., & Dumais, S.T. (1997). A solution to Plato's problem: The latent semantic
analysis theory of acquisition, induction, and representation of knowledge.

Berry M.W. (1994). Computing the Sparse Singular Value Decomposition via SVDPACK. In
Recent Advances in Iterative Methods, IMA Volumes in Mathematics and its Application, 60,
Springer, New York, 13-29.

Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral
Research, 1, 245-276.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E6%84%8F%E5%91%B3%E8%A7%A3%E6%9E%90-LSA-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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意思決定支援  
多基準意思決定支援: ELECTRE法  
意思決定プロセスでは， ELECTRE 法が，問題に対する一連の解決策を識別すること，解決策

を比較すること，またはそれらを最良から最悪まで分類することを可能にする．これらの方法

は， たぶん異なる性質（量的または質的）で，選ばれる重要度の順の複数の基準を考慮に入れ
る利点を持つ．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ELECTRE法は，ELiminationとChoiceExpressingREalityの頭文字の略で，特殊性が解決策の各

対のパフォーマンスの比較の関連の構築に基づく部分集約である意思決定支援手法のファミリ
ーを編成する．コスト関数の形式で問題を数式化し，その最適を探すことからなる伝統的な最

適化手法とは異なり，ここで我々は，選好/無差別の応答を負もう一方に提示し，オーバーラン
キング行列の結果を得て，解決策を2個ずつ，基準ごとに比較する．これらの方法は，質的で
測定できない基準の状況を受容する利点がある．

意思決定問題のさまざまな解決策は，可能なアクション，または代替案と呼ばれる．これらの
アクションは，ユーザーによって，網羅的または非網羅的にリストされ，定式化されなければ
ならない．それらのそれぞれの結論が，基準を用いて評価される．基準は，質的でも量的でも
可能で，ユーザーによって定義されなければならない．それが質的な場合，この基準でのアク
ションの評価は，ユーザーが定義する数値尺度に縮尺されなければならない．たとえば，人事

採用プロセスでの候補者の選別のための基準"学位の種類"を考えよう．この基準は，任意の数

値尺度に縮尺される．たとえば，高卒を0，準学士を1，学士を 2などである．決定問題でのこ
れらの基準の異なる寄与度を可能にするために，ユーザーは，それぞれにその重要度に応じた
重みを与えることができる．人事採用プロセスの例では，"候補者の年齢"を25歳から50歳の間

の新しい基準としよう．この基準が基準"学位の種類" よりも重要でないと仮定すると，基準"候
補者の年齢"の重みは1に設定され，基準 "学位の種類"の重みは2に設定される．基準によるアク
ションの評価でも，このルールを尊重するべきである．基準が重要度の順で評価されるなら，
アクションもしかりで，逆もまた真である．最後に，ELECTRE 法を使用するために，ユーザ
ーは少なくとも次のことを提供しなければならない：アクションのリスト，基準のリスト，基

準による各アクションの評価，各基準の重み．
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A をp 個の潜在的なアクションの有限集合とする． A = { , , ..., }．F をn 個の基準の理路

整然としたファミリとする． F = { , , ..., }} ．ここで各関数gは，基準によるアクション
の評価を表していて，A について定義され，全順序集合でその値をとる．Kを各基準に関する
重み値の集合とする．K = { , , ..., }． “performance” と名付けられた表は， n 行と p 列で
構成される．

真の基準は，評価の正確さに応じて，疑似基準と分離される．もし誤差マージンがないことを
確立するのが容易であれば，我々は真の基準を語る．逆に，評価があいまいで不正確な場合

は，我々は疑似基準を語る．この2番目の場合，嗜好モデリングの現実性を増すために，計算

方法を弁別閾値で補う．

XLSTATは2つのELECTRE法，1および3を提供する．上記は，それらの解説である．

Electre 1

この手法は，意思決定問題に対する解決策の集合を識別するのに好まれる．基準は真の基準で
あり，この場合，しきい値p と q は 0に設定される．a と b が2つの可能なアクションとする
と，Electre 1 は，アクションaがアクションbおよび反対の言明を超える権利を与えられること
を意味する言明 "a over ranks b" （aSbと記述）を数値的に翻訳するオーバーランキング行列を
与える．これをするには2つの行列を計算する必要がある．1つは一致行列（concordance
matrix）といい，2番目は不一致行列（discordance matrix）という．

2つのアクション a と b での一致行列のインデックスは， C (a, b)で表記され，1 から 0の値を
とり，言明 "a over ranks b" の妥当性を次のように定量化する: 

不一致行列のインデックスは，D (a, b)で表記され，1 から0の値をとり，言明 "a over ranks b"
に反対することの妥当性を次のように定量化する: 

ただし

オーバーランキング行列は，次のオーバーランキング関係により，これらの2つのインデック
スから構築される: 

ここで は一致しきい値で， は不一致しきい値である．これらのしきい値は，区間 [0,1]の中に
取られなければならない． (1) の両不等式が真のとき，オーバーランキングのインデックスは

a  1 a  2 a  p

g  1 g  2 g  n

k  1 k  2 k  p

∀a, b ∈ A,

C(a, b) =   k  (1)
 k  ∑j=1

n
j

1
 

j=1

∑
n

j/g  (a)≥g  (b)j j

∀a, b ∈ A,

D(a, b) =   (g  (b) −
δ

1
j=1 nà
max j g  (a)), (2)j

δ =  (  (g  (a) −
j=1 nà
max

i=1 pà
max j,i g  (b))).j,i

∀a, b ∈ A,

aSb ⇔  (3){ C(a, b) ≥ ĉ

D(a, b) ≤ d̂

ĉ d̂
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で， それ以外は0に等しい． したがって，我々は，各アクションについて，それがより優れて
いる回数と，それがより劣っている回数を推論する．この結果は，オーバーランキングの数に
応じてアクションを分類する表に要約される．同じ数を持つアクションは，同じ順位に順位づ
けされる．デフォルトでは，しきい値は1 と 0 にそれぞれ設定されるが，この手法でのより柔

軟性のため，および，言明 aSb を弱めることを可能にする目的で，ユーザーがしきい値を変更

することができる．

複数のしきい値での感度分で手法が補足される．それは，オーバーランキングの最終結果が変

更されない範囲の最小値と最大値を識別することを可能にする．そして，Electre 1が 4 回実行

される: 2 回は一致しきい値を修正して不一致しきい値をユーザーが提供する値に固定（または
デフォルト値0），そして2 回は一致しきい値をユーザーが提供する値に固定し（またはデフォ
ルト値0）不一致しきい値を修正する．値の修正は，ユーザー値の10% ずつで増減する．

Electre 3

この手法は，解決策を最良から最悪に分類するために使用される．基準が疑似基準値であり，
この場合，分析を行うためにしきい値が必要である．Electre 1と比較して，Electre 3 は必要な
結果を得るためにより多くの計算を実行する．最初のステップで，この手法は問題のアクショ
ン間の一致と不一致の情報を要約する行列係数を計算する．2番目のステップで，2個の事前ラ
ンキングを構築するために係数が使用される．1個目は解決策を最良から最悪に分類し，2個目

は最悪から最良に分類する．2個の事前ランキング結果を交差させて，アウトランキング行列

とランキング表を導く．

を無差別しきい値， を選好しきい値， を拒否しきい値とし，基準 jで  と
なるとする．  = (a) – (b)を基準 jでのアクションa と b の実行の間の差とする．我々は 

 をしきい値と比較して，以下のようにアウトランキング関係を定義する：

a と bはどちらでもよい (a I b)  ,
a は bより望ましい (a R b)  ,
a は bより望ましいとは言えない (a P b)  ,
a は bより望ましくない (a NP b)  .

Electre 3 の目的は，Aでのアクション a と ｂ のすべての対で，"言明 aSb ただし，S = I, R, P
および NP"を翻訳するアウトランキング行列を得ることである．これを行うために，以下の式

によって行列係数を計算する必要がある：

ここで C(a, b) は全体一致行列のインデックスを， (a, b) はthe index of the j-偏不一致行列

のインデックスを表す．これらの2つの行列は，それぞれ以下のように計算される．2つのアク
ション a と bの間の全体一致度は， j=1 から n での偏一致度 (a,b)の線形結合で，式 (5)で表

されるように基準の重みによって正規化される．

q  j p  j v  j q  <j p  <j v  j

u  j g  j g  j

u  j

⇔ u  ≤j q  (g  (a))j j

⇔ q  (g  (a)) ≤j j u  ≤j p  (g (a))j j

⇔ p  (g  (a)) ≤j j u  j

⇔ u  ≥j v  (g  (a))j j

d(a, b) =  (4){
C(a, b) if  ∀j D  (a, b) > C(a, b),j

C(a, b)   ∏j=1
n

1−C(a,b)
1−D  (a,b)j

D  j

c  j

C(a, b) =  (5)
 k  ∑

j=1
n

j

 k  × c  (a, b)∑j=1
n

j j
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ただし

この計算は，距離 ，選好および無差別しきい値に関与する．偏不一致度の計算（基準ごとに
1個の行列）もまた，以下の式により，距離  と選好しきい値，さらに拒否しきい値にも関与

している．

そして，信頼度行列が，2回実行される繰り返しアルゴリズムで使用される．最良の解決策か
ら最悪の解決策までを発見する1回目は降順抽出と呼ばれる．そして，逆のランキング，つま
り，最悪の解決策から最良の解決策を得る2回目は，昇順抽出と呼ばれる．アルゴリズムの目

的は，実行される抽出ステップに応じて，最良または最悪の解決策で構成される A の部分集合

Ai を抽出することである．包含ルールは，次式で計算される判別しきい値に対する信頼度行列

との比較に頼っている:

ここで  = 0.30,  = – 0.15 で，  はすべての信頼度の最も大きな値を表す．

そして，2つの抽出ステップを交差させて，期待されるアウトランキング行列が推定される．
最終のランキングは，アウトランキングの（上記で意味を説明している）発生数から推定され
る．

手法を柔軟にするため，複数のオプションがユーザーに提案されている．1つ目は，各基準の
パフォーマンス（性能）の方向を好みで選ぶことである．増加の方向は，パフォーマンスが向

上すると，性能に高い値が与えらえる（基準の最大化）．減少の方向は， パフォーマンスが減

少すると，パフォーマンスに低い値が与えられる（基準の最小化）．このオプションは，
XLSTAT内で最大を1に，そして最小を-1に翻訳される．デフォルト値は1に設定されている．
次の2つのオプションは，しきい値の形式と方向にリンクされている．それらは，定数または
パフォーマンス (a)の線形関数として定義できる．差 uj が大きいときに線形関数が選ばれ
る．この場合，しきい値は直接モードか逆モードかのいずれかで定義される．前者は，しきい
値の計算で使用されるパフォーマンスが最悪のもので，後者はより良いパフォーマンスが使用

される．このオプションは，XLSTAT内で直接モードを1に，，逆モードを-1に翻訳される．デ
フォルト値は1に設定されている．

Electre 3 法を使用するために，ユーザーは上記の両方の手法に共通する要素に加えて，無差

別，選好，拒否しきい値を提供して，しきい値の形式を選択しなければならない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

c  (a, b) =j  

p  (g  (a)) − min g  (b) − g  (a), q  (g  (a))j j ( j j j j )
p  (g  (a)) − min g  (b) − g  (a), p  (g  (a))j j ( j j j j )

u  j

u  j

D  (a, b) =j Min 1;Max 0;  ⋅( (
v  (g (a)) − p  (g  (a))j j j j

g  (b) − g  (a) − p  (g  (a))j j j j ))

s  (λ) =i α + λ  ×i β,

α β λ  i

g  j
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

基準/アクションの表: アクションのパフォーマンスを格納する表を選択できる．表のサイズ
は，N行とP列で，データは数値タイプでなければならない．列ヘッダが選択されたなら，"変
数ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．

基準重み: 各基準の重みを格納する表を選択できる．この表は，基準/アクションの表と同じ行

数で，データは数値タイプでなければならない．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オ
プションが有効になっていることを確認すること．欠損値は受け入れられない．

手法のタイプ: 計算のために Electre 1 および Electre 3 法のどちらかを選ぶことができる（詳

細は解説を参照．

一致しきい値: Electre 1 法で使用するしきい値．一致しきい値の間を0から1の間で選ぶ．デフ
ォルト値は1．このしきい値は，不一致しきい値よりも大きくなれければならない．

不一致しきい値: Electre 1 法で使用するしきい値．不一致しきい値の間を0から1の間で選ぶ．
デフォルト値は1．このしきい値は，一致しきい値よりも小さくなれければならない．

無差別しきい値: Electre 3 法で使用するしきい値．各基準の無差別しきい値を格納する表を選

択する．この表は，基準/アクションの表と同じ行数で，選ばれた形式に応じて 1 または 2 列で
なければならない（下のc«しきい値形式»を参照）データは，数値タイプでなければならな
い．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認する
こと．欠損値は受け入れられない．

選好しきい値: Electre 3 法で使用するしきい値．各基準の選好しきい値を格納する表を選択す
る．この表は，基準/アクションの表と同じ行数で，選ばれた形式に応じて 1 または 2 列でなけ
ればならない（下のc«しきい値形式»を参照）データは，数値タイプでなければならない．列

ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．
欠損値は受け入れられない．

拒否しきい値: Electre 3 法で使用するしきい値．各基準の拒否しきい値を格納する表を選択す
る．この表は，基準/アクションの表と同じ行数で，選ばれた形式に応じて 1 または 2 列でなけ
ればならない（下のc«しきい値形式»を参照）データは，数値タイプでなければならない．列

ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．
欠損値は受け入れられない．
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（行変数と列変数，重み）の最初の行にヘッダが格納されている場合

は，このオプションを選択する．

基準ラベル: 基準ラベルを格納する表を選択する．この表は，基準/アクションの表と同じ行数

で，データは文字タイプでなければならない．この表を選択しない場合，デフォルトのラベル
は "Crit.1, Crit.2, …"となる．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効にな
っていることを確認すること．

しきい値形式: Electre 3 法で使用するオプション．しきい値の形式は定数と線形から選べる．
定数の場合，基準/アクションの表と同じ行数で1列が予期される．線形の場合，2列が予期され
る．1列目はスロープで2列目は切片に対応する．

オプション タブ:

基準評価の方向: 各基準の評価の方向に関する条件を追加するには，このオプションを有効に
する．基準/アクションの表と同じ行数で1列の表を選択する．データは1または-1に設定された
数値タイプでなければならない．デフォルトではデータは1に固定されている． 列ヘッダが選

択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．欠損値は受

け付けられない．

しきい値の方向: 各しきい値の方向に関する条件を追加するには，このオプションを有効にす
る．基準/アクションの表と同じ行数で1列の表を選択する．データは1または-1に設定された数

値タイプでなければならない．デフォルトではデータは1に固定されている． 列ヘッダが選択

されたなら，"変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認すること．欠損値は受け
付けられない．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

基準を除去: 欠損値のある基準を除去するには，このオプションを有効にする．

アクションを除去: 欠損値のあるアクションを除去するには，このオプションを有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均: アクションの平均（量的変数）を用いて欠損値を推定するには，このオプションを
有効にする．

M近傍: 最近傍を探索して基準の欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:
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記述統計: 選択されたアクションの記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．
量的変数については，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示され
る．

一致行列: 一致行列を表示するには，このオプションを有効にする．Electre 3 法では，全体行

列が表示される．

不一致行列: 不一致行列を表示するには，このオプションを有効にする．Electre 1 法でのみ利

用可能なオプション．

信頼度行列: 信頼度行列を表示するには，このオプションを有効にする．Electre 3 法でのみ利

用可能なオプション．

オーバーランキング行列: オーバーランキング行列を表示するには，このオプションを有効に
する．

ランキング表: ランキングの表を表示するには，このオプションを有効にする．

感度分析: Electre 1法で « ランキング表 » がチェックされているなら，このオプションが可

能．これは，しきい値で10%の感度分析で得られたランキング表を表示する．

結果  

XLSTATは，結果の分析と解釈を助ける多数の表とチャートを表示する．

要約記述統計: 記述統計の表は，各アクションのオブザベーションの数，欠損値の数，最小，

最大，平均，標準偏差（不偏）を表示する．

一致行列: この結果は，Electre 1法の式 (1) およびElectre 3法の式 (5) で計算された一致行列の
インデックスを表示する（詳細は解説を参照）．

不一致行列: この結果は，Electre 1法の解説で説明している式 (2) で計算された不一致行列の
インデックスを表示する．

信頼度行列: この結果は，Electre 3法の解説で説明している式 (3) で計算された信頼度行列のイ
ンデックスを表示する．

オーバーランキング行列: この結果は，Electre 1法の解説で説明しているオーバーランキング
関係 (3) で得られる0と1の行列を表示する．Electre 3 法では，特性 I，R，P，NPが表示され
る．

ランキング表: この結果は，アクションの再収受にの表を表示する．

一致しきい値のランキング表感度分析: この結果は，修正された一致しきい値とユーザー値に
固定（またはデフォルト値0に設定）した不一致しきい値を用いてElectre 1 で得られたアクシ
ョンの最終順位の2表を表示する．左の表は，ユーザー値を10%増加させた結果で，右の表

は，10%減少させた結果である．

不一致しきい値のランキング表感度分析: この結果は，修正された一致しきい値とユーザー値

に固定（またはデフォルト値0に設定）した不一致しきい値を用いてElectre 1 で得られたアク
ションの最終順位の2表を表示する．左の表は，ユーザー値を10%増加させた結果で，右の表

は，10%減少させた結果である．.
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事例  

Electre 1法に関するチュートリアルが Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのElectre1多基準意思決定分析?language=ja

Electre 3法に関するチュートリアルが Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのElectre3多基準意思決定分析?language=ja

参考文献  

Bouyssou, D., Roy, B. (1986). La notion de seuils de discrimination en analyse multicritère.
Information Systems and Operational Research. Vol. 25, n°4,1987.

Nafi, A., and Werey, C. (2009). Aide à la décision multicritère : introduction aux méthodes
d’analyse multicritère de type ELECTRE. Notes de cours, Module « Ingénierie financière »,
ENGEES.

Valléé, D., Zielniewicz, P., Roy, B. (1994). ELECTRE III-IV, version 3.X. Aspects
méthodologiques (tome 1). La collection des cahiers et Documents du LAMSADE.

Vetschera, R. (1986). Sensitivity Analysis for the ELECTRE Multicriteria Method. Zeitschrift
Operations Research. Vol. 30, 99-117.

Roy, B. (1977). Electre III, un algorithme de classement fondé sur une représentation floue des
préférences en présence de critères multiples. Cahiers du Centre d’études de recherche
opérationnelle, 20 (1) : 3-24.
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階層分析法のための実験計画  
階層分析法 (AHP: analytic hierarchy process) を実行するために必要な実験計画を生成するに
は，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

AHP法の原理は，最適解を推論するために，複数の基準を用いて意思決定問題の解を比較する
ことである．このような手法の応用は，意思決定問題の特性によって急激に数が増える（基準

の数，サブ基準の数，代案の数，評価者の数）複数の数表を定義することが必要である．4個
の代案の単純な事例では，AHP法の計算を可能にするために，4個の基準と2人の評価者，サイ
ズ4x4の9個の表がユーザーにより定義され提供されなかればならない．各表は，表の対角に
1，その他の要素にSaatyの表の値がはいる正方行列である(AHP法に関しては ヘルプ ドキュメ
ントを参照)．

タイプ・エラーを制限するために XLSTATは，AHP分析で使用する表を自動で生成するDHPツ
ールを提供する．これの使用は，代案の一覧，基準の数と（存在する場合は）サブ基準の数，

そして（必要であれば）評価者の一覧など，意思決定問題の特性を指定するだけである（項目

の定義はAHP法の解説を参照）．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

代案: 代案ラベルの一覧を格納する表を選択する．データはタイプ文字でなければならない．
列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効でることを確認する．欠損値は受

け付けられない．

基準: 基準ラベルの一覧を格納する表を選択する．データはタイプ文字でなければならない．
列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効でることを確認する．欠損値は受

け付けられない．

サブ基準: サブ基準ラベルの一覧を格納する表を選択したい場合は，このオプションを有効に
する．データはタイプ文字でなければならない．この表は，基準の数と同じ列数でなければな
らない．列ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効でることを確認する．欠

損値は受け付けられない．

評価者数: 評価者の合計数を入れる．

評価者ラベル: 評価者ラベルの一覧を格納する表を選択したい場合は，このオプションを有効

にする．データはタイプ文字列でなければならない．この表は，評価者の数と同じ列数でなけ
ればならない．このオプションがチェックされていなければ，評価者ラベルは数値である．列

ヘッダが選択されたなら，"変数ラベル"オプションが有効でることを確認する．欠損値は受け
付けられない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（代案，基準，サブ基準，評価者）の最初の行にラベルが格納されて
いる場合は，このオプションを選択する．

結果  

要約表: この表は，選択されたすべてのデータを要約する．この表は，基準の一覧，（チェッ
クされていたら）サブ基準の一覧，代案の一覧，（オプションがチェックされていたら）評価

者の一覧の順で表示する．
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Saaty表: この表は，Saatyの値，各値の定義，およびコメントを表示する．表の下部の文章

は，Saatyの値の使用方法を説明する．

評価者Xの比較行列: この出力は，2つまたは3つの表の行に，評価者xによって定義されるべき
比較行列を表示する．基準比較行列が表の最初の表の行に表示される．"サブ基準"オプション
が選択されている場合，がすぐ下に，サブ基準の比較行列が表示される．"サブ基準"オプショ
ンがチェックされている場合は，代案比較行列が表示され，それ以外の場合は，それらは2番
目の表の行に表示される．

基準比較行列: この出力は表の形式で，基準比較行列を表示する．対角上のセルは1に設定さ
れ，その他は空欄になっている．対角より下のセルはブロックされている．対角より上のセル
だけSaaty表の値を入れることができる （解説を参照）．

サブ基準比較行列: この出力は，"サブ基準"オプションがチェックされた場合，同じ行に1つま
たは複数の表の形式で，サブ基準比較行列を表示する．対角上のセルは1に設定され，その他

は空欄になっている．対角より下のセルはブロックされている．対角より上のセルだけSaaty
表の値を入れることができる （解説を参照）．

代案比較行列: この出力は，同じ行の複数の連続する表の形式で，基準および選択されたサブ
基準に応じて代案の比較行列を表示する．対角上のセルは1に設定され，その他は空欄になっ
ている．対角より下のセルはブロックされている．対角より上のセルだけSaaty表の値を入れ
ることができる （解説を参照）．

事例  

A tutorial on DHPツールに関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの階層分析法AHPチュートリアル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95AHP%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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多基準意思決定支援: AHP法  
階層分析法（AHP:Analytic Hierarchy Process)に基づいて意思決定問題を解決するには，この
アプリケーションを使用します．この手法を使用するには，XLSTATメニューの意思決定支援

の下にある XLSTAT DHPツールで実験計画を生成しなければなりません．

AHP法は，基準の階層化に基づく意思決定支援法です．これは，基準数が妥当で，ユーザーが
問題の要素を2つずつ評価できる場合により適応します．XLSTATで提案されているAHP機能に
は，基準，サブ基準，および代案の数に制限がないという利点があり，多数の評価者の参加が
可能です．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

階層分析法（AHP: Analytic Hierarchy Process）は，一連の基準を満たすいくつかの解決策を
持つ多基準決定問題に適合した手法です．この手法のアプローチは，問題を階層システムに分

解することによって問題を単純化することです．Thomas Saatyがこの手法の元祖で，1970年
代にそれを作成しました．

我々は，思決定問題の解決策を*代案(alternative)，代案が評価されるパラメータを*基準
(criteria)，基準に属するパラメータを*サブ基準（subcriteria）*，評価を行う人を*評価者

(evaluator)*と表記する。サブ基準がある場合を2水準問題といい、それ以外は1水準の問題とい
う。

この手法の原理は，問題の要素を比較表で2つずつ評価することである．階層の各水準で定義

された表がある．水準 0 では基準比較表，水準1ではそれが2水準問題であれば，それらのサブ
基準の比較表，それ以外は基準上での代案の比較表が定義されなければならない．水準 2で
は，基準やサブ基準上での代案の比較表が定義されなければならない．これらの表の集合は，
AHP分析のための実験計画と呼ばれる．

XLSTATは，ユーザーが独自の実験計画を作成するためのDHPツールを提供する．それは高度

な機能リボンの意思決定支援メニューにある．DHPの解説は，ここにある．

比較表は，ユーザーがSaatyの表で選んだ値を入れて完成されなければならない． Saatyは，1
つの要素の他の要素と比較した重要度または差を測定する評価尺度を定義した．
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定義   値

ある要素が他の要素と同じぐらい重要 1

ある要素が他の要素よりもやや重要 3

ある要素が他の要素よりもかなり重要 5

ある要素が他の要素よりも非常に重要 7

ある要素が他の要素よりもきわめて重要 9

中間の値を表現するのに使用 2, 4, 6, 8

相互関係 1/上記の値

AHP法の最初の計算は，基準比較表の値からの基準優先度ベクトルの計算，すなわち各基準の
重みの計算である．その式は，次式で与えられる:

各基準の重み = 正規化された行の合計/基準数.

同じ式で，各基準でのサブ基準の優先度ベクトルが計算される．そして，このベクトルがリン
クされた基準の重みで重みづけされる．そして，最終的に代案の優先度ベクトルの計算での重

みづけに使用する基準とサブ基準の重みを上記と同じ数式で得る．

データの整合性を評価する出力結果のオプションが提案されている．この検定は，比較表に入

れられた値をコントロールする．実際，代案A1が代案A2よりもわずかに重要である（コード
2）と評価されていて，A2がA3よりもやや重要であり（コード3），A3がA1よりも非常に重要

（コード5）であるなら，検定はデータの不整合があるとする．これは2つのパラメータで定量

化される: 整合度指数(CI) および整合比(CR)．コヒーレンス指数の式は，下記のとおりであ
る．

CI = 平均整合度 – 要素数 / (要素数 -1)

項目数は，比較表の列または行の数である．平均整合度を得るには，まず比較表にその優先度

ベクトルを乗じて，新しいベクトルを得る．そして，後者を同じ行の要素の優先度ベクトルの
重みで割る．このノルム化ベクトルの平均が平均整合度を与える．整合比の計算式は，次式で
与えられる：

CR = 整合度指数 / ランダム整合度

ここでランダム整合度は，以下の表で与えられる:

基準数 2 3 4 5 6 7 8 9

ランダム整合度 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45

整合比が10% 以下であれば，評価は整合とみなされる．一方，10% よりも大きければ，比較

表に関する評価を見直すことが推奨される．

ダイアログ・ボックス  
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

実験計画シート: AHP分析を実行するために，XLSTATが生成したDHP計画(DHP法のヘルプを
参照) を格納しているシートを選択してください．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプションを
有効にします．そして，対応するセルを選択します．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にします．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にし
ます．

変数ラベル: データ選択（代案，基準，サブ基準，評価者）の最初の行がヘッダを含む場合

は，このオプションを有効にしてください．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTATが計算の続行をやめるようにするに
は，このオプションを有効にしてください．

衡平値1に置き換え: 比較表内の欠損値をSaaty表の重要度1（上記の解説の節を参照）に置き換

えるには，このオプションを有効にしてください．これは，比較の2つの要素の間で等しい重

要度を与えます．

出力 タブ:

結果の平均表: 評価者によって得られた結果の平均表を表示するには，このオプションを有効

にしてください．少なくとも2人の評価者がいる場合に，このオプションが使用可能です．
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基準の平均表: 評価者によって得られた基準の平均表を表示するには，このオプションを有効

にしてください．少なくとも2人の評価者がいる場合に，このオプションが使用可能です．

サブ基準の平均表: 評価者によって得られたサブ基準の平均表を表示するには，このオプショ
ンを有効にしてください．少なくとも2人の評価者と選択されたサブ基準がある場合に，この
オプションが使用可能です．

代案の平均表: 評価者によって得られた代案の平均表を表示するには，このオプションを有効

にしてください．少なくとも2人の評価者がいる場合に，このオプションが使用可能です．

評価者ごとの結果: 評価者によって得られた結果の表を表示するには，このオプションを有効

にしてください．

基準: 各評価者で得られた基準での結果の表を表示するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

サブ基準: 各評価者で得られたサブ基準での結果の表を表示するには，このオプションを有効

にしてください．

代案: 各評価者で得られた代案での結果の表を表示するには，このオプションを有効にしてく
ださい．

データの整合度: データの整合度の計算の結果を表示するには．このオプションを有効にして
ください．このオプションは，オプション“評価者ごとの結果”が有効になっているときに利用

可能です．

整合度指数: 整合指標（より詳細は解説を参照）の計算の結果を表示するには，このオプショ
ンを有効にしてください．このオプションは，オプション“評価者ごとの結果”が有効になって
いるときに利用可能です．

整合比: 整合比（より詳細は解説を参照）の計算の結果を表示するには，このオプションを有

効にしてください．このオプションは，オプション“評価者ごとの結果”が有効になっていると
きに利用可能です．

チャート タブ:

棒グラフ: 評価者ごとに得られた結果の表を棒グラフで表示するには，このオプションを有効

にしてください．このオプションは，表の結果がリクエストされた場合に利用可能です．

基準: 評価者ごとの基準で得られた結果の表を棒グラフで表示するには，このオプションを有

効にしてください．このオプションは，オプション “棒グラフ”が有効になっていて，基準表の
結果がリクエストされている場合に利用可能です．

サブ基準: 評価者ごとのサブ基準で得られた結果の表を棒グラフで表示するには，このオプシ
ョンを有効にしてください．このオプションは，オプション “棒グラフ”が有効になっていて，
サブ基準表の結果がリクエストされている場合に利用可能です．

代案: 評価者ごとの代案で得られた結果の表を棒グラフで表示するには，このオプションを有

効にしてください．このオプションは，オプション “棒グラフ”が有効になっていて，代案表の
結果がリクエストされている場合に利用可能です．

結果  
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基準ごとの平均優先度: 表で提供されるこの結果は，すべての評価者での基準ごとの重みベク
トルの平均相対パーセンテージです．オプション “棒グラフ” と “基準” が選択されているなら，
結果が表の下部に棒グラフで表示されます．

サブ基準ごとの平均優先度: 表で提供されるこの結果は，すべての評価者でのサブ基準ごとの
重みベクトルの平均相対パーセンテージです．オプション “棒グラフ” と “サブ基準” が選択され
ているなら，結果が表の下部に棒グラフで表示されます．

代案ごとの平均優先度: 表で提供されるこの結果は，すべての評価者での代案ごとの重みベク
トルの平均相対パーセンテージです．オプション “棒グラフ” と “代案” が選択されているなら，
結果が表の下部に棒グラフで表示されます．

評価者 x のレーティングから得られた結果: 選択されたオプションに応じて，評価者 x で得ら
れた表とグラフの集合を提供します:

基準ごとの優先度: 各基準での相対パーセンテージ．
基準 XXXX のサブ基準ごとの優先度: 基準 xxxx のサブ基準での相対パーセンテージ．
代案ごとの優先度: 各代案での相対パーセンテージ．

オプション « データの整合度 » が有効になっている場合．パラメータ CI および CR が計算さ
れて表の下に表示されます（より詳細は解説を参照）．

事例  

AHPのチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにあります:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの階層分析法AHPチュートリアル?language=ja

参考文献  

Saaty, T. (1977). A scaling method for priorities in Hierarchical Structures. Journal of
mathematical psychology, Vol. 15, 234-281.

Saaty, T. (1978). Exploring the interface between hierarchies, multiple objectives and fuzzy set.
Fuzzy sets and systems, Vol. 1, 57-68

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95AHP%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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決定木  
XLSTATの決定木機能は，樹形図での選択の集合として最終結果を表現する意思決定支援ツー
ルである． さまざまな判断の可能性をノード（枝）で表し，枝の先にある"リーフ"（葉）は，
各段階での判断の結果を表している．様々な分野で利用されている決定木の主な機能は，設定

可能な基準に基づいて最適な経路を決定することである．

この節の内容 :

解説

ツールバー

ツリーの作成

ノードの作成

ツリーでのアクション

計算と最適パス

事例

解説  

決定木とは，枝を介して相互に接続されたノードのセットで表される図である．作成者は，さ
まざまな可能性のあるアクションを，そのコスト，利益，確率に応じて評価することができ
る．通常，決定木は1つのノードから始まり，そこからいくつかの可能な結果が生じる．これ
らの結果は，それぞれ他のノード（子）につながり，そこから他の可能性が生まれる．結果と
して得られる図は，木の形をしている．

ノードの種類  

ここでは，ノードの各タイプについての簡単な説明と，XLSTATでのブロック形式でのグラフ
ィカルな表現を示す．

決定ノード: 青色の四角で表現され，いくつかの可能な選択肢（分岐）の中から決定を行

うことを示している．以下に決定ノードの例を示す．

確率ノード: これは赤い円で表現される．異なる結果を提供し，それぞれに発生確率が設

定されている．それぞれの確率の合計が100になる必要がある．以下に確率ノードの例を
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示す．

論理ノード: 黄色い六角形で表現され，論理式の戻り値に応じて結果を出すか出さないか
を決定する．以下に論理ノードの例を示す．

参照ノード: これは紫色のひし形で表される．サブツリーを参照している．つまり，もう
１つのノードとそのすべての子を参照する．以下に参照ノードの例を示す．

終端ノード: これは緑色の三角形で表される．これは決定パスの最終結果である．以下は
終端ノードの例である．

各ノードで利用可能な情報  

前述の図でわかるように，各ノードにはそれぞれ異なる情報が含まれており，それらを利用す
ることができる．これらの情報をすべて表示するかしないかを選択できる．この設定について
は，ツリーの作成のセクションで説明する．ここでは，これらの異なる情報について説明す
る．次に計算モードと効用関数の概念を説明する．
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コスト: ノードのコストは，その親ノードのすべてのコストの合計である．

利益: ノードの利益は，その親ノードのすべての利益の合計である．

利得: ノードの利得は，そのコストと利益の合計である．したがって，その親ノードのコ
ストと利益によって計算される．コストは負値で，利益は正値である．

期待利得: ノードの期待利得は，その子ノードの利得に依存する．これは選ばれた計算方

法に応じて意思決定を支援する．

効用による利得: ノードの‘効用による利得’は，この同じノードの利得に適用される指数

効用関数を用いて計算される．

効用による期待利得: ノードの‘効用による期待利得’は，その子ノードの‘効用による利

得’に依存する．これは選ばれた計算方法に応じて意思決定を支援する．

参照リーフ: 参照ノードの場合のみ，参照ノードが配置されているリーフの名前になる．
このシートが，現在のツリーがあるワークブックとは別のワークブックにある場合は，
このワークブックの名前も記入される．

参照ツリー: 参照ノードの場合のみ，参照ノードを格納しているツリーの名前になる．

参照ノード: 参照ノードの場合のみ，参照しているノードの名前になる．

計算モード  

意思決定を助ける2つの計算モードがある．利益を最大化した場合は，利得を最大化すること
を，コストを最適化したい場合は，利得を最小することを選ぶことができる．これらの2つの
計算方法は，コストと利益の合計だけでなく、指数効用関数から計算される利得を持つ可能性

で拡張されている．

リスクの高い世界では，完全に合理的な個人は，効用関数の期待値を（確率的な意味で）最大

化することによって投資決定を行う．これは，将来の富によって生み出される満足度を反映す
る．この場合，次式で定義された指数効用関数を使用する:

ここで は利得， は効用（リスク回避の度合い）を表し，リスク回避の場合は ，リス
ク中立の場合は 、リスクを好む場合は となる．

以下では，ノードの種類に応じて行われる計算について説明する．あるノードから期待される
利得（効用による，または，なし）は，子ノードの同じ情報に依存するので，終端ノードから
開始する．

終端ノード: 終端ノードの場合，期待利得は利得と一致し，効用あり期待利得は効用によ
る利得に一致する．

U(x) =  ,R  =
R

1 − exp(−Rx)
 0

U(x) = x,R = 0

x R R > 0
R = 0 R < 0
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決定ノード: 利得（効用あり，または，なし）は，計算の方法に依存する．

効用関数なしで利得をM大化: 期待利得は直接の子ノードの期待利得の中で最大の
期待利得に一致する．

効用関数により利得をM大化: 効用による期待利得は，直接の子ノードの期待効用

利得の中での期待効用による最大の期待利得に一致する．

効用関数なしで利得をM小化: 期待利得は直接の子ノードの期待利得の中で最小の
期待利得に一致する．

効用関数により利得をM小化: 期待効用利得は，直接の子ノードの期待効用利得の
中で最大の期待効用利得である．この場合，効用関数は次式となる:

確率ノード: 効用による，または，なしの期待利得は，計算の方法に依存しない．各直接

の子ノードで，その期待利得に実現の確率を掛けるだけでよい．したがって，親ノード
の期待利得は，これらの乗算の合計である．効用による期待利得の場合も，演算は同じ
である．

論理ノード: 効用による，または，なしの期待利得は，計算の方法に依存しない．これは
論理式が検証されている唯一の子ノードのそれである．論式が検証されている子ノード
がない場合は，有用であるかどうかにかかわらず，期待利得は計算できない．どのよう
な場合でも，このノードは可能な決定の一部とはならない．

参照ノード: 参照ノードは，決定ノード，確率ノード，または論理ノードのいずれかを参

照先とする．したがって，これらのノードのタイプを参照すると，実行される計算を知

ることができる．

ツールバー  

新しいツリーを構築するには，まず決定木のメニューを表示させなければならない．それをす
るには，XLSTATを起動して，下図に示すようにリボンで決定木ツールを見つける:

U(x) =  ,R  =
R

1 − exp(Rx)
 0

U(x) = x,R = 0
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メニューは下図のように表示される:

使用できるボタンは，次のとおり:

新規ツリーを作成: 新しいツリーを作成できるダイアログ・ボックスを表示させたい場合

は，このボタンをクリックする．

ツリーを削除: アクティブなシートからツリーを削除したい場合は，このボタンをクリッ
クする．ダイアログ・ボックスが開いて，削除するツリーを選択できる．



意思決定支援  1029 決定木  

ツリーを再計算 : アクティブなシートでツリーを再計算したい場合は，このボタンをク
リックする．再計算するツリーを選択できるダイアログ・ボックスが開く．このツール
は，さまざまなタブに複数のツリーがあるときに便利である．アクティブなタブを修正

するとき，その中に存在するツリーの数式の結果は更新されていない．

グリッド線を非表示: アクティブなシート上のグリッド線を非表示にしたい場合は，この
ボタンをクリックする（グリッド線が表示されている場合のみ存在）．

グリッド線を表示 : アクティブなシート上にグリッド線を表示させたい場合は，このボ
タンをクリックする（グリッド線が表示されていない場合のみ存在）．

ツリーを作成  

新規ツリーを作成するには，上に示したツールバーの対応するボタンをクリックするだけでよ
い．それはツリーを設定できるダイアログ・ボックスを表示する．下記に利用可能なパラメー
タのそれぞれを説明する．このダイアログ・ボックスはいつでも開くことができ，必要なとき
にいつでも選択を修正できる．オプションを修正すると，ツリーが自動で更新される．

一般 タブ:
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名前: ツリー名を入力する．

範囲: ツリーの開始セルを自分で選択したい場合は．このオプションを選択する．ツリー
を構築すると，このセルは，ツリー全体を格納する最小のブロックの左上のセルに対応

する．

シート: アクティブなワークブックの新しいシートにツリーを作成したい場合は，このオ
プションを選択する．この新しいシートに自動でツールバーが追加される．

ワークブック: 新しいワークブックのシートにツリーを作成したい場合は，このオプショ
ンを選択する．そのシートに自動でツールバーが追加される．

期待利得: ここで計算方法を選択する．可能なオプションは，**利得を最大化**または**
利得を最小化**である．

R if 効用関数:このフィールドにリスク回避値(R値)を入力する．R値を含むセルを選択す
ることもできる．

M適パス: 表示したい最適パスのタイプを選択する．オプション**期待値**が選択されて
いるなら，最適パスは計算された期待利得から計算される．オプション**期待効用**が選

択されているなら，最適パスは計算された期待効用利得から計算される．このオプショ
ンは**R if 効用関数**も選択されている場合のみ選択できる．この設定は現在のところ
Mac上では利用できない．

オプション タブ:
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ツリー表示: ツリーの表示モードを選択する． **水平**のツリーは左から右へ展開する．
**垂直**のツリーは上から下へ展開する．

ブランチ / ノード・ブロック表示: ノード・ブロックと比較されるブランチ・ブロックの
表示モードを選択する．ノード・ブロックの親ブランチであるブランチ．**左 / 右**表示

は，ノード・ブロックをブランチ・ブロックの右に表示する．**上 / 下**表示は，ノー
ド・ブロックをブランチ・ブロックの下に表示する．

参照データ表示: 参照データのデフォルト表示モードを選択する．データがシート内のセ
ルに参照できるとき，ノードの設定インタフェース内でこの選択が適用される．ここで
デフォルト表示モードを選択するが，ノードの設定インタフェースでまだ修正すること
ができる．

有用な情報 - 計算データ タブ:
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各ノード・ブロックについて表示する情報をここで選ぶ．定義は解説の節にある．任意

の情報に対して，関連するラベルや他の情報との表示の位置関係を変更できる．効用に
よる計算に関係する情報は，一般 タブ **R if 効用関数**オプションも選択されている場

合のみ選択できる．

決定ノード, M適ブランチ: 決定ノードについて，ブランチ・ブロックのレベルで，ブラ
ンチが期待利得や期待効用による利得について最適化か否かを示すことができる．

有用な情報 - 参照ノード :

表示する参照ノードの情報を選ぶ．定義は 解説の節にある．任意の情報に対して，関連

するラベルや他の情報との表示の位置関係を変更できる．

計算データの前: このオプションは，各参照ノードに対して，参照しているノードに関係

する情報が計算データの前に表示されるか，後に表示されるかを選ぶことができる．

すべてのオプションが設定されている場合:

: パラメータを検証し，新規ツリーの構築を開始するか，または既存ツリーのパラメ
ータを更新するには，このボタンをクリックする．

: 新規ツリーを作成または，既存ツリーのパラメータを修正することなしに，ダイ
アログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: XLSTATの決定木のヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択をクリアするには．このボタンをクリックする．
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: ダイアログ・ボックスの設定をファイルに保存するにはオレンジ色のボタンを，ダイアロ
グ・ボックスの設定をファイルからロードするには緑色のボタンをクリックする．

ノードを作成  

新規ノードを追加または，既存ノードを修正するには，ノード・アイコンをクリックするだけ
でよい．それによりノードを設定するためのダイアログ・ボックスが開く．このダイアログは
いつでも表示させて編集できる．何か変更を行うと，ターゲット・ノードが自動でアップデー
トされる．

終端ノードのアイコンをクリックすると，新規ノードのタイプを選択できるように，ダイアロ
グ・ボックスが表示される．

タイプを選ぶと，ダイアログ・ボックスが展開され，ノードを設定できる．終端ノード以外の
既存ノードのアイコンをクリックすると，この同じ展開されたダイアログ・ボックスが現れ
る．

各ノード・タイプでの可能なオプションを以下に説明する．

決定，確率，論理ノード :
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さまざまなノードのタイプのある左側部分で選択したノードのタイプに応じて，右側の部分が
変化する．決定ノード，確率ノード，論理ノードは，すべてブランチを伴うノードであるの
で，類似した設定を持つ．したがって，我々はそれらを一緒に提示する．

名前: ノード名を入力する．

ブランチ :

これはノードのブランチ（分岐）が定義される所である．各ブランチで異なるパラメー
タを入力しなければならない:

名前: ブランチ名．

強制: このオプションは，ブランチが最適パスの一部であることを強制できる．ツ
リー全体に強制できるブランチは1個だけである．

値: ブランチに関連づけられたコストまたは利益．それがコストの場合は，値は負

値でなければならない．このパラメータはシート上のセルの値を参照することがで
きる．この場合，該当するセルを選択する．

確率: ブランチに関連づけられた完了の確率．このパラメータは，確率ノードでの
み利用可能である．このパラメータは，シート上のセルの値を参照することができ
る．この場合，該当するセルを選択する．

論理: ブランチに関連づけられた論理式．このパラメータは，論理ノードでのみ利

用可能である．このパラメータは，シート上のセルの値を参照できる．この場合，

該当するセルを選択する．論理的結果（真または偽）によって，式を直接書くこと
も可能である．

**値**および**参照**オプションは，シート内のセルで参照できるデータの表示モードを
選択することを可能にする（値，確率，論理）．ブランチのリストが，選択に応じて自

動で更新される．これらのオプションは，ブランチ・ブロック内に表示される情報では
なく，ダイアログ・ボックスにのみ適用される．
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ブランチを修正するには，ブランチのリストからそれを選択して，**選択**の部分でその
パラメータを修正し，  ボタンをクリックして，ブランチのリストを更新するだけでよ
い．

ブランチのリストのレベルで，その他のアクションが可能である:

: ブランチのリストに新規ブランチを追加するには，このボタンをクリックす
る．それは選択されたブランチの上に追加される．

: ブランチのリストから選択されたブランチを除去するには，このボタンをクリ
ックする．

:ブランチのリストで選択されたブランチを上に移動するには，このボタンをク
リックする．

: ブランチのリストで選択されたブランチを下に移動するには，このボタンをク
リックする．

すべてのオプションを設定すると:

: パラメータを検証して，新規ツリーの構築を開始するか，既存ツリーのパラメータ
を更新するには，このボタンをクリックする．

: 新規ツリーを作成せずに，または既存ツリーのパラメータを変更せすに，ダイア
ログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: XLSTATでの決定木に関連するヘルプ・ファイルを表示するには，このボタンをク
リックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択をクリアするには，このボタンをクリックする．

: ダイアログ・ボックスの設定をファイルに保存するにはオレンジ色のボタンを，ダイアロ
グ・ボックスの設定をファイルから読み込むには緑色のボタンをクックする，

参照ノード:
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.

名前: ノード名を入力する．

参照ツリー :

このツリー: 参照ツリーがアクティブなツリーと同じであれば，このオプションを
選択する．

別のツリー: 参照ツリーがアクティブなツリーではなければ，このオプションを選

択する．そして隣のリストで，参照ツリーが置かれているワークブックを選択す
る．

参照ツリー (名前 + ワークシート): このリストから参照ツリーを選択する．このリ
ストは，以前に選択されたワークブックにあるすべてのツリーで構成されている．
ツリーの名前だけが表示されているが，リストを展開すると，ツリーが置かれてい
るリーフの名前もより詳細に入力されている．

参照ノード:

名前: 前の選択で選択されたツリーに存在するすべてのノードの名前．

M初のセル: ノード・ブロックの最初のセル．

リストから参照ノードを選択する．それがアクティブなワークブックにあるなら，対応

するブロックが，置かれているシート内で選択される．これにより必要に応じて，より
よく見つけることができる．

オプションが設定されると:

: 設定を検証して新規ツリーを構築するか，既存ツリーのパラメータを更新するに
は，このボタンをクリックする．
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: 新規ツリーを作成せずに，または既存ツリーのパラメータを変更せずにダイアロ
グ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: XLSTATの決定木のヘルプ・ファイルを表示するには，このボタンをクリックす
る．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択うぃクリアするには，このボタンをクリックする．

これは，参照ノードと参照先ノードの概念を理解するのに役立つ図である:
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注意 : ツリーAが含む参照ノードの参照先ノードがツリーB内にあるなら，ツリーBはツリーA内
に参照先ノードを持つことができない．ツリーA内に2個の参照ノードを持たなければならな
い．

ツリーでのアクション  

ツリーを構成するブロックで直接  

ツリーが置かれているExcelシート内で直接，ツリーに関連する情報を変更することができる．
影響を受けるセルが色づけされる．これは変更ｄけいることのリストである:

ツリー名

ノード名

ブランチ名

ブランチ値

ブランチ確率（確率ノードの場合）

ブランチの論理式（論理ノードの場合）

ノード・アイコンをクリック  

決定: 

確率: 

論理: 

参照: 

終端: 

ノードのアイコンをクリックすると，それを設定できるダイアログ・ボックスが開く．そし
て，その設定（そのタイプさえも）を変更でき，続ける ボタンをクリックして検証することが
できる．

ツリー・ブロックを右クリック  

ツリー・ブロックを右クリックすると， XLDTREE メニューにアクセスできる : 

これは，可能なさまざまなアクションのリストである:
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 選択されたツリーの設定を定義するダイアログ・ボックスを開く: ツリー設定ダイア
ログ・ボックスを表示したい場合は，これをクリックする．

 選択したツリーのM適パスを強調表示: ツリー全体での最適パスをハイライトさせた
いときは，この項目をクリックする．最適パスの概念は，計算と最適パスの節で議論し
ている．

 選択されたツリーのM適パスを除去: ツリー全体での最適パスのハイライトをやめた
いときはこれをクリックする．

 選択されたツリーを削除: ツリーを安全に削除したいときあ，これをクリックする．

ノード・ブロックを右クリック  

ノード・ブロックを右クリックすると， XLDTREE メニューにアクセルできる : 

これが可能なアクションである:

 新規ノードを作成: ノードを設定するためのダイアログ・ボックスを表示して，選択

された終端ノードの場所に新規ノードを作成したい場合は，終端ノードで利用可能なこ
のアイコンをクリックするする．

 選択されたノードの設定を定義るうダイアログ・ボックスを開く: 選択されたノード
を更新するために，ノードを設定するダイアログ・ボックスを表示したい場合は，これ
をクリックする．

 選択されたノードからのM適パスを強調表示: このノードからの最適パスをハイライ
トさせたい場合は，これをクリックする．最適パスの概念は，計算と最適パスの節で議

論している．

 選択されたノードで始まるM適パスを除去: このノードで始まる最適パスのハイライ
トをやめたい場合は，これをクリックする．

 選択されたノードの前に新規ノードを挿入: ターゲット・ノードの前に新規ノードを
挿入したい場合は，これをクリックする．デフォルトでは，2個のブランチを持つ決定ノ
ードが挿入される．ターゲット・ノードは，この新規ノードの最初のブランチ上にな
る．

 選択されたノードからのサブツリーを削除: ターゲット・ノードおよびその子ノード
のすべてを削除したい場合は，これをクリックする．ターゲット・ノードは終端ノード
に置き換えらえれる．

 選択されたノードからのサブツリーをコピー: ターゲット・ノードとその子ノードの
すべてからなるサブツリーをコピーしたい場合は，これをクリックする．

 選択されたのノードろその子ノードの場所にサブツリーを貼り付け: ターゲット・ノ
ードとその子ノードからなるサブツリーを，事前にコピーされたノードとその子ノード
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からなるサブツリーに置き換えたい場合は，これをクリックする．

ブランク・ブロックを右クリック  

XLDTREEメニューにアクセスするには，ブランチ・ブロックを右クリックする : 

可能なアクションは:

 選択されたブランチの上に新規ブランチを追加: 新規ブランチを追加したい場合は，
このアイコンをクリックする．それはターゲット・ブランチの上に追加される．

 選択されたブランチとその子ノードを削除: ターゲット・ブランチとその子ノードの
すべてを削除したい場合は，これをクリックする．

 選択したブランチを上に移動: ターゲット・ブランチを上に（水平に表示されたツリ
ーの場合）移動したい場合は，これをクリックする．

 選択したブランチを下に移動: ターゲット・ブランチを下に（水平に表示されたツリ
ーの場合）移動したい場合は，これをクリックする．

 選択したブランチを左に移動: ターゲット・ブランチを左に（垂直に表示されたツリ
ーの場合）移動したい場合は，これをクリックする．

 選択したブランチを右に移動: ターゲット・ブランチを右に（垂直に表示されたツリ
ーの場合）移動したい場合は，これをクリックする．

 選択したブランチをM適パス上にあると強制 : 最適パスがターゲット・ブランチを通

るように強制したい場合は，これをクリックする．これは，後で既存のツリーに戻ると
き，特定の選択がすでに行われたか，または実行されたときに役立つ場合がある．それ
らのツリーのすべての中で，単一のブランチを強制できる．別のブランチがすでに強制

されている場合，それはもはや強制されなくなる．強制されたブランチの名前は，他の
ブランチ名とは異なる色で表示される．最適パスの概念は，計算と最適パスの節で議論

されている．

 選択したブランチがM適パス上にあると強制するのをやめる : 最適パスがターゲッ
ト・ブランチを通るように強制するのをやめたい場合は，これをクリックする．アクテ
ィブなツリーで，これ以上ブランチが強制されることがない．

計算とM適パス  

計算  

ツリーのブロックそれ自体，ノード・ブロック，またはブランチ・ブロックなど，ツリーの各

ブロックに対する変更のたびに計算が行われる．それらの結果は，数式の形式で，当該ブロッ
クに直接表示される．セルが色づけされている編集可能な情報とは異なり，数式の計算の結果

である情報は白い背景になっている．誤って削除した数式は，ツリーを再生成することにより
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置き換えることができる．ツリー・パラメータ化ダイアログ・ボックスを開いて，OKボタンを
クリックするだけでよい．

前に見たように，ツリー設定ダイアログ・ボックスで，ノード・ブロックに対して，どの情報

が表示されるかを選ぶことができる．

M適パス  

このツールは，Macプラットフォームでは今のところ利用できない．

最適パスは，選ばれた計算モードに最も適合するパスを表す．これは，各ノードからの効用に
よるか，または効用なしの期待利得かによって異なる．期待利得または効用による期待利得で
の最適パスの選択は，ツリー・パラメータ化ダイアログ・ボックスから行われる．その動作

は，ノードのタイプによって異なる:

決定ノード: 最適パスは，効用によるか，効用なしかに関わらず，選ばれた計算モードに
最も適合した利得を持つブランチを通る．

確率ノード: 確率ノードに達する最適パスは，そのノードのすべてのブランチを通る．実

際，いかに可能性が高くても，どのブランチが実行されるかを事前に知ることはできな
い．それは各ブランチの子ノードから期待される利得（効用あり，またはなし）の（実

現確率による）荷重和なので，利得（効用あり，またはなし）は，この振る舞いを考慮

に入れる．

論理ノード: 最適パスは，真の結果を持つブランチのみを通る．すでに見てきたように，
複数のブランチが真の結果を持つことは不可能である．もしこれがあてはまるならば，
利得（効用あり，またはなし）および，したがって最適パスを計算することができず，
エラーとなる．もしすべてのブランチが偽の結果を持つなら，利得（効用あり，または
なし）-および，したがって最適パス-は，このノードでは利用できない．

参照ノード: 参照ノードは，その参照先として，決定ノード，確率ノード，論理ノードを
持つ．したがって，このノードのタイプのレベルで，最適パスの動作を知るには，これ
らのノードのタイプを参照するだけで十分である．ただし，ツリーの参照ノードは，そ
の子ノードを表示しないので，この動作は見えないままである．

最適パスが有効化されると，それはツリー上で強調表示される．それはツリー全体に関する
か，または右クリックで選んだノードからのみ開始できる．最適ツリーが有効されている限

り，それは自動で再計算され，ツリーが変更されるたびに，表示が更新される．

事例  

決定木を作成して使用する方法を示す事例がAddinsoftのウェブサイトにある:

http://www.xlstat.com/demo-dct.htm

http://www.xlstat.com/demo-dct2.htm

http://www.xlstat.com/demo-dct3.htm
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ベイジアン・ネットワーク  
XLSTATのベイジアン・ネットワーク・モジュールは， ベイジアン・ネットワークの方法によ
る統計分析を可能にします．人工知能でとても人気があり，主に知識とその不確実性を表現す
ることに使用されます．これは変数間の因果関係を示すことを主な機能とする意思決定ツール
です．

ベイジアン・ネットワークは，たとえば金融ではクレジットカード詐欺のリスクを分析した
り，医療では診断を行ったり，あるいは製造の応用で使用されています．

この節の内容:

解説

プロジェクト

ツールバー

グラフでのオプションとオブジェクト選択

グラフの構築

確率表の定義

ベイジアン・ネットワーク分析

結果

事例

参考文献



ベイジアン・ネットワーク  1043 解説  

解説  
ベイジアン・ネットワークは，確率変数間の従属性またな条件付き独立の関係性をモデルする
ことが可能な統計ツールである．この手法は，人工知能技術の開発での1988年のJudea Pearl
の先駆的な研究から生まれた．

この手法の独創性は，ネットワーク変数のリレーショナル構造を表す形式的な枠組みを提供す
ることである．一方の側にはグラフによる質的な記述があり，もう一方の側には確率による量

的な記述がある．このグラフは、これらのノードを接続して，ノードとアークによりネットワ
ークをスキーム化する方法であり，問題の理解と結果の解釈を促進する．

ベイジアン・ネットワークでは，グラフは有向かつ閉回路を持たないいわゆる"非巡回"のルー
ルを遵守しなければならない（図１参照）．この非巡回有向グラフ（DAG：acyclic directed
graph）について説明する．ノードAからアークが出発してノードBに行くとき，ノードAがノ
ードBの親であり，ノードBはノードAの子という．確率は，ノードごとに，ネットワークでの
それらのステータス（子または親）に応じて与えられる各ノードに確率が与えられる．

図 1. 3個のノードを持つ有効グラフの例．グラフ a. は巡回であるが，グラフ b. と c. は非巡

回．

ベイジアン・ネットワークは，モデルを評価し，新しい情報が与えられた事後の確率を取得す
るクエリを作成するために使用される． Uをネットワークを構成するノードの集合として，

 をその集合での確率分布とする．もし1つまたは複数の変数で， で示される新

しい情報があるなら，この情報について  を介してベイジアン・ネットワークの知識を更

新するだろう．この更新を推論と呼ぶ．2タイプに分離できる:

効果から原因: 新しい情報が子ノードから来て，その親ノードに伝播する．この状況で
は，ベイジアン・ネットワークは，診断を構築するのに役立つ．

原因から効果: 新しい情報が親ノードから来て，その子ノードに伝播する．この状況で
は，ベイジアン・ネットワークは，シミュレーションまたは予測に役立つ．

数学的な観点からいうと，ベイジアン・ネットワークでの推論は， の計算であり，
がわかった後のネットワークの事後確率の計算である．この計算では，2つの式が基礎

となる: 以下の式で書かれるベイズの定理:

ここで  と  は確率変数で，同時確率が次式で与えられる:

P (U) epsilon

P (U)

P (U ∣ϵ)
epsilon

P (A∣B) =  ,
P (B)

P (A∣B)P (A)

A B

P (A,B) = P (A∣B)P (B) = P (B∣A)P (A).
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項 は， を知ったときの の条件付き確率と呼ぶ（または   条件付き  )．項  
は，既知の での の尤度関数という．項  および  は，それぞれ の事

前確率または の周辺確率，および の周辺または事前確率である．

しかしながら，この計算は複雑かもしれない．実際のところ，ネットワークの複雑さ（ネット
ワークのトポロジーが単純なほど推論が簡単），同時確率の計算によって，たとえば，それは
ネットワーク変数のすべての値での条件付き確率と周辺確率の積であり，コストがかかり時間

がかかるようになる．一般的なケースでは，これがNP困難の問題であることが実証された
(Cooper G. F., 1990)．

この点から，複雑な確率システムでの計算を可能する複数のアルゴリズムが生まれた．
XLSTATは，ジャンクション・ツリー(Jensen et al., 1990)として知られる正確推論アルゴリズ
ムを使用する．その原理は，DAGをツリーに変換してから，そのジャンクション・ツリーを導

出することである．後者は，そのノードをクリークと呼ぶグラフでもある．グラフ理論では，
クリークとは，元のグラフの完全に接続されたノードの部分集合である．図2の事例では，グ
ラフ b は，元のグラフ a.の2個のノードですべてが構成される4個のクリークによって形成され
ている．したがって，ネットワークの同時確率は，各クリークの同時確率の積となる．

図 2. ツリー (a.) とジャンクション・ツリー (b.) の例．

XLSTATでのベイジアン・ネットワークを分析する手順は，以下のとおりである:

1. プロジェクトを開く: XLSTATメニューでベイジアン・ネットワーク・モジュールに行っ
て，新しいプロジェクトを開く． ウィンドウが開いて，クラシックおよびエキスパー
ト・モードの選択が提供される（詳細はパラグラフグラフでのオプションとオブジェク
ト選択 を参照）．いずれの場合も，プロジェクト で説明されるように，複数のシートか
らなるワークブックが開かれて，ネットワークを作成するのに使用する．

2. グラフを構築: 提供されるボタンを使用してネットワークを描き，それぞれのノードに名

前をつける．このステップの詳細については， グラフ構築に直接行く．

3. 確率分布の定義: 各変数について，確率表を記入しなければならない．これは2つの方法

で行える: エキスパート・モード，すなわち，人間の知識から，または，学習モード，す
なわち，データから自動でベイジアン・ネットワーク機能が学習できる．これらの2つの
オプションは，節 確率表の定義で説明する．

4. 推論: これでベイジアン・ネットワークにクエリー（問い合わせ）ができ，専用のボタン
から確率計算を実行できる．この機能に関するより詳細は，節 ベイジアン・ネットワー
ク分析を参照．

P (A∣B) B A A B

P (B∣A) A B P (A) P (B) A

A B
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プロジェクト  
ベイジアン・ネットワーク・プロジェクトは，特別なExcelワークブックである．新規のプロジ
ェクトを作成する際，そのデフォルト名は，BNbookで始まる名前となる．ユーザーの選択に
よる名前でも保存できる．ベイジアン・ネットワーク・モジュールで提供されるオプション
の"保存"ボタンは，拡張子 *.xlsmを用いて，プロジェクトを保存することを可能にする．

生のベイジアン・ネットワーク・プロジェクトは，常に最初は2個のシートからなり，そし
て，確率表が定義されて3個となる．これらのシートは，削除してはならず，次の内容である:

データ : これは空のExcelシートで，ここにデータをコピー/貼り付けする．

BNグラフ : これは次の要素からなるシートである：描画領域（最初は空白），およびツ
ールバー（次の節で説明する）．ベイジアン・ネットワークのグラフを描画するため
に，これを使用する．

確率表: これは，BNgraphシートに描かれたすべてのノードの確率分布を格納するシート
である．それらは，ノードごとに1つの表の形式で形成されている．各表での列の数は，
親の数プラス，そのノード自身の1列で，プラス，確率のための1列となっている．1個の
表で少なくとも2列ある．周辺ノードでは，（親を持たないので）2列のみである．行の
数は，ノードとその親のモダリティの組み合わせの数で定義される．たとえば，2，3，2
個のモダリティを持つ3個のノードA，B，C のラベルは，それぞれ  , 

, である．ノード B と C はノードAの親である．ノードAの確率表は
次の形式をとる:

A B C Probability

a_1 b_1 c_1 --------------

a_2 b_1 c_1 --------------

a_1 b_2 c_1 --------------

a_2 b_2 c_1 --------------

a_1 b_3 c_1 --------------

a_2 b_3 c_1 --------------

a_1 b_1 c_2 --------------

a_2 b_1 c_2 --------------

a_1 b_2 c_2 --------------

a_2 b_2 c_2 --------------

a_1 b_3 c_2 --------------

a_2 b_3 c_2 --------------

親の順序は，モダリティの数で降順になっている．表内のモダリティの順序は，ユーザーによ
って与えられた順序である．

{a  , a  }1 2

{b  , b  , b  }1 2 3 {c  , c  }1 2
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ベイジアン・ネットワークが描かれて確率表が記入されると，確率計算を開始できる．you can
start the probability computations. 結果は，BNGraphシートに続くExcelシートに表示される．

モデルを修正する前に，後で修正できるように保存しておくことができる （より詳細は， グ
ラフでのオプションとオブジェクト選択 を参照）．
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ツールバー  
ツールバーはBNGraphシートの左上にあって， 水平に並んだ8個のオレンジ色のボタンを含む:

これらのボタンは，グラフの構築，確率表の定義，およびベイジアン・ネットワークの分析に
役立つ．より正確に言えば，最初の4個のボタンは，ベイジアン・ネットワークを描画するこ
とに，次の2個は確率表を記入することに割り当てられており，7番目は描かれたベイジアン・
ネットワークの確率を計算するのに使用され，最後のはこのヘルプにリダイレクトする．モー
ドの使用とこれらのすべてのボタンの機能は，このヘルプの次の節で説明する．

ツールバーは，ユーザーがBNGraphシートにいるときだけ表示される．



ベイジアン・ネットワーク  1048 グラフでのオプションとオブジェクト選択  

グラフでのオプションとオブジェクト選択  
XLSTATのベイジアン・ネットワーク・モジュールは，3つのオプションを提供する:

 新規のベイジアン・ネットワーク・プロジェクトを開くには，このボタンをクリックす
る．そして，ウィンドウが開いて，クラシックまたはエキスパート・モードの表示方法の選択

が提供される．クラシック・モードは，データセットがあって，確率分布を自動で計算したい
場合に好まれる．エキスパート・モードは，ユーザーが自分で各変数のモダリティや確率を定

義できるので，その名前が示すように，調査される問題の"エキスパート（専門家）"向けを意

図している．両ケースでは，前の節で説明した新規プロジェクト・ファイルを開く．

 既存のベイジアン・ネットワーク・プロジェクトを開くには，このボタンをクリックす
る．

 アクティブなベイジアン・ネットワーク・プロジェクトを保存するには，このボタンをク
リックする．

The selection of objects (node or arc) on the BNGraphシートでのオブジェクト（ノードやアー
ク）の選択は， Ctrl キー + 左クリックまたは，Macユーザーは cmd + 左クリックだけで行え
る．右クリックしてのExcel ドロップ・ダウン・メニューは使用しない． 選択解除はEsc キー
で行え，選択されたすべてのオブジェクトに適用される． マウスでオブジェクトを移動するこ
とができ，事前にすべての選択を解除してから，目的のオブジェクトを選択するとよい．ま
た，キーボードの矢印キーを使用することもできる． ノードやアークを削除することができ，
一度に1個だけで，それを選択してから，キーボードでDelete キーを押す． アークで2個のノ
ードを接続するとき，アークはこの2個のノードに対してのみ定義されているので，他のノー
ドに繋ぎ変えることはできない．

ボタン・バーの下の灰色に退色したテキストは，以下の使用可能なキーボード・ショートカッ
トを要約している:

ノードまたはアーク選択: Ctrl + 左クリック (または Macユーザーはcmd + 左クリック)
すべてを選択解除: Esc
ノードを移動: すべてを選択解除 + ノードを選択 + マウスで移動

削除: Ctrl + Delete
2個のノードを接続: Ctrl + A
アークの方向を変更: Ctrl + D
モダリティ編集: Ctrl + E (エキスパート・モードでのみ表示)
データ編集: Ctrl + L (クラシック・モードでのみ表示)
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グラフ構築  
ベイジアン・ネットワークのグラフは，ノードおよびのノード間をつなぐアークによって構成

される．ベイジアン・ネットワークのプロジェクト (プロジェクトを参照)では，ツールバーに
より，BNGraphと名付けられたシートに描かれなければならない．ノードとアークの選択は，
節 グラフでのオプションとオブジェクト選択では，ツールバーにより，BNGraphと名付けられ
たシートに描かれなければならない．ノードとアークの選択は，節 [グラフでのオプションと
オブジェクト選択)に説明されるように行われる．

BNGraph シートにノードを追加するには，このボタンをクリックする．ボタンがアクティベー
トされると灰色になり，それは，シートの好きなところをクリックして，ノードを描くことが
できることを意味する．その後，ウィンドウが開き，そこでノードに名前をつける．後で名前

を変更でき，あるいは，ノードを再びクリックするだけで，その名前を変更できる．

. このボタンはノードに名前をつけるために使用する．それをするには，まずノードを選択し
て，そして，このボタンをクリックする．一度に1個のノードにのみ名前をつけられる．

 アークで2個のノードをつなぐには，このボタンを使用する．これを使用するには，まず
親を選択して，そして子を選択してから，アーク・ボタンをクリックする．2個を超えるノー
ドを一度につなぐことはできず，同じ2個のノードの間には1個のアークだけが作成できる．

 2個のノード間でアークの方向を変えるには，このボタンをクリックする．これを使用す
るには，変更したアークを選択して，ボタンをクリックしなければならない．複数のアークの
方向を一度に変更することはできない．
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確率表の定義  
ベイジアン・ネットワークに関与する変数は，質的または量的でありうる．それらは，少なく
とも，2個のモダリティを持つ．確率表は，これらのモダリティがとるさまざまな値を示す．
ある変数が，1個または複数の変数に従属している場合，確率表は，変数の集合のすべてのモ
ダリティの組み合わせを提供する．

ベイジアン・ネットワーク・プロジェクトでは，2つの方法で確率表を定義できる:

クラシック・モードで，
エキスパート・モードで．

これらの2つのモードの使用は，以下の2つの節で説明する．両方とも，確率表は， プロジェク
トで説明されているように専用のExcelシートに表示される．ボタン  は，両方のモードで共

通であるが，エキスパート・モードでより役立つ．これは，特定の確率の値を表示したり修正

したりできる．その使用のより詳細な説明は，エキスパートの節にある．

クラシック・モード

モダリティと確率表は，データセットから自動で計算できる．列ラベルは変数名を含まなけれ
ばならない．それらの名前が，ネットワーク内で使用されている名前と同じであるこを確認す
るように注意しなければならない．

アルゴリズムは，質的変数で動作する．量的変数が選択されている場合，それらは以下のよう
にして，質的変数に変換される．まず，それらの各々で，それらの値が昇順でソートされ，そ
して，10個区間の最大数に離散化される．そして，これらの新しい区間は，値を記録するため
に使用され，モダリティとなる．そして，ネットワーク内の変数の関係構造を考慮しながら，
すべｔの変数についてモダリティの表が計算される．この表は，パラグラフ プリジェクト に
あるのと似ているが確率の列がない．そして，データ内のこれらのモダリティの発生度数が計

算されて，周辺合計(他の変数のある値に対して，その変数がとる値の合計）が1に等しいとい
う条件のもとで確率に変換される ．変数のモダリティの半分以上で度数がゼロのとき，アルゴ
リズムによって確率は計算されないが，結果のシートで欠損値に置き換えられる．逆に，半分

以下で度数がゼロであるなら，すでに計算された確率の1との差の平均として計算される．

この機能を使用するには，以下のボタンをクリックして，データを読み込む:

この動作は，計算の管理および結果の表示の両方のために利用可能なさまざまなオプションに
対応する複数のタブからなるダイアログ・ボックスの表示をもたらす．下にダイアログ・ボッ
クスのさまざまな要素の説明がある．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算を実行せずに，ダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックす
る．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．
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: デフォルト・オプションをリストアするには，このボタンをクリックする．

: データ選択をクリアするには．このボタンをクリックする．

 : XLSTATがデータを扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．矢印

が下向きなら，XLSTATは行がオブザベーションに列が変数に対応するとみなす．矢印が右向

きなら，XLSTATは行が変数に列がオブザベーションに対応するとみなす．

  : データ選択モードを変更するには，これらのボタンをクリックする．ボタンがマ
ウス・アイコンを示すなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタンが
リスト・アイコンを示すなら，XLSTATは選択可能な変数のリストを表示する．ボタンがオレ
ンジのペーパー・シートを示すなら，XLSTATは，ユーザーがフラット・ファイルからデータ

を選択できるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

質的データ: 質的変数を使用したい場合は，このオプションを有効にして，それらの変数を選

択する．

量的データ: 量的変数を使用したい場合は，このオプションを有効にして，それらの変数を選

択する．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされているなら，このオプションを有効

にする．このオプションを有効にしない場合，重みはすべて1となる．重みは，0異常でなけれ
ばならない．2の重みは，同じオブザベーションが2回繰り返されることに相当する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算をやめるようにするには，このオ
プションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を含むオブザベーションを無視するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて，欠損値を推定

するには，このオプションを有効にする．

M近傍: 1つの基準で欠損値の最近傍を探索して，欠損値を推定するには，このオプショ
ンを有効にする．

結果 :

結果が確率表という新しいシートに表示される．まずシートのはじめにデータの要約があり，
欠損値の数，置換のオプションが選ばれた場合は置換の値，変数の記述統計が示される．次

に，ベイジアン・ネットワークでの後者のステータスに応じて，各変数の確率分布が示され
る．これらの結果は，節 プロジェクト節にあるような表となっている．シートの最後に，これ
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らの確率表で計算されたばベイジアン・ネットワークでの分析を直接起動するためのボタンが
ある．

エキスパート・モードで

これはユーザー自身がステップ・バイ・ステップで，変数で要求されるすべての情報，つま
り，モダリティおよび確率を定義するモードである．この目的のために，2個のボタンがあっ
て，それぞれのアクションに使用できる．

 変数のモダリティを設定するには，このボタンをクリックする．ウィンドウが開いてデ
ータ・シートからデータを選択できる（詳細は，節 プロジェクトを参照）．このシートでは，
列に変数のモダリティが一覧されている．変数ごとに1列になっっている．列ヘッダが変数の
名前を格納していて，BNGraphシートに描かれたノードの名前と一致しているはずである．1
個または複数の列を選択できる．単一の変数のモダリティを定義したい場合は，前もって
BNGraphシート上の対応するノードを選択すると．選択したノードの名前が，モダリティ・エ
ディタ・ウィンドウに現れる．Ok をクリックすると，選択された変数の確率表が専用のシー
トで更新される．

 変数の確率を表示したり修正したりするには，このボタンをクリックする．それをする
ために，まずBNGraphシートでノードを選択する（ノード選択については [グラフでのオプシ
ョンとオブジェクト選択]（#グラフでのオプションとオブジェクト選択）を参照）．すると，
ウィンドウが開き，選択された変数の確率を表示する．1回に1個の確率の値を変更できる．こ
れをするには，それを選択して，"編集" ボタンをクリックする必要がある．ウィンドウが開い
て，新しい値を入力できる．OKをクリックすると，確率表の中で値が更新される．再びOKを
クリックすると，すべての変数の確率表が保存されるExcelシートに，この値が保される．
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ベイジアン・ネットワークの分析  
BNGraphシートでモデルが設計され，各変数ですべての確率が定義されると，ツールバーの
ボタンをクリックして，ベイジアン・ネットワークの分析を立ち上げることができる．これ
は，確率表シートの最後のボタンからもできる． 以下のタブを持つダイアログ・ボックスが表

示される．

一般 タブ:

データ・ソース: 分析したいベイジアン・ネットワークのXLSTATが生成した確率表を格納する
シートを選択する（確率表の定義を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

欠損値を推定する: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にす
る．

平均: アクションの平均（量的変数）を用いて欠損値を推定するには，このオプションを
有効にする．

オプション タブ:

周辺確率: 各ノード/変数の周辺確率の分布を表示するには，このオプションを有効にする．

同時確率分布: 各クリークの同時確率分布を表示するには，このオプションを有効にする（定

義の方法は解説 を参照）．

条件付き確率: 各ノード/変数の条件付き確率分布を表示うするには，このオプションを有効に
する．

グラフ タブ:

周辺確率チャート: 各ノード/変数の周辺確率分布のグラフを表示するには，このオプションを
有効にする．
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条件付き確率チャート: 各ノード/変数の条件付き確率分布のグラフを表示するには，このオプ
ションを有効にする．
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結果  
得られる結果は，ベイジアン・ネットワーク分析でのすべての可能なクエリ―に答える．

各ノードの周辺確率分布: 表として提供されるこの結果は，BNGraphシートに描かれた各ノー
ドの周辺確率である．グラフ・オプションが選択されている場合，表の下に棒グラフとしても
表示される．

各クリークの同時確率分布: この結果は，クリークの数，各クリークに関与するノードのリス
ト，およびそれらの相関する同時確率分布の表を表示する．

各ノードの条件付き確率分布: 表として提供されるこの結果は，各従属ノードの条件付き確率

である．グラフ・オプションが選択されている場合，この結果は，各表の下に棒グラフとして
も表示される．
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事例  
ベイジアン・ネットワーク・ツールに関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにあ
る:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのベイジアンネットワークの構築チュートリアル?
language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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時系列分析  
時系列の可視化  
3クリックで時系列の数だけチャートを作成するために，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，3クリックで時系列の数だけチャートを作成することができる．また，単一の
グラフで系列をグループ分けすることもできる．最終的に，オプションでチャートを入力デー
タにリンクさせることもできる：オプションを選択すると，入力データに変更があるとき，チ
ャートが自動でアップデートされる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．
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一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は，"系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータは， Excelの日付/時刻書式または数値書式のいずれかで利用可能でなければならな
い．このオプションが有効でない場合，XLSTATが1 からデータの数までの時間変数を作成す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された系列の最初に行にヘッダが含まれる場合は，このオプションを有効に
する．

チャート タブ:

チャートを入力データにリンク: 入力データでの変更が，直接，チャートの更新に反映される
ようにするには，このオプションを有効にする．

単一のグラフにすべての系列を表示: 単一のチャートにデータを表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

結果  

選択されたすべての系列のチャートが表示される．

事例  

時系列可視化の事例がAddinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/静態時系列を得るために差分法を使用する?language=ja

参考文献  

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Verlag, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/%E9%9D%99%E6%85%8B%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%82%92%E5%BE%97%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%B3%95%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B?language=ja
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記述分析（時系列）  
時系列分析に特別にあつらえた記述統計量を計算するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

時系列分析における重要な問題の1つは，時間t に観察した値が過去に観察されたそれに従属す
るのかしないのかを決定することである．その答えが「イエス」なら，次の質問は「どのよう
に」である．

標本の自己共分散関数（ACVF： autocovariance function ）と自己相関関数（ACF ：
autocorrelation function ）が時系列の値間の従属性の度合いの知見を与える．ACF または偏自

己相関関数（PACF ：partial autocorrelation function ）の可視化は，過去のオブザベーション
を説明するためと予測を行うために適したモデルを同定する助けとなる．理論は，AR(p)の
PACF 関数 – 次数p の自己回帰プロセス– はp より大きい遅延ではゼロであることを示してい
る．

相互相関関数（CCF ：cross-correlations function）は，2つの時系列を関係づけて， それらが
共変するかどうかを決定して，それを拡張することを可能にする．

ACVF，ACF，PACFおよびCCF が，このツールで計算される．

時系列分析での1つの重要なステップは，白色ノイズを得ることを目的とする時系列の変換

（時系列の変換)を参照）である．白色ノイズの獲得は， すべての決定論的および自己相関成

分を除去したことを意味する． 時系列が白色ノイズであることを仮定できるか否かを検定する
ために，ACFに基づく複数の白色ノイズ検定がある．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は， "系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された時系列の最初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にす
る．

オプション タブ:

時間ステップ: 統計量が計算される時間ステップの数は，XLSTATが自動的に決定するか，まあ
はユーザーが設定することができる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

欠損値を無視する: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:
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記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

自己相関: 選択された系列の自己相関関数(ACF)を推定するには，このオプションを有効にす
る．

自己共分散: 選択された系列の自己共分散関数を推定するには，このオプションを有効にす
る．

偏自己相関: 選択された系列の偏自己相関(PACFを計算するには，このオプションを有効にす
る．

相互相関: 相互相関関数(CCF)の推定を計算するには，このオプションを有効にする．

信頼区間 (%): 信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．入力する値（1 から99
の間)は，推定された値の信頼区間を決定するのに使用する．信頼区間がグラフ上に自動で表示

される．

白色ノイズ仮定: 時系列が白色ノイズであるという仮定を用いて信頼区間が計算されるよ
うにしたい場合は，このオプションを有効にする．

白色ノイズ検定: XLSTAT に正規性検定と白色ノイズ検定の結果を表示させたい場合は，この
オプションを有効にする．

h1: 白色ノイズ検定を計算するための遅延の最小数を入力する．

h2: 白色ノイズ検定を計算するための遅延の最大数を入力する．

s: 白色ノイズ検定の2つの系列間の遅延の数を入力する．s は(h2-h1)の倍数でなければな
らない．

チャート タブ:

自己相関: 選択された系列のautocorrelogram を表示するには，このオプションを有効にする．

偏自己相関: 選択された系列のpartial autocorrelogram を表示するには，このオプションを有効

にする．

相互相関: 複数の系列が選択された場合，相互相関ダイアグラムを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

結果  

各系列について，以下の結果が表示される：

要約統計: この表は，選択された系列について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差（不偏）を表示する．

正規性と白色ノイズ検定: さまざまな検定の結果を表示する表．Jarque-Bera 正規性検定が，時

系列上で1回計算され，一方，その他の検定（Box-Pierce, Ljung-Box および McLeod-Li）は，
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選択された各遅延で計算される．カイ2乗（DF）分布を用いて計算された自由度（DF），統計

量の値およびp-値が表示される．Jarque-Bera 検定では，p-値が低いほど標本の正規性がより
確からしくなる．他の検定では，p-値が低いほどデータのランダム性がより確からしくなる．

系列の記述関数: 各タイムラグで選択されたさまざまな記述関数の値，および対応する信頼区

間を表示する表．

チャート: ダイアログ・ボックスで"チャート"オプションが有効にされたら，選択された関数に
ついてチャートが表示される．

複数の時系列が選択されて，"相互相関" オプションが選択された場合，下記の結果が表示され
る：

正規性と白色ノイズ検定: 選択された各遅延で計算されたさまざまな検定，Box-Pierce，Ljung-
Box および McLeod-Liの結果を表示する表．カイ2乗（DF）分布を用いて計算された自由度

（DF ），統計量の値，p-値が表示される．p-値が低いほどデータのランダム性が確からしくな
くなる．

相互相関: 各タイムラグでの相互相関関数の値を表示する表．

事例  

時系列での記述分析の使用法を説明するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/静態時系列を得るために差分法を使用する?language=ja

参考文献  

Box G. E. P. and Jenkins G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control.
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integrated moving average time series models. J Amer. Stat. Assoc., 65, 1509-1526.

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Verlag, New York.

Cryer, J. D. (1986). Time Series Analysis. Duxbury Press, Boston.

Fuller W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, Second Edition. John Wiley & Sons,
New York.

Jarque C.M. and Bera A.K. (1980). Efficient tests for normality, heteroscedasticity and serial
independence of regression residuals. Economic Letters, 6, 255-259.

Ljung G.M. and Box G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models.
Biometrika, 65, 297-303.

McLeod A.I. and Li W.K. (1983). Diagnostic checking ARMA times series models using
squares-residual autocorrelation. J Time Series Anal., 4, 269-273.

https://help.xlstat.com/s/article/%E9%9D%99%E6%85%8B%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%82%92%E5%BE%97%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%B3%95%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B?language=ja
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Shumway R.H. and Stoffer D.S. (2000). Time Series Analysis and Its Applications. Springer
Verlag, New York.
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Mann-Kendall 傾向検定  
ノンパラメトリック検定で，系列に季節性があっても，傾向が識別できるかを決定するには，
このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ノンパラメトリック検定が最初に Mann (1945) によって提案され，Kendall (1975) によってさ
らなる研究がなされ，Hirsch ら (1982, 1984) によって季節性を考慮に入れられるように改良が
なされた．

これらの検定の帰無仮説H0 は，系列内にトレンド（傾向）がない，ということである．負，

非ヌル，または正のトレンドがあるという3つの対立仮説を選ぶことができる．

Mann-Kendall 検定は，2つの標本間の関連性のKendallのタウ測度の計算に基づく．それは，そ
れ自身，標本での順位に基づく．

Mann-Kendall 傾向検定

傾向検定の特別なケースでは，最初の系列は，順位が明らかで，計算を単純化するように自動

的に生成された周期表示の増大である．検定に使用される S 統計量とその分散は，次式で与え
られる：

ここで  は，オブザベーションの数で  は，独立のオブザベーションである．

この検定の p値を計算するために，XLSTAT は，系列内に同値がなく，標本サイズが50より小

さい場合は，Kendall タウ検定の場合として，正確なp-値を計算する．正確な計算が不可能な場

合は正規近似が使用される．これについて，連続性の補正は任意（オプション）であるが推奨

である．

自己相関を考慮に入れる

S =   sgn(x  −
i=1

∑
x−1

j=i+1

∑
x

j x  )i

V ar(S) =  

18
n(n − 1)(2n + 5)

n x   (i =i 1 …n)
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Mann-Kendall 傾向検定は，オブザベーションが独立であることを必要とする（系列と任意のラ
グによるそれ自身との間の相関が有意であるべきでないという意味）．系列にいくらかの自己

相関がある場合では， S 統計量の分散が少なく評価されていた．したがって，複数の改良が提

案されてる． XLSTAT は，2つの代替法を提供する．1つはHamed および Rao (1998) ，2つめ
は Yue および Wang (2004)のそれである．1つめの手法は，系列にトレンドがない場合によく
動作し（実際には自己相関に起因する場合，トレンドを識別することを避ける），2つめの手

法は，トレンドと自己相関の両方があるときに，よりよく動作する利点を持つ．両手法は，
Senのスロープ推定量(Sen, P. K. (1968))の計算を含む．出力タブで対応するオプションが有効

にされた場合，その値がXLSTAT によって表示される．

もちろん Mann-Kendall 傾向検定を実行する前に，XLSTAT-Timeの対応する機能を用いて系列

の自己相関を確認することを推奨する．

季節性 Mann-Kendall 検定

季節性 Mann-Kendall 検定の場合，系列の季節性を考慮に入れる．これは，12 ヶ月の季節性を
持つ月次データについて，系列全体で傾向があるかどうかを見つけようとするのではなく，1
月の1ヶ月から他の月，2月の1ヶ月から他の月などで，傾向があるかどうかを見つけようとす
ることを意味する．

この検定では，我々は最初に各季節についてすべてのKendallのタウを計算し，そして平均の
Kendallのタウを計算する．系列が独立である（すなわち，1月の値と2月の値は独立である）こ
と，または従属であることを仮定して，統計量の分散が計算できる．これは共分散の計算を必

要とする．XLSTAT は両方とも（系列が従属でも独立でも）可能である．

この検定のp-値を計算するために，XLSTAT は平均 Kendall タウの分布に正規近似を用いる．
連続性補正が使用できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:
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時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は， "系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

日付データ: 日付または時間のデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．こ
れらのデータは， Excelの日付/時間形式または数値形式で利用可能であるべきである．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にす
る．

Mann-Kendall 傾向検定: この検定を実行するには，このオプションを有効にする．

季節性 Mann-Kendall 検定: この検定を実行するには，このオプションを有効にする．そし
て，周期（2つの季節の間の遅延の数）の値を入力する．系列依存性があるとみなされるかど
うかを指定する．

オプション タブ:

対立仮説: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（解説 参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値： ）．

正確な p値: 可能な限りXLSTATに正確な p-値を計算させたい場合は，このオプションを有効に
する（解説参照）．

連続性補正: 正確なp値の計算がリクエストされていないか，または可能でない場合，XLSTAT
に連続性補正を使用させるには，このオプションを有効にする（解説参照）．

自己相関: 系列中の自己相関を考慮に入れるには， Hamed and Rao または Yue and Wang オ
プションのいずれかを有効にする．Hamed and Rao オプションでは，p-値が設定できる任意の
水準(デフォルトは ) より低くない自己相関を除去できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

5%

10%
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前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

欠損値を無視する: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

Senのスロープ: Senのスロープ推定量を表示するには，このオプションを有効にする．信頼区

間を設定することもできる．

チャート タブ:

グラフ表示: データの折れ線グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

各系列について，以下の結果が表示される：

要約統計: この表は，選択された変数について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差（不偏）を表示する．

Mann-Kendall 傾向検定: 対応するオプションが有効にされた場合，Mann-Kendall 傾向検定の
結果が表示される．結果の解釈が続きます．

季節性Mann-Kendall 傾向検定 : 対応するオプションが有効にされた場合，季節性Mann-
Kendall 傾向検定の結果が表示される．結果の解釈が続く．

Senのスロープ: Senのスロープの値が提供される．0に近いほど，傾向が少ない．スロープの
符号は，傾向が増大しているか，減少しているかを示す．

事例  

時系列でのMann-Kendall 傾向検定の使用法を説明するチュートリアルが，Addinsoft のウェブ
サイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのMann-Kendall傾向検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Hamed K.H. and Rao A.R. (1998). A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data.
Journal of Hydrology, 204 (1-4), 182-196.

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the
American Statistical Association, 63(324), 1379-1389.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEMann-Kendall%E5%82%BE%E5%90%91%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Hirsch R.M., Slack, J.R., and Smith R.A. (1982). Techniques of trend analysis for monthly
water quality data. Water Resources Research, 18, 107-121.

Hirsch R.M. and Slack J.R. (1984). A nonparametric trend test for seasonal data with serial
dependence. Water Resources Research, 20, 727-732.

Kendall M. (1975). Multivariate Analysis. Charles Griffin & Company, London.

Mann H.B. (1945). Nonparametric tests against trend. Econometrica, 13, 245-259.

Yue S and Wang C.Y. (2004). The Mann-Kendall test modified by effective sample size to
detect trend in serially correlated hydrological series. Water Resour. Manag., 18, 201-218.
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均質性検定  
提案された4つの検定（Pettitt, Buishand, SNHT, von Neumann）を用いて，系列が時間を通し
て均質であるとみなせるか，もしくは変化が起きる時間が存在するかを決定するには，このツ
ールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

均質性検定は，帰無仮説が，ある時系列が任意の2つの時間の間で均質である，という多数の
検定に関与する．

検定の多様性は，たくさんの対立仮説が可能であるという事実に起因する：分布での変化，平

均（1つまたは複数の時間）での変化，または傾向の存在．

このツールで提供される検定は，単一シフトの対立仮説に対応する．すべての検定で，
XLSTATは，モンテ・カルロ再標本化を用いてp-値を提供する．正確な計算は，不可能である
か，計算時間でコスト高すぎるかである．

 ごとにさまざまな検定を提示するとき，我々は 個の連続する時間で観

察する での 変数の系列を調べる．  を観察された変数 の平均とし，
 をそれらの標準偏差のバイアス推定量（ で割る）とする．

注意 1: シフトが起きる時間のはっきりとした知見がある場合は，パラメトリックまたはノンパ
ラメトリック検定のセクションで利用可能な検定を使用できる．たとえば，変数が正規分布に
従うと仮定して，時間 での変化の存在を検定するために，z検定（既知の分散）または
Student のt 検定（推定された分散）を使用できる．分散が変化していることを確信する場合，

分散の比較検定（たとえば，正規のケースではF-検定，またはより一般的なケースでは，
Kolmogorov-Smirnov）が使用できる．

注意 2: 下記に提示されている検定は，傾向（たとえば，線形の傾向）に敏感である．これらの
検定を適用する前に，2つの均質な系列間でシフトがある時間を識別したいことを確かめる必

要がある．

Pettittの検定

Pettittの検定は，データの分布に関する仮定を必要としないノンパラメトリック検定である．
Pettittの検定は，シフトが起きる時間を識別できるタンクベースMann-Whitney 検定の適応であ

X  (i =i 1, 2, … ,T ) T

x  (i =i 1, 2, 3, … ,T ) T  μ̂ T

σ̂ T
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る．

1979 年の彼の論文で，Pettitt は，帰無仮説を 個の変数が同じ分布 に従うとして，および対

立仮説をある時間 に分布の変化があるとして説明している．それにもかかわらず，Pettittの検

定は，場所の変化がない場合，分布での変化を検出しない．たとえば，時間 の前に，変数が
正規分布 に従い，時間 から 分布に従う場合，Pettittの検定は，Mann-Whitney
が，そのような場合に位置の変化を検出しないであろうことと同様に，変化を検出しない．こ
の場合，Kolmogorov Smirnov ベースの検定，または場所よりも他の特性での変化を検出でき
る他の手法を用いるべきである．したがって，我々は，帰無仮説おと対立仮説を変形する：

H0:  個の変数が，同じ場所パラメータを持つ1つまたは複数の分布に従う．

両側検定: Ha: 変数が場所パラメータを変化させる時間 が存在する．

左側検定: Ha: 変数の場所が 減少する時間が存在する．

右側検定: Ha: 変数の場所が 増大する時間  が存在する．

Pettittの検定で使用する統計量は，下記のように計算される：

なら ， なら ， なら
として，

と定義する．

さまざまな対立仮説での Petittの統計量は，次式で与えられる：

両側検定では，

左側検定では，

右側検定では，

XLSTATは，モンテ・カルロ法を用いて， p値とp値の区間を計算する．

Alexanderssonの SNHT検定

SNHT 検定（ 標準正規均質性検定：Standard Normal Homogeneity Test ）は，降雨データの系

列での変化を検出するために，Alexandersson (1986) によって開発された．この検定は，測定

ステーションのオブザベーションを複数のステーションの平均と比較した比率の系列に適用さ
れる．そして，この比率は，標準化される．ここで， の系列は，標準化された比率に一致す
る．帰無仮説と対立仮説は，次のように決定される：

H0: 個の変数 は 分布に従う．

Ha: 時間 1 と の間では変数は 分布に従い， と の間では  分布に従

う．

T F

τ

τ

N(0, 1) τ N(0, 3)

T

τ

Δ

Δ τ

(x  −i x  ) <j 0 D  =ij −1 (x  −i x  ) =j 0 D  =ij 0 (x  −i x  ) >j 0 D  =ij 1

U  =t,T   D  ∑i=1
t ∑j=i+1

T
ij

K  =T max  ∣U  ∣1≤t<T t,T

K  =T
+ max  U  1≤t<T t,T

K  =T
− − min  U  1≤t<T t,T

X  i

T X  i N(0, 1)

ν N(μ  , 1)1 ν + 1 T N(μ  , 1)2
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Petitt 統計量は，次式で定義される：

ただし

統計量は，2つの対立モデルの尤度を比較する計算から導かれる．このモデルは，尤度を最

大化する パラメータを決定する際に， と が推定されることを含意するHaと一致する．

XLSTATは，モンテ・カルロ法用いて，p値とp値の区間を計算する．

注意: が既知の場合，2つの比率の系列でz 検定を実行するのに十分である． SNHT検定は，
最も確からしい を同定することができる．

Buishandの検定

Buishandの検定 (1982) は，どのようなタイプの分布に従う変数にでも使用できる．ただし，
とくに正規の場合について，その特性が研究された．彼の論文で，Buishandは，両側検定の場

合に焦点をあてているが，以下に示される Q 統計量では，片側検定も可能である．Buishand
は，両側の仮説のみが可能な2つめの統計量 Rを開発した．

統計量の場合，帰無仮説と対立仮説は次のように与えられる：

H0: 個の変数が同じ平均を持つ1つまたは複数の分布に従う．

両側検定: Ha: 変数の平均が変わる時間 が存在する．

左側検定: Ha: 変数の平均が 減少する時間 が存在する．

右側検定: Ha: 変数の平均が 増大する時間 が存在する．

,  ,  および と定義する．

Buishandの 統計量は，次のように計算される：

両側検定では，

左側検定では，

右側検定では，

XLSTATは，モンテ･カルロ法を用いてp値とp値の区間を計算する．

統計量 （ は Range：範囲 の略）の場合，帰無仮説と対立仮説は次のように与えられる：

H0: 個の変数は，同じ平均を持つ1つまたは複数の分布に従う．

T  =0 max  [ν  +1≤t<T z1
2 (n − ν)  ]z2

2

 

 =   x  z1 ν
1 ∑

t=1
ν

t

 =   x  z2 n−ν
1 ∑t=ν+1

T
i

To

ν μ  1 μ  2

ν

ν

Q

T

τ

Δ τ

Δ τ

S  =o
∗ 0 S  =k

∗
 (x  −∑i=1

k
i  )μ̂ k = 1, 2, … ,T S  =k

∗∗
 

σ̂

S  k
∗

Q

Q = max  ∣S  ∣1≤k<T k
∗∗

Q =− max  (S  )1≤k<T k
∗∗

Q =+ − min  (S  )1≤k<T k
∗∗

R R
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両側検定: Ha: 個の変数がそれらの平均に関して均質でない．

Buishandの 統計量は，次のように計算される：

XLSTATは，モンテ･カルロ法を用いてp値とp値の区間を計算する．

注意: 検定は，変化が起きる時間を検出することはできない．

von Neumann(フォン・ノイマン）の比率検定

von Neumann の比率は，次式で定義される：

が同じ平均を持つとき， の期待値が 2 であることがわかる．

XLSTATは，モンテ･カルロ法を用いてp値とp値の区間を計算する．

注意: この検定は，変化の時間を検出することはできない．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は， "系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

T

R

R = max  (S  ) −1≤k<T k
∗∗ min  (S  )1≤k<T k

∗∗

R

N =   (x  −
T σ̂

1

i=1

∑
T−1

i x  )i+1
2

X  i N
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日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータは，Excel 内で日付/時間形式または数値形式で，利用可能であるはずである．この
オプションを有効にしない場合，XLSTAT は，1 からデータの数の範囲で，それ自身の時間変

数を作成する．

区間を確認: XLSTATに日付データの間隔が一定であることを確認させるには，このオプ
ションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

**Pettittの検定*:: この検定を実行うするには，このオプションを有効にする（より詳細は解説

の節を参照）．

SNHT 検定: この検定を実行うするには，このオプションを有効にする（より詳細は解説の節

を参照）．

Buishandの検定: この検定を実行うするには，このオプションを有効にする（より詳細は解説

の節を参照）．

von Neumannの検定: この検定を実行うするには，このオプションを有効にする（より詳細は
解説の節を参照）．

オプション タブ:

**対立仮説*:: 検定に使用する対立仮説を選ぶ（より詳細は解説の節を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

モンテ・カルロ法: モンテ・カルロ・シミュレーションを用いてp値を計算するには，このオプ
ションを有効にする．実行するシミュレーションの回数と超えてはならない最大計算時間を
（秒で）入力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．
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前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

チャートを表示: 変換の前と後の系列のグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

結果  

各系列について，以下の結果が表示される：

要約統計: この表は，選択された系列について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差（不偏）を表示する．

さまざまな検定の結果が表示される．Pettitt検定では，もし変化点が検出されると平均 およ
び  を用いて，もし変化点が検出されなければ を用いて，SNHT，Buishandの 検定，グラ
フが表示される．

事例  

均質性検定の使用法を説明するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの時系列均質性検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Alexandersson H. ( 1986). A homogeneity test applied to precipitation data. Journal of
Climatology , 6, 661-675.

Buishand T.A. (19 82). Some methods for testing the homogeneity of rainfall data. Journal of
Hydrology, 58, 11-27.

Pettitt A.N. (19 79). A non-parametric approach to the change-point problem. Appl. Statist.,
28(2), 126-135.

Von Neumann J. (1941). Distribution of the ratio of the mean square successive difference to
the variance. Ann. Math. Stat., 12, 367-395.

μ  1

μ  2 μ Q

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%9D%87%E8%B3%AA%E6%80%A7%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Durbin-Watson 検定  
線形回帰の残差が自己相関するかどうかを確認するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

J.Durbin と G.Watson (1950,1951)が開発したDurbin-Watson 検定は、線形回帰の残差中の自己

相関を検出するために使用される．

を従属変数 ， を説明変数の行列， と を係数， を誤差項として，下記のモデルを考え
る：

実践的には，誤差はしばしば自己相関し，それは次善の最小2乗のような望ましくない結果を
もたらす．Durbin-Watson 検定は，誤差項での自己相関を検出するために使用される．

が定常で平均0で正規分布していると仮定する． Durbin-Watson 検定の帰無仮説と対立仮

説は：

H0: 誤差は自己相関しない．

Ha: 誤差は である．ここで， は，自己相関の次数である．

 は，次数 の自己回帰過程である．

Durbin-Watson  統計量は次式で書かれる:

Durbin-Watson 検定の文脈での主要な問題は，直接計算することができないp値の推定である．
XLSTATは，70個より少ないオブザベーションではPan (1968)アルゴリズムを， 70個を超える
オブザベーションがある場合はImhof (1961) 手順を用いる．

Y X α β ϵ

y  =t α + βx  +t ϵ  t

{ϵ  }t

AR(p) p

AR(p) p

D

D =  

 ϵ  ∑t=r+1
n

t
2

 (ϵ  − ϵ  )∑t=p+1
n

t t−p
2
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

残差: 線形回帰の残差を選択する．変数ヘッダが選択されている場合，"変数ラベル" オプショ
ンが有効になっていることを確認する．

X / 説明変数: Excel ワークシート内で量的説明変数を選択する．選択されるデータは数値タイ
プでなければならない．変数ヘッダが選択されている場合，"変数ラベル" オプションが有効に
なっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

オプション タブ:
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有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値： 5%）．

次数: 次数，すなわち残差の遅延の数を入力する（デフォルト値: 1）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前と次の値の平均で置換: 欠損値を前の非欠損値と後の非欠損値の平均で推定するには，この
オプションを有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 残差の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: 記述統計の表は，残差の簡単な統計量を示す．オブザベーションの数，欠損値の
数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．

そして，Durbin-Watson 検定の結果が表示される．

事例  

Durbin-Watson 検定に関するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのDurbin-Watson検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Durbin J. and Watson G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression, I.
Biometrika, 37(3-4), 409-428.

Durbin J. and Watson G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression, II.
Biometrika, 38(1-2), 159-179.

Farebrother R. W. (1980). Algorithm AS 153. Pan's procedure for the tail probabilities of the
Durbin–Watson statistic. Applied Statistics, 29, 224-227.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEDurbin-Watson%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Imhof J.P. (1961), Computing the Distribution of Quadratic Forms of Normal Variables.
Biometrika, 48, 419-426.

Kim M. (1996). A remark on algorithm AS 279: computing p-values for the generalized Durbin-
Watson statistic and residual autocorrelation in regression. Applied Statistics, 45, 273-274

Kohn R., Shively T. S. and Ansley C. F. (1993). Algorithm AS 279: Computing p-values for the
generalized Durbin-Watson statistic and residual autocorrelations in regression. Journal of the
Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 42(1), 249-258

Pan J.-J. (1968). Distribution of noncircular correlation coefficients. Selected Transactions in
Mathematical Statistics and Probability, 281-291.
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Cochrane-Orcutt 推定  
線形モデルの誤差項中の系列相関を考慮するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

1949年にD.Cochrane と G. Orcutt が開発したCochrane-Orcutt 推定は、線形モデルの誤差項中

の系列相関を考慮する有名な計量経済学のアプローチである．系列相関の場合、標準誤差が不

偏でないので、通常の線形回帰手法は無効である．

Yを従属変数，X を説明変数の行列， と を係数，および を誤差項として，以下のモデルを
考える:

そして，誤差 項 が，次式のような1次の定常自己回帰プロセスで生成されたと仮定する:

ただし， は白色ノイズ．

係数を推定するために，Cochrane-Orcutt 手順は，下記の変換モデルに基づく:

次のような3つの新しい変数を導入して，

次式が導かれる:

{ } は白色ノイズであるので，通常の統計的推論が使用できるようになる．

ダイアログ・ボックス  

α β ϵ

y  =t α + βx  +t ϵ  t

ϵ

ϵ  =t ρϵ  +t−1 ϵ  ,  with ∣ρ∣ <t 1

ϵ  t

∀t ≥ 2, y  −t ρy  =t−1 α(1 − ρ) + β(X  −t ρX  ) +t−1 ϵ  t

Y =∗ y  −t ρy  ,X =t−1
∗ X  −t ρX  ,λ =t−1

∗ 1 − ρ

∀t ≥ 2, y  =t
∗ αλ +∗ βX  +t

∗ e  t

e  t
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 従属変数s:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択すると，XLSTAT は，変数の
それぞれについて別々に計算を実行する．列ヘッダが選択されている場合， "変数ラベル" オプ
ションが有効になっていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: xcel ワークシートで量的説明変数を選択する．選択されるデータは数値タイプでな
ければならない．列ヘッダが選択されている場合， "変数ラベル" オプションが有効になってい
ることを確認する．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にしてくあさ
い．これらのデータは， Excel の日付/時間形式または数値形式のどちらかで利用可能でなけれ
ばならない．このオプションが有効にされない場合は，XLSTAT は， 1 からデータの数までの
範囲で，独自の時間を作成する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の
行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有

効にする．このオプションを有効にしない場合は，重みはすべて1として処理される．重み
は， 0.以上でなければならない．2 の重みは，同じオブザベーションが2回反復することに相当

する．列ヘッダが選択されている場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確

認する．

回帰重み: 重み付き最小2乗回帰を実行したい場合は，このオプションを有効にする．このオプ
ションを有効にしない場合は，重みは1とみなされる．重みは， 0.以上でなければならない．
列ヘッダが選択されている場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

オプション タブ:

許容度: 値が一定の変数やモデル中のすでに使用されている変数の相関しすぎている変数を考

慮に入れることを，OLS回帰の計算アルゴリズムが避けるようにするには，このオプションを
有効にする（デフォルトは0.0001）．

信頼区間 (%):さまざまな検定やパラメータや予測値の信頼区間を計算するために使用する信頼

区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95.

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用するには，このオプションを有効にす
る．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションをどのようにして得るかを定義するには，以下の
オプションの1つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．“オブザベーションの数” N を指定す
る．

M後のN行: 最後の N 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーシ
ョンの数” N を指定する．

M初のN行: 最初のN 個のオブザベーションが検証のために選択される．“オブザベーショ
ンの数” N を指定する．

グループ変数: このオプションを選ぶと， 0と 1のみの値を持つバイナリ変数を選択する
ことが必要．1が検証に使用するオブザベーションを識別する．

予測 タブ:
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予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合と同じように（選択中に同じ順

序で同じ変数で）構成されていることを確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はならない：以下に一覧される選択の最初の行は，データでなければならない．

X / 説明変数: 量的説明変数を選択する．最初の行は，変数ラベルを含んではならない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルは，XLSTATによって自動で生成される（PredObs1，PredObs2 …）．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

各Yで別々に確認: 興味のY（従属）変数が欠損値を持つ場合のみ，Yに欠損値を持つオブ
ザベーションを除去するには，このオプションを選ぶ．

すべてのYで: 興味のY（従属）変数が欠損値を持たない場合でも，他のY に欠損値があれ
ば，そのオブザベーションを除去するには，このオプションを選ぶ．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 量的変数（従属または説明）に関する相関行列を表示するには，このオプションを有効

にする．

分散分析: 分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションについて，予測値と残差を表示するには，この王シ
ョンを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする．
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標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

予測値と残差: 以下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 回帰の線: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場合だけ表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: このグラフは，説明変数が1つだけで，その変数が量的変数の場

合だけ表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数.

(5) 標準化残差の棒グラフ

信頼区間: グラフ (1) と (4) で信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択されたすべての変数に関する記述統計量を表示する．従属変数（青

色で）と量的説明変数について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均，

標準偏差（不偏）が表示される． 質的変数については，さまざまなカテゴリの名前が，それぞ
れ度数とともに表示される．

相関行列: この表は，選択されたさまざまな変数の間の相関の概観を与えるために表示され
る．

変数選択の要約: 選択手法が選ばれた場合，XLSTAT は選択の要約を表示する．ステップワイ
ズ選択では，各ステップに対応する統計量が表示される．p 個から q 個の変数の数でベストモ
デルが選択された場合，対応する統計量とともに変数の各数についてベストモデルが表示さ
れ，基準として選ばれたベストモデルが太字で表示される．

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算で使用されたオブザベーションの数．下記の式で， はオブザベ
ーションの数.

重みの合計: 計算で使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選択したモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から1の間のこの係数は，モデルの定数がユーザーによっ
て固定されていない場合のみ表示される．その値は，次式で定義される：

n

W

R =2
  with   =

 w  (y  −   )∑i=1
n

i i ȳi
2

 w  (   −   )∑
i=1
n

i ŷi ȳi
2

ȳ   w  y  

W

1

i=1

∑
n

i i
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は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，良いモデルである． の問題は，モデルを適合するために使用している変数の数を考慮に
入れていないことである．

調整済み R²: モデルの修正済み決定係数．修正済み は， がゼロに近い場合，負数に
なることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定されていない場合

のみ計算される．その値は次式によって定義される：

調整済み は，モデルに使用した変数の数を考慮に入れて， を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される:

RMSE: 平均2乗誤差平方根 (RMSE) は MSEの平方根．

MAPE: 平均絶対％誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は次数（order） 1の自己相関係数で，モデルの残差が自己相関していないことを確認

するために使用する．残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを仮定している．
ユーザーは，残差の独立性仮説が採択できることを確認するために， Durbin-Watson 統計量の
表を参照できる．

Cp: MallowsのCp係数は，次式で定義される：

ここで SSE は p 個の説明変数によるモデルの誤差の平方和で， はすべての説明変数からなる
モデルの残差の分散の推定．Cp 係数が p*に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

R2 R2

R2

R2 R2

=R̂2 1 − (1 − R )  

2

W − p − 1
W − 1

R2 R2

MSE =   w  (y  −
W − p∗

1

i=1

∑
n

i i   )ŷi
2

MAPE =   w  ∣  ∣
W

100

i=1

∑
n

i
y  i

y  −   i ŷi

DW =  

 w  (y  −   )∑i=1
n

i i ŷi
2

 [(y  −   ) − (y  −   )]∑
i=2
n

i ŷi i−1 ŷi−1
2

Cp =  +
σ̂

SSE
2p −∗ W

σ̂

AIC = W ln(  ) +
W

SSE
2p∗
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赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．

Press RMSE: Press（残差平方和）統計量は，ダイアログ・ボックス内の対応するオプ
ションが有効になっている場合のみ表示される．Press 統計量は次式で定義される：

ここで は，i番目のオブザベーションがモデルのパラメータの推定に使用されたデータ集

合に含まれない場合の，そのオブザベーションの予測である．次式が得られる場合:

したがって，Press RMSE はRMSEと比較できる．両者の差が大きいことは，モデルが，いく
つかのオブザベーションの有無に敏感であることを示す．

**分散分析表**は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設

定されていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数

のみを含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場

合，従属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

T**モデルのパラメータ**の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応す
る確率，および信頼区間を表示する．自己相関係数 も表示される．

そして，モデルを読んだり再利用するのを簡単にするために，**モデルの式**が表示される．

自己相関係数: 自己相関係数 の推定値．

SBC = W ln(  ) +
W

SSE
ln(W )p∗

PC =  

W − p∗

(1 − R )(W + p )2 ∗

Press =  w  (y  −
i=1

∑
n

i i   )ŷi(−i)
2

  ŷi(−i)

 Press RMSE =   

W − p∗

Press

r

r
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**標準化係数（ベータ係数）**の表は，変数の相対重みを比較するのに使用する．係数の絶対

値が大きいほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値0（これ
は標準化係数のグラフで簡単に見られる）の場合，モデル中の変数の重みは有意でない．

**予測値と残差**の表は，各オブザベーションについて，その重み，量的説明変数の値（1個だ
けの場合），従属変数の観察された値，モデルの予測値，適合された予測値による残差と信頼

区間を示す．2種類の 信頼区間が表示される：平均の信頼区間（説明変数の任意の値の集合を
持つ無限のオブザベーションで予測がなされる場合に対応）および単独の予測値（説明変数の
任意の値についての単独の予測値の場合に対応）．2番目の区間は常に1番目よりも大きく，ラ
ンダムな値がより大きい．検証データが選択された場合，それらが表の最後に表示される．

上記の結果を示す**チャート**が続く．モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート**が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

**新しいオブザベーション**での予測値を計算するために使用するデータを選択した場合，対

応する表が次に表示される．

事例  

Cochrane-Orcutt 推定のチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのCochrane-Orcutt推定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Cochrane D. and Orcutt G. ( 1949) . Application of least squares regression to relationships
containing autocorrelated error terms. Journal of the American Statistical Association, 44, 32-61

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AECochrane-Orcutt%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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分散不均一性の検定  
線形回帰の残差がオブザベーションから独立た分散を持つとみなせるかどうかを決定するため
に，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

不均一分散の概念 - 均一性であることの反対 – は，統計，とくに線形回帰や時系列解析の文脈

で，しばしばモデリングにおける基本仮定の1つが分散が均一であり，モデルの誤差が一様に
分布しているということだが，誤差またはモデルの分散がすべてのオブザベーションで等しく
はないというケースを説明するために使用される．

線形回帰分析では，モデルの誤差（残差ともいう）が均一でないという事実は，最小2乗法

(OLS) を用いて推定されるモデル係数が，非バイアスでもなければ，最小の分散を持つそれら
でもないという結論を意味する．それらの分散の推定は信頼できない．

分散が均一でない（説明変数に対する残差の表現が不均一分散を明らかにする）ことが疑われ
る場合，したがって，不均一分散の検定を実行することが必要である．以下の帰無仮説と対立

仮説による複数の検定が開発されてきた：

H0 : 残差が均一である．

Ha : 残差が不均一である．

Breusch-Pagan 検定

この検定は，Breusch and Pagan (1979)によって開発され，その後， Koenker (1981) によって
改良された- そのため，この検定は，Breusch-Pagan and Koenker 検定とも呼ばれる – この検

定は，線形回帰のパラメータの伝統的な推定量が信頼できなくなる不均一分散のケースを識別

することを可能にする．e がモデルの誤差のベクトルであるとすると，帰無仮説H0 は ，次式

のように書ける:

H0 : V ar(u/x) = σ2

H0 : V ar(u/x) = E(e /x) =2 E(e /x  ,x  , ...,x  ) =2
1 2 k E(e ) =2 σ2
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たくさんの関数形式に変換できる2次誤差が説明変数から独立であることを検証するために，
最も簡単な方法は，説明変数による2乗誤差を回帰することである．データが等分散である場

合，決定係数R² は 0に等しくないはずである．H0 が棄却されない場合，我々は不均一分散を
結論づけでき，それが存在するなら，使用されている関数係数をとらない． H0 が採択されな
い場合，不均一分散は問題ではないことを実践は示している． H0 が棄却される場合，不均一

分散があり，上記で説明された関数形式をとる．

この検定で使用される統計量は，Koenker (1981)によって提案されている:

ここで  は Lagrange multiplier（ラグランジュの未定乗数）の略である．この統計量は，
漸近的に自由度p を持つカイ2乗分布に従う利点がある．ここでp は，説明変数の数である．

帰無仮説が棄却される場合，回帰を行う前，またはモデルを使用する前に，分散の変動を考慮

に入れるために，データを変換する必要がある．

White 検定と修正済み White 検定 (Wooldridge)

この検定は，線形回帰の伝統的なパラメータ推定が信頼できなくなる不均一分散のケースを識

別するために， White (1980) によって開発された．このアイデアは，Breusch and Paganのそ
れに似ているが，不均一分散がとる形式に関しては，より弱い仮定に依拠している．これは，
説明変数および後者の2乗および積（たとえば，2つのレグリッサーの場合，2乗誤差をモデル
するために，我々はx1, x2, x1², x2², x1x2をとる）による2次誤差の回帰で生じる． 使用する統

計量は，Breusch Pagan検定と同じでるが，より多くのレグリッサーの存在のせいで，ここで
は，カイ2乗分布に の自由度がある．

自由度を多く失いすぎることを避けるために，Wooldrigde (2009) は，モデルの予測値とそれら
の2乗によって2乗誤差を回帰することを提案した．これは，カイ2乗の自由度の数を This
reduces to 2 に減少させる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

LM = nR2

LM

2p + p ∗ (p − 1)/2
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

**残差*:: 線形回帰の残差を選択する．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプション
が有効になっていることを確認する．

X / 説明変数: Excel ワークシートで量的説明変数を選択する．選択されるデータは，数値タイ
プでなければならない．変数ヘッダが選択された場合，"ラベルを含む" オプションが有効にな
っていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の行行

にヘッダが入っている場合は，このオプションを有効にする．

Breusch-Pagan 検定: Breusch-Pagan 検定を実行するには，このオプションを有効にする．

White 検定: White 決定を実行するには，このオプションを有効にする．この検定の修正バージ
ョンを使用したい場合は，"Wooldridge" オプションを有効にする（より詳細は解説を参照）．

オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する（デフォルト値: 5%）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．
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出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

グラフ表示: 残差 v.s. 説明変数の散布図を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択された変数について，おブザーションの数．欠損値の数，非欠損値

の数，平均，標準偏差（不偏）を表示する．

そして，選択された検定の結果が表示される．

事例  

分散不均一性の検定の使用方法を説明するチューとリアルが，A Addinsoftの ウェブサイトにあ
る:

<https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのBreusch-Pagan--White分散不均一性検定チュートリ
アル?language=ja

参考文献  

Breusch T. and Pagan A. (1979). Simple test for heteroscedasticity and random coefficient
variation. Econometrica, 47(5), 1287-1294.

Koenker R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of
Econometrics, 17, 107-112.

White H. (1980). A heteroskedasticity-consistant covariance matrix estimator and a direct test
for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838.

Wooldridge J.M. (2009). Introductory Econometrics. 4rth edition. Cengage Learning, KY, USA,
275-276.
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単位根と定常性検定  
系列が定常であるか否かを判断するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

時系列  の統計的特徴（期待値，分散，自己相関）が時間によって変化しないと
き，その系列は定常であるという． が から独立で正規分布 に従う白色ノイズは，
定常時系列の一例である．非定常系列の例は，次式で定義されるランダム・ウォークである：

ここで  は，白色ノイズ．

系列が定常でないことを識別することは，非定常の原因をさらに調査することを可能にする．
たとえば，非定常系列は，**差において定常**である： は定常でないが，差 は定

常である．これがランダム・ウォークのケースである．また，系列は**トレンドにおいて定常

**でもある．これは，次式で定義される系列のケースである：

ここで  は定常でない白色ノイズ．

一方，系列

は定常である．また  は差において定常である．

定常性検定は，系列が定常であるか否かを検証することができる．2種類のアプローチがある
：いくつかの検定は，系列が定常であるという帰無仮説を考える（KPSS 検定, Leybourne and
McCabe 検定），そして，その他の検定は，逆に，系列が定常でないという帰無仮説を考える
（Dickey-Fuller 検定, 拡張Dickey-Fuller 検定, Phillips-Perron 検定, DF-GLS 検定）． XLSTAT
は，現在， KPSS検定と Dickey-Fuller 検定とその拡張バージョン，およびPhillips-Perron 検定

を含んでいる．

Y  t (t = 1, 2...)
Y  t t N(μ,σ )2

Y  =t Y  +t−1 ϵ  t

ϵ  t

Y  t Y  −t Y  t−1

Y  =t 0.5X  +t−1 1.4t + ϵ  t

ϵ  t

Y  −t 1.4t = 0.5Y  +t−1 ϵ  t

Y  t
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Dickey-Fuller 検定

この検定は，1次の自己相関成分があり，トレンド成分が時間に線形的に関係している時系列

で単位根を識別することを可能にするために，Dickey and Fuller (1979) によって開発された．
念のため，1次の自己相関モデル (AR(1)と表記)は，次式のように書ける：

ここで  は，  正規分布に従う独立同一分布変数である．

であるとき，系列は定常である． であるとき，系列は定常ではなく，ランダム・
ウォークとなる．

モデルに定数とトレンドを追加すると，モデルは次のように書ける：

ここで  は，  正規分布に従う独立同一分布変数である．

Dickey and Fuller は，即実行的な影響を持つので，帰無仮説として =1をとることにした．帰

無仮説が棄却される場合，時系列を分析することを可能にするために，そして，予測が必要が
あるならば，差分を使用して系列を変換する必要がある（時系列の変換および ARIMA ツール
を参照)．

2通りの対立仮説は：

Ha(1): , 系列は定常である．

Ha(2): , 系列は explosive（爆発的）である．

Dickey-Fuller 検定で使用される統計量は，線形回帰モデルを用いて計算され，モデルの係数を
その標準誤差で割って計算される t 統計量に一致する． Dickey and Fuller は次のように定義す
る：

- AR(1) モデル:

- 定数 によるAR(1)モデル:

- 定数 および の線形トレンド関数によるAR(1)モデル:

は，平均2乗誤差で は分散である．

X  =t ρX  +t−1 ϵ   , t =t 1, 2, …

ϵ  t N(0,σ )2

∣ρ∣ < 1 ρ = 1

X  =t ρX  +t−1 α + βt + ϵ   ,t =t 1, 2....

ϵ  t N(0,σ )2

ρ

∣ρ∣ < 1

∣ρ∣ > 1

=τ̂ (  −ρ̂ 1)/  S  c  1
2

1

μ

 =τ̂ μ (   −ρ̂μ 1)/  S  c  2
2

2

μ t

 =τ̂ τ (   −ρ̂τ 1)/  S  c  3
2

3

S  k
2 c  k
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これらの統計量を計算するのは簡単であるが，それらの正確で漸近的な分布は複雑である． コ
ンピュータによってより多くのシミュレーションが可能になったので，時間の経過とともに，
複数の改良を伴い，著者らによって，モンテ・カルロ・シミュレーションを用いて，臨界値が
推定された． MacKinnon (1996) はさまざまな標本サイズでのp値や臨界値を計算することがで
きるさまざまなモンテ・カルロ・シミュレーションに基づくアプローチを提案した．コンピュ
ータのパワーが著しく改善されたので，現在では， Dickey and Fullerよりも良い推定をたった
数秒で簡単に得られる． XLSTAT は，考えられる標本サイズのために事前に定義されたモン
テ・カルロ・シミュレーションの集合またはMacKinnon (1996)が提案した曲面回帰アプローチ
のいずれかを実行して，臨界値とp 値を推定する．

Dickey と Fuller は，これらの分布が，  の分布と系列の初期値 に依存しないことを示し
た．

Fuller (1976) は，モデル中にのどの項が非定常の原因であるかを言えなくても，単位根が存在

するかどうかを決定するために，このアプローチがAR(p) モデルに一般化できることをすでに
示している．

拡張 Dickey-Fuller 検定

この検定は，Said and Dickey (1984) によって開発され，AR(p)モデルを帰無仮説H0のもとで
d≥1によるARIMA(p, d, q)が成り立つARMA(p, q) モデルに一般化してDickey-Fuller 検定を補完

する ．Said and Dickey は，上記に提示されたDickey-Fuller 検定を適用するのに， p, d, q を知

る必要がないことを示している．しかしながら，検定が実行できるためには，モデルの移動平

均を考えるための水平軸に対応する k パラメータは，ユーザーによって提供されなければなら
ない．デフォルトでは， XLSTAT は次の値を推奨する：

ここで は，整数部．

Said and Dickey は，Dickey-Fuller 検定の統計量 が使用できることを示している．その漸近分

布は，Dickey-Fuller検定のそれに等しい．

Phillips-Perron検定

より複雑なデータ生成プロセスへのDickey-Fuller 検定の代替生成が，Phillips (1987a)によって
導入され，さらにPerron (1988) および Phillips とPerron (1988).で開発された．

DF 検定と同様， Phillips-Perron (PP) 検定でも3とおり，すなわち切片なし，切片あり，切片と
時間トレンドありの回帰が考えられる．それらは，それぞれ下記の式で与えられる．

PP 検定内では，誤差項 がヌル平均を持つことが期待されるが，それは連続的に相関かつ/ま
たは不均一分散でありうることに注意するべきである．

ϵ  t Y  0

k = INT ((n − 1) )1/3

INT ()

t

  

X  t

X  t

X  t

= ρX  + ϵ  t−1 t

= ρX  + α + ϵ  t−1 t

= ρX  + α + β ⋅ (t − T/2) + ϵ  t−1 t

ϵ  t
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拡張 Dickey-Fuller (ADF) 検定とは異なり，PP 検定は回帰レベルで連続相関を取り扱わない．
その代り，調整残差で不均一分散と連続相関の潜在的影響を考慮に入れるために，ノンパラメ
トリック回帰が統計量自体に適用される．  と表記される統計量が，次式で与えらえる：

ここで  と は，分散パラメータの一致推定値である：

そして

推定量 は，Newey と West (1987)が提案したそれである．これは不均一分散と連続相関に
対する統計量のロバスト性を保証する．

- Short (デフォルト・オプション): Newey-West 推定量の計算で考慮されるステップ数は次式で
与えられる：

- Long : 高次 MA 過程から得られる系列では，ステップ数は次式で与えられる：

ここで  は整数部．

PP 検定は，DF または ADF t検定と同じ分布を用いる．臨界値と p値の推定は， MacKinnon
(1996) が提案した曲面回帰アプローチまたはモンテ・カルロ・シミュレーションに従ってなさ
れる．

PP 検定のADF 検定に対する利点の1つは， のデータ生成過程で不均一分布を可能にすること
である．さらに，ADF検定と同様に，Newey-West 推定量の敏感なパラメータ化を必要としな
い．

定常性のKPSS 検定

この検定の名前は，その著者の名前， Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (1991)から取っ
ている． Dickey-Fuller 検定とは異なり，この検定は，系列が定常であるという帰無仮説を検定

Z  t

Z  =t  t  −
λ̂

σ̂
ρ    

2
1
(

λ̂2

−λ2̂ σ2̂
)(

σ̂2

T × SE(  )ρ̂
)

λ̂2 σ̂2

=λ̂2
 T  E T (  ϵ  )

x→+∞
lim −1

t

∑
T

[ −1

t=1

∑
r

t
2]

=σ2̂
 T  E[ϵ  ]

x→+∞
lim −1

t

∑
T

t
2

t  =ρ  

SE(  )ρ̂
 − 1ρ̂

λ2̂

k = INT (4.(  ) )
100
T 2/9

k = INT (12(  ) )
100
T 2/9

INT ()

ϵ  t
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できる．以下のようなモデルを考える．

ここで  は定常誤差で，  は次式で定義されるランダム・ウォークである．

ここで は定数， は平均 0 で分散 の独立同一分布変数である．

分散 がヌル値なら，系列 は定常である． がヌル値であないなら，系列はトレンドにおい
て定常であり， なら（ の周辺で）レベルにおいて定常である．

を系列に利用可能な時間ステップの数とする．トレンドにおける定常性を検定したい場合，

あるいは，レベル（水準）における定常性を検定するときに，その平均を比較する場合，

は，時間と定数によって を回帰するときの残差とする．

我々は次式のように定義する:

ただし

を時間1 と の間の2乗誤差の平均とする．"レベル（水準）" 定常性検定で使用する統計量

は，次式で与えられる：

"トレンド" 定常性については，次式を使用する：

両者の間の違いは，さまざまな残差に由来する．

Dickey-Fuller 検定と同様，これらの統計量を計算するのは簡単だが，それらの正確で漸近的な
分布は複雑である．Kwiatkowski ら はモンテ・カルロ・シミュレーションを用いて，漸近的臨

界値を計算した．XLSTAT は，新しい各実行のために，モンテ・カルロ・シミュレーションを
用いて，標本のサイズに適応させて臨界値とp値を計算することができる．

Newey-West 法による重みづけ

Newey-West (1987) 推定量は，従属性（相関，自己相関）の効果とモデルの誤差項の不均一性

（不均一分散）を減じるために使用される．このアイデアは，それらが関与して統計量の計算

において，モデル誤差をバランスさせることである．L を考慮するステップ数とすれば，各誤

差の重みは，次式で与えられる：

Y  =t ξt + r  +t ϵ   , t =t 1, 2, ...

ϵ  t r  t

r  =t r  +t−1 u  ,t

r  0 u  t σ2

σ2 Y  t ξ

ξ = 0 r  0

n

e  t

y  t

s (l) =2
  e  +

n

1

t=1

∑
n

t
2

  w(s, l)  e  e  

n

2

s=1

∑
l

t=s+1

∑
n

t t−s

w(s, l) = 1 − s(l + 1)

S  t
2 t

η  =μ   S  /s (l)
n2

1

t=1

∑
n

t
2 2

η  =τ   S  /s (l)
n2

1

t=1

∑
n

t
2 2
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KPSS 検定は，誤差の均一性を仮定する線形回帰を使用する．Newey-West 荷重の使用が，著

者らによって推奨されており， XLSTATで利用可能である． の値についてXLSTATは下記を推

奨する：

- Short: 

- Long: 

ここで  は整数部である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は，"系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータは， Excel のdate/time 形式または数値形式のいずれかでなければならない．このオ
プションが有効でない場合は，XLSTAT が， 1 からデータの数までの範囲で独自の時間変数を
作成する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

w  =l 1 −   , l =
L + 1

l
1, 2...,L

L

L = INT (3 ∗  /13)n

L = INT (10  /14)∗ n

INT ()
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

系列ラベル: 選択された系列の最初の行にヘッダがある場合は，このオプションを有効にす
る．

Dicker-Fuller 検定: Dickey-Fuller 検定を実行するには，このオプションを有効にする．使用し
たい検定の種類を選ぶ（詳細は解説を参照）．

Phillips-Perron 検定: Phillips-Perron 検定を実行するには，このオプションを有効にする．使

用したい検定の種類を選ぶ（詳細は解説を参照）．

KPSS 検定: Activate this option to run a KPSS 検定を実行しするには，このオプションを有効

にする．使用したい検定の種類を選ぶ（詳細は解説を参照）．

オプション  タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる（デフォルト値: 5%）．

手法 : p値と臨界値の推定に用いる手法を選ぶ．

曲面回帰: MacKinnon (1996)が提案したアプローチを選択．

モンテ・カルロ: モンテ・カルロ・シミュレーションに基づく推定を選択．

Dickey-Fuller 検定: Dickey-Fuller 検定では， kのデフォルト値を使用するか（詳細は"解説"を
参照），独自の値を入れることができる．

Phillips-Perron 検定: Phillips-Perron 検定では， you should select either the short (デフォルト
値) または long のいずれかのステップ数を選択しなければならない（詳細は"解説" を参照)．

KPSS 検定: モデルの残差であり得る自己相関の影響を除去するためにNewey-West 荷重を使用

したいかどうかを選ぶ．適用するラグについて，ショートかロングを選ぶか，または， L の値

を独自に入れることができる（詳細は"解説"を参照）．

欠損値  タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続するのをやめるようにする
には，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前の値を次の値の平均で置き換える: 欠損値を前側の最初の非欠損値と後側の最初の非欠損値

の平均で推定するには，このオプションを有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

オプション タブ:
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記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

グラフ表示: 系列のチャートを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択された変数について，オブザベーションの数，欠損値の数．非欠損

値の数，平均，標準偏差（非バイアス）を表示する．

そして，選択された検定の結果が表示される．

事例  

単位根検定または定常性検定の方法を説明するチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトにあ
る：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの単位根検定-Dickey-Fuller-と定常性検定チュートリア
ル?language=ja
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共和分検定  
Johansen (1991, 1995)が提案したアプローチを用いて複数のI(1)時系列でVARモデル・ベース
の共和分検定を実行するには，このモジュールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

経済理論は、しばしば複数の経済変数の間の長期の関係性を示唆する．それらの変数は，短期

ベースでお互いから導出できるが，長期的には働いている経済原理は，それらの間の元の平衡

を復元するに違いない．我々は，これを変数が共和分されるという．経済におけるそのような
関係性の例として，収入，価格および利益率または外国および国内価格での交換レートによる
資金がある．金融では，そのような関係性が，異なる市場での同じ資産の価格の間で見られ
る．

共和分の用語は，見せかけの回帰（spurious regression）に関するGranger and Newbold
(1974)の仕事を受けて，Engle and Granger (1987) によって最初に導入された．これは，複数

の非定常時系列が， 長期間それらがいくつかの平衡から逸脱し得ないような方法で，ともに束

縛される状況を同定する．言い換えると，それが定常な（またはI(0))時系列であるような，
I(1) 時系列（または1次の和分、単位根検定を参照）の線形結合が1つまたは複数存在するとい
うことである．それらの定常結合を共和分方程式という．

時系列のグループ内の共和分の検定のための最も興味深いアプローチの1つは、Johansen
(1988, 1991)が提案した最大尤度法である．XLSTATで実装されているこのアプローチは．ベク
トル自己回帰（VAR: Vector Autoregressive）モデルに基づいていて，以下のように説明でき
る．

まずI(1) 時系列のKベクトルである のレベル モデル を考える：

ここで は定数またはトレンドのような決定論的な項を含み， はイノベーションのベクト
ルである．

パラメータ は 次数であり，共和分を検定するためのJohansenの方法への入力パラメー
タの1つである．このパラメータがユーザーのデータセットでどのような値を取るかわからな
い場合は，一般タブで自動オプションを選択するべきである．そして，オプション・タブで，
データを最もよく説明するモデルを指定（トレンドも切片もなし，切片，トレンド，トレンド

Y  t V AR(P )

Y  =t ΦD  +t Π  Y  +1 t−1 ... + Π  Y  +P t−P ϵ   for t =t 1, ...,T

D  t ϵ  t

P V AR
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と切片）し，評価するラグの最大数を設定し，4つの提案 (AIC, FPE, HQ, BIC)から説明力のあ
る基準を選ばなければならない．そして，XLSTATは，Lüktepohl (2005)で説明されるアプロー
チに従いパラメータ を推定し，後続の分析を実行する．さらなるコントロールのために，分

析の最後に詳細な結果が提供される．

Granger表現定理により，I(1) 変数の  モデルは，ベクトル誤差修正モデル(VECM)と
して同等的に表現できる：

ここで  は差分演算子で，  and  for 
.

この表現では， とそのラグは，すべて I(0)である．項 は，潜在的であるのみで定常成

分ではない．したがって，上記の式が成り立つ（I(0) 項の線形結合も I(0)である)には，項

 が共和分関係（もし存在するなら）含まなければならない．

3つのケースが考えられる:

行列 が0 に等しい( )なら，共和分は存在しない．
行列 がフルランク(最大階数）を持つ ( )なら， の各独立成分は I(0)
である（ (1) 系列の第1の仮定を違反)，
行列 がヌルでもなくフルランクでもない ( )ならば， は 線形

独立共和分ベクトルおよび 共通確率的トレンドを持つI(1)である．

後者では，行列 は積として書くことができる：

ここで .

行列 は共和分行列で，その列が共和分係数の基底を形成する．行列 は調整行列（または負

荷行列）で， から に伝搬する効果のスピードをコントロールする．因数分解

が一意に定義されておらず， と の固有の値を得るには任意の正規化を必要するであろう
ことに注意することが重要である． XLSTAT でレポートされる値は，Johansen (1995)が提案

した正規化 を用いる．

この検定方法論は，行列 を推定し， の推定された固有値での縮小されたランクについての
後続の尤度比検定を構築する:  ． の縮小ランクは非ゼロ固有値の数に
等しい．それはシステムの共和分のランク(または同等的に共和分方程式の数) でもある．

Johansen が提案した2つの逐次手法が共和分ランク を評価するために実装されている:

検定 (またはlambda max) は統計量 を用いる，

trace検定の統計量は .

P

V AR(P )

ΔY  =t ΦD  +t ΠY  +t−1 Γ  ΔY  +1 t−1 ... + Γ  ΔY  +P−1 t−P+1 ϵ  t

Δ Π = Π  +1 ... + Π  −P−1 I  K Γ  =l −  Π  ∑j=l+1
P

j l =
1, ...,P − 1

ΔY  t Y  t−1

ΠY  t=−1

Π rank(Π) = 0
Π rank(Π) = K Y  t−1

Π 0 < rank(Π) < K Y  t−1 r

K − r

Π

Π  =(K×K) α  β  (K×r) (r×K)

rank(α) = rank(β) = r

β α

Y  t−1 ΔY  t Π =
αβ′ α β

β ⋅′ S  ⋅11 β = I  r

Π Π
 >λ  1  >λ  2 … >  λ  x Π

r  0

λ  max LR  (r  ) =max 0 −T ln(1 −  )λ̂r  +10

LR  (r  ) =trace 0 −T  ln(1 −∑i=r  +10

n
 )λ̂i
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共和分関係が存在しない(  という帰無仮説から開始し， 検定は 固有値

がゼロであることを採択できる．もし の仮説が棄却されるなら，次のレベルの共和

分が検定できる．同様に， のランクが に等しいならtrace検定の  がゼロに近いは
ずであり， より大きいなら は大きい．

それらの LR 検定の漸近分布は非標準で，次式で書ける の決定論的トレンドについてなさ
れる仮定に依存する:

と のトレンドの性質（共和分関係）によって，5 種類の制約が考えられる:

H2 ( : 内の系列はレベル間で決定論的トレンドがない I(1)
で， はゼロ平均を持つ．実践的には，このケースはめったに使用されない．

H1* ( : 内の系列はレベル間で決定論的トレンドがない I(1)で， 
は非ゼロ平均を持つ．

H1 ( : 内の系列はレベル間で線形トレンドを持つ I(1) で， は非ゼロ
平均を持つ．

H* ( :  内の系列と は線形トレンドを持つ．

H (制約なし): 内の系列はレベル間で2次トレンドを持つ I(1) で， は線形トレンド
を持つ．このケースも実践ではほとんど使用されない．

TXLSTATで共和分検定を実行するには，上記の仮定の1つを選ばなければならない．この選択

は，ユーザーのデータと検討される経済モデルの特定の性質によって動機づけられるべきであ
る．ただし，どの制約を適用するのがベストかが明らかでないなら，H1*，H1，**H***の間で
連続的にさまざまな仮定を選択して結果のロバスト性を評価するのが良い戦略かもしれない
（残りの 2 のオプションはとても限定的で識別しやすい）． 検定とtrace 検定の臨界値と
p値は，XLSTAT ではMacKinnon-Haug-Mechelis (1998)の提案のように計算される．

Dialog box  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

r  =0 0) λ  max (r  +0 1)th

λ  ≈r  +10 0
Π r  0 LR   trace 

r  0 LR   trace 

ΔY  t

ΔY  =t c  +1 d  t +1 α(β Y  +′
t−1 c  +0 d  t) +0 Γ  ΔY  +1 t−1 ... + Γ  ΔY  +P−1 t−P+1 ϵ  t

Y  t β Y  

′
t

c =0 c  =1 d  =0 d  =1 0) Y  t

β Y  

′
t

c  =1 d  =0 d  =1 0) Y  t

β Y  

′
t

d  =0 d  =1 0) Y  t β Y  

′
t

d  =1 0) Y  t β Y  

′
t

Y  t β Y  

′
t

λ  max
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は，"系列ラベル"
オプションが有効であることを確認する．

日付データ: 日付または時刻データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータはExcel の日付/時刻書式または数値書式のいずれかでなければならない．このオプ
ションが有効でない場合， XLSTATが 1 からデータの数までの独自の時間変数を作成する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

モデル: データセットを最も良く説明する制約の種類を**H2**，H1*，H1，H* ，**H**から選択

する（さらなる詳細は解説を参照）．

VAR次数: パラメータ（さらなる詳細は解説を参照）の自動推定のために自動オプションを選

択するか，ユーザー定義オプションを選択して独自の値を入れる．

オプション タブ:

有意水準 (%): 検定の有意水準を入れる（デフォルト値: 5%）． VAR次数推定: 一般タブでVAR
次数の自動オプションが選択されていると，3つのパラメータを設定しなければならない：モ
デル，選択基準，ラグの最大数．

モデル: なし，切片，トレンド，切片+トレンドから時系列を最も良く説明するモデルを選択す
る．

選択基準: 計算される4つの基準 (AIC，FPE，HQ， BIC)から，XLSTATがVAR 次数を選択する
のに使用する基準を選択する．

ラグのM大数: VAR次数を選択するのにXLSTATが計算するラグの最大数を選択する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値を検出すると，XLSTAT が計算を続行しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

P
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オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前と次の値の平均で置換: 前側の最初の非欠損値と後ろ側の最初の非欠損値の平均で欠損値を
推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択された変数ごとに，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値

の数，平均および標準偏差（不偏）を表示する．

VAR次数推定: 次元で自動オプションが選択されていると， この表は 次元推定の
ための4つの基準値を表示する．各行は1 からラグの最大数までの1つの番号のラグの評価に対

応する．説明力のある基準が太字で表示される．

Lambda max 検定 : この表は，検定された共和分の各ランクごとに，対応する固有値，

lambda max 検定の統計量および関連する基準値とp値を表示する．

Trace 検定: この表は，検定された共和分の各ランクごとに，対応する固有値，trace検定の統

計量および関連する基準値とp値を表示する．

調整係数 (alpha): この表は，得られた負荷行列 （詳細は解説を参照)を表示する．

共和分係数 (beta): この表は，共和分行列 （詳細は解説を参照)を表示する．

事例  

時系列に関する共和分分析を実行する方法を説明するチュートリアルがAddinsoft のウェブサイ
トにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの時系列の共和分検定チュートリアル?language=ja

参考文献  

Engle R. and Granger C. (1987). Co-integration and error correction: Representation,
estimation and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.251-276.

Granger C. and Newbold P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of
econometrics, 2(2), pp.111-120.

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic
dynamics and control, 12(2), pp.231-254.

Johansen S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian
Vector Autoregressive Models. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.1551-

V AR V AR

α

β

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%81%AE%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%88%86%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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1580.

Johansen S. (1995). Likelihood based inference in cointegrated vector autoregressive models.
OUP catalogue.

Lüktepohl (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer.

MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1998). Numerical distribution functions of
likelihood ratio tests for cointegration(No. 9803). Department of Economics, University of
Canterbury
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時系列変換  
時系列 A をよりよい特性を持つ時系列 Bに変換するには，このツールを使用する：傾向の除

去，季節性の低減，より良い正規性．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTAT は，時系列 を ，ただし に変換するための4つの方法を提供する：

Box-Cox 変換 （時系列の正規性の改善）；Box-Cox 変換は，以下の式で定義される：

XLSTAT は， の固定値を採用するか，尤度を最大にする値を見つけることができ，モデル
は，単一の説明変数としての時間の単純な線形モデルである．

トレンド（傾向）や季節性の除去，時系列の安定性を得るための**差分**．差分方程式は，次

のように書ける：

ここで， は最初の差分成分の次数で， は季節成分の周期， は季節成分の次数，そして， 
は次式で定義される遅延作用素である：

の値は，試行錯誤で選ぶか，記述関数 （ACF，PACF）に注目して推測できる． 一般

的な値は， ， である． は，年間季節性を持つ月次データでは 12 で，季節性

のない場合は 0 である．

**トレンド除去**および**季節性除去**は，古典的な分解モデルを使用して，次式のように書け
る：

X  t Y  t (t = 1, … ,n)

Y  =t   

⎩⎪
⎨
⎪⎧  , (X  > 0,  λ  = 0) or (X  ≥ 0,  λ > 0)

λ

X  −1t
λ

t  t

ln(X  ), (X  > 0,λ = 0)t t

λ

Y  =t (1 − B) (1 −d B ) X  

s D
t

d s D B

BX  =t Xt−1

(d,D, s)
(1, 1, s) (2, 1, s) s

X =t m  +t s  +t ϵ  t
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ここで，  はトレンド成分， は季節性成分，そして は 白色ノイズ成分である．
XLSTAT は，2つに分かれたステップや連続のステップで，このモデルを適合できる：

1 – トレンド除去モデル:

ここで， は多項式次数である． パラメータは，線形モデルをデータに適合させて得られ
る．変換された時系列は次式で書ける：

2 – 季節性除去モデル:

ここで は周期である． パラメータは，線形モデルをデータに適合させて得られる．変換さ
れた時系列は次式で書ける：

注意：その他の可能な変換が多数存在する．それらのいくつかは，XLSTAT-Proの変換ツールで
利用可能である（"データ準備"の節を参照）．線形フィルタも適用できる．線形フィルタであ
る移動平均平滑法は，XLSTATの ""スムージング"ツールで利用可能である．

季節性分解（Seasonam decomposition）， ユーザー定義期間 Pから季節性分解を推定し，
時系列を3つの成分（トレンド，季節性およびランダム）に分解する．

選ばれたモデルのタイプが加法（additive）であれば，モデルは以下のように表現できる：

初期時系列， トレンド成分， 季節性成分， ランダム成分とする．

まず，トレンド成分は， に中心化移動平均フィルタを適用して推定される:

ここで は を2で割る整数除算で，係数 は以下のように定義される：

m  t s  t ϵ  t N(0, 1)

X  =t m  +t ϵ  =t  a  t +
i=0

∑
k

i
i ϵ  t

k a  i

Y  =t ϵ  =t X  −t  a  t
i=0

∑
p

i
i

X  =t s  +t ϵ  =t μ + b  +i ϵ , i =t tmod p

p b  i

Y  =t ϵ  =t X  −t b  −i μ

X =t m  +t s  +t mod p ϵ  t

X  t m  t s  t mod p ϵ  t

X  t

 =m  t^  W  ×
i=−P/2

∑
P/2

i X  t+i

P/2 P w  i

W  =i   

⎩⎪
⎨
⎪⎧  , if ∣ i ∣= P/22P

1

 , otherwise
P
1
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各季節性指標 が， での の要素の平均として，差 から計算され
る．

そして，それらの値が下記のように中心化される：

最終的に，ランダム成分が下記のように推定される：

乗法（multiplicative）タイプの分解が選ばれた場合，モデルは次式で与えらえる：

トレンド成分が，加法分解と同様に推定される．

季節性指標 は， での の要素の平均として計算される．

そして，それらは下記のように正規化される：

最終的に，推定されるランダム成分は次式で与えられる：

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

s  i tmodP = i s  t s  =t X  −t m  t

 =S  î  −s  î    

p

1

j=1

∑
p

s  ĵ

 =ϵ̂i X  −t  −m  t^  ŝt  mod P

X =t m  ×t s  ×t  mod P ϵ  t

s  i tmodP = i s  =t X  /m  t t

 =S  î  ×s  î (   )
j=1

∏
p

ŝj
−1/P

 =ϵ  î  

 ×  ŝt mod P m̂t

X  t
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一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は， "系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータは，Excel 内で日付/時間形式または数値形式で，利用可能であるはずである．この
オプションを有効にしない場合，XLSTAT は，1 からデータの数の範囲で，それ自身の時間変

数を作成する．

区間を確認: XLSTATに日付データの間隔が一定であることを確認させるには，このオプ
ションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

Box-Cox: Box-Cox 変換を計算するには，このオプションを有効にしてくさい．ラムダ・パラ
メータの値を固定するか，XLSTAT にそれを最適化させるかを決めることができる（より詳細

は解説を参照）． 差分: 差分化された系列を計算するには，このオプションを有効にする．差

分次数(d, D, s)を入力する必要がある．より詳細は解説を参照する． 多項式回帰: 時系列をトレ
ンド除去するには，このオプションを有効にする．多項式次数を入力する必要がある．より詳

細は解説を参照する． 季節性除去: 線形モデルを用いて季節性成分を除去するには，このオプ
ションを有効にする．系列の周期を入力する必要がある．より詳細は解説を参照する． 季節性
分解: 季節性指標を計算して時系列を分解するには，このオプションを有効にする．モデル・
タイプ，加法または乗法を選択して，系列の期間を入れる必要が ある．詳細は解説を参照す
る．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．
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出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

チャートを表示: 変換の前と後の系列のグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

結果  

要約統計: この表は，選択された系列について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差（不偏）を表示する．

Box-Cox 変換:

モデルのパラメータの推定: この表は，ラムダ・パラメータが最適化された場合のみ，利用可

能である．モデルの3つのパラメータ，ラムダ，モデルの切片，および傾き係数が表示され
る．

変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．ラムダが最適化された場合は，
変換された系列は，モデルの残差と一している．これがない場合は，変換された系列は， Box-
Cox 変換の直接アプリケーションである．

差分

変換前と後の系列: この表は，変換前の系列と差分化された系列を表示する．それ自身の差分

化による遅延の理由で，変換された系列では，最初の d+D+s データは利用できない．

トレンド除去（多項式回帰）

適合度係数: この表は，適合度係数を表示する．

モデルのパラメータの推定: この表は，モデルのパラメータを表示する．

変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．変換された系列は，モデルの残

差に一している．

季節性除去

適合度係数: この表は，適合度係数を表示する．

モデルのパラメータの推定: この表は，モデルのパラメータを表示する．切片は，変換前の系

列の平均に等しくなる．
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変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．変換された系列は，モデルの残

差に一している．

事例  

時系列変換の使用法を説明するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/静態時系列を得るために差分法を使用する?language=ja

参考文献  

Box G. E. P. and Jenkins G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control.
Holden-Day, San Francisco.

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Verlag, New York.

Shumway R.H. and Stoffer D.S. (2000). Time Series Analysis and Its Applications. Springer
Verlag, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/%E9%9D%99%E6%85%8B%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%82%92%E5%BE%97%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%B3%95%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B?language=ja
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スムージング  
移動平均法，指数平滑法，フーリエ平滑法，Holt または Holt-Winterの手法を用いて，系列を平

滑化したり，予測を行うには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

複数の平滑法が利用可能である．我々は目的の時系列を ，(t=1,…,n) ，最小平均2乗誤差を持

つ の予測変数を と定義し， は 白色ノイズに従う．平滑法は，下記の式で
記述される：

単純指数平滑法

このモデルは，Brownの単純指数平滑法（Simple Exponential Smoothing），または指数加重移

動平均モデルと呼ばれる．モデルの式は：

の領域は，加法性と反転性に対応する．

指数平滑法は，単純に過去のオブザベーションを考慮に入れて，値をモデルする必要のある場

合に役立つ．これは過去のオブザベーションの重みが指数的に減少するので，名前に"指数"が
ついている．この手法は，n+1より後の予測値が一定となるので，予測の観点ではあまり十分

ではない．

二重指数平滑法

この手法は，Brownの線形指数平滑法またはBrownの二重指数平滑法と呼ばれる．これは，時

間で変化するトレンドを考慮に入れることができる．予測値は，直近に観察されたデータにつ
いてのトレンドを考慮に入れる．モデルの式は，次式となる：

Y  t

Y  t+h P  Yt t+h ϵt N(0, 1)

   

⎩⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧Y  = μ  + ϵ  t t t

P  Y  = μ  t t+h t

S  Y  = αY  + (1 − α)S  t t+h t t−1

 = P  Y  = S  ,Ŷ t+h t t+h t

h = 1, 2, ...
0 < α < 2
h = 1, 2, ...

α
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 の領域は，加法性と反転性に対応する．

Holtの線形指数平滑法

このモデルは，Holt-Winters非季節性アルゴリズムと呼ばれる．これは，不変成分と時間で変化

する傾向を考慮に入れることができる．このモデルは，二重指数平滑法と比較して，それ自身

でデータに素早く適応する．2番目のパラメータが関与する． t>nでの予測値は， 不変成分と
トレンド成分を考慮に入れる．モデルの式は次式となる：

と の領域は，加法性と反転性に対応する．

Holt-Winters季節性加法モデル

このモデルは，時間で変化するトレンドと周期 を持つ季節性成分を考慮に入れることができ
る．予測値は，トレンドと季節性を考慮に入れる．このモデルは，季節性効果が安定で時間で
増大しないので加法性と呼ばれる．モデルの式は，次式となる：

加法性-反転性領域の定義については，Archibald (1990)を参照せよ．

Holt-Winters季節性乗法モデル

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧Y  = μ  + β  t + ϵ  t t t t

P  Y  = μ  + β  tt t+h t t

S  = αY  + (1 − α)S  t t t−1

T  = αS  + (1 − α)S  t t t−1

 = P  Y  = (2 +  )S  − (1 +  )T  ,Ŷ t+h t t+h 1−α
αh

t 1−α
αh

t

 = P  Y  = Y  ,Ŷ t+h t t+h t

h = 1, 2, ...
0 < α < 2

α =1,h = 1, 2, ...
α=0,h = 1, 2, ...

α

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎧Y  = μ  + β  t + ϵ  t t t t

P  Y  = μ  + β  tt t+h t t

S  = αY  + (1 − α)(S  + T  )t t t−1 t−1

T  = β(S  − S  ) + (1 − β)T  t t t−1 t−1

 = P  Y  = S  + hT  ,Ŷ t+h t t+h t t

h = 1, 2, ...

0 < α < 2
0 < β < 4/α − 2
h = 1, 2, ...

α β

p

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧Y  = μ  + β  t + s  (t) + ϵ  t t t p t

P  Y  = μ  + β  t + s  (t)t t+h t t p

S  = α(Y  − S  + (1 − α)(S  + T  )t t t−p t−1 t−1

T  = β(S  − S  ) + (1 − β)T  t t t−1 t−1

D  = γ(Y  − S  ) + (1 − γ)D  t t t t−p

 = P  Y  = S  + hT  + D  ,Ŷ t+h t t+h t t t−p+h

h = 1, 2, ...

h = 1, 2, ...
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このモデルは，時間で変化するトレンドと周期 を持つ季節性成分を考慮に入れることができ
る．予測値は，トレンドと季節性を考慮に入れる．このモデルは，季節性効果が時間で変化す
るので乗法と呼ばれる．オブザベーション間の相違が高いほど，季節性成分がより増大する．
モデルの式は，次式となる：

加法性-反転性領域の定義については，Archibald (1990)を参照せよ．

注意 1: 上記のすべてのモデルについて，XLSTATは平均2乗誤差（MSE）を最小化するパラメ
ータの値を推定する．ただし， Holt-Winters乗法モデルとは別に，尤度を最大化することも可

能で，これらのモデルをARIMAモデルとして書くことが可能である．たとえば，単純指数平滑

法はARIMA(0,1,1) モデルに相当し，Holt-Winters加法モデルはARIMA (0,1,p+1)(0,1,0) pに相当

する．尤度の最大化を望むなら，XLSTATのARIMA手順を使用することを薦める．

注意 2: 上記のすべてのモデルについて，S，T および Dの初期値が必要である．XLSTAT は，
これらの値を設定するためのバックキャスティングを含む複数のオプションを提供する．バッ
クキャスティングが選択されると，アルゴリズムは系列を反転させて，Y(x) オプションに対応

する単純な初期値から開始し，推定値を計算し，そして，これらの推定値を初期値としえ使用

する．各手法のさまざまなオプションに対応する値を下記に説明する：

単純指数平滑法:

二重指数平滑法:

Holtの線形指数平滑法:

p

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧Y  = (μ  + β  t)s  (t) + ϵ  t t t p t

P  Y  = (μ  + β  t)s  (t)t t+h t t p

S  = α(Y  /S  ) + (1 − α)(S  + T )t t t−p t−1 t−1

T  = β(S  − S  ) + (1 − β)T  t t t−1 t−1

D  = γ(Y  /S  ) + (1 − γ)D  t t t t−p

 = P  Y  = (S  + hT  )D  ,Ŷ t+h t t+h t t t−p+h

h = 1, 2, ...

h = 1, 2, ...

  

⎩⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧Y (1) :

Mean(6) :
Backcasting

Optimized

S  = Y  1 1

S  =  Y  /61 ∑i=1
6

i

   

⎩⎪
⎨
⎪⎧Y (1) :

Mean(6) :
Backcasting

S  = Y  , T  = Y  1 1 1 1

S  =  Y  /6, T  = S  1 ∑i=1
6

i 1 1

 {0 :
Backcasting

S  = 01
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Holt-Winters季節性加法モデル:

$$ \begin{cases} 
Y(1+p): & S_{1+p} = \sum_{i=}^{p} Y_i/p , \& T_{1+p}=0 \ & D_t=Y_t-(Y_1+T_{1+p}(i-1)) & i
=1,...p \ Backcasting \end{cases} $$ Holt Winters seasonal multiplicative model:

移動平均

このモデルは，過去を考慮に入れて，オプションとして将来のオブザベーションの値を予測す
るための単純な方法である．これは，ノイズを除去できるフィルタとして動作する．上記に定

義された平滑法ではｍオブザベーションは将来のすべての予測値（指数が減衰しても）に影響

するが，移動平均の場合，記憶が 個に制限されている． 定数 が0に設定されると，予測値は
過去のq 個の値と現在の値に基づき， が1に設定されると，次の 個の値にも基づく．移動平

均は，しばしばフィルタとしても使用され，正確な予測の方法ではない．ただし，XLSTAT は
以下に記す移動平均に基づいて予測を行うことを可能にする：

ここで は定数で，0に設定すると，前のq個の値と現在の値に基づいた予測ができる． を1に設

定すると，予測値は 次のq 個の値にも基づいく． は重みである．重みは，ユ
ーザーが設定した定数であるか，または任意のアプリケーションでの存在する最適重みに基づ
く．XLSTAT は，歪みのない次数3の多項式を描く15-ポイント・モデルの使用を可能にする．

フーリエ平滑法/span>

フーリエ平滑法のコンセプトは，時系列をそのフーリエ座標に変換し，高い周波数の部分を除

去してから座標を信号の座標に戻す．この新しい信号は，平滑化された系列である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

    

⎩⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧Y (1 + p) :

Backcasting

S  =  Y  /p,1+p ∑
i=
p

i

T  = 01+p

D  = Y  /(Y  + T (i − 1))t t 1 1+p i = 1, ...p

q l

l q

  ⎩⎨
⎧Y  = μ  + ϵ  t t t

 =  μ  t̂
 w  ∑i=q

ql
i

 w  Y  ∑i=q
ql

i t+i

l l

w  (i =i 1, … , q)
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択する．最初の行にヘッダがある場合は， "系列ラベル"
オプションが有効になっていることを確認する．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータは，Excel の日付/時間形式か，数値形式のいずれかで利用可能でなければならな
い．このオプションが有効でない場合，XLSTAT は，1 からデータの数までの時間変数を作成

する．

区間を確認: XLSTAT に日付データの間隔が一定であることを確認させるには，このオプ
ションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にす
る．

モデル: 使用したスムージング・モデルを選択する（さまざまなモデルについての詳細な情報

は解説を参照）．

オプション タブ:

手法: 選択されたモデルの手法を選択する（さまざまなモデルについての詳細な情報は解説 を
参照）．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムのための最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大数を超える
と計算が停止する．デフォルト値：500．

収束: 1つの繰り返しからもう1つへの収束基準で，そこに到達するとアルゴリズムが収束

したことを意味する進展の最大値を入力する．デフォルト値： 0.00001．
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信頼区間 (%): ユーザーが入力する（1 から 99）この値は，予測された値の信頼度を決定する
ために使用される．信頼区間は，自動的にグラフ上に表示される．

S1: 初期値の推定手法を選ぶ．このトピックに関するより詳細は，解説 を参照する．

モデルのタイプと，選んだ手法によって，ダイアログ・ボックスで利用可能なオプションが異

なる．解説 の節で，さまざまなモデルや対応するパラメータに関する情報がある．

指数またはHolt-Winters モデルの場合，任意の値に対してパラメータを設定し，それらを最適

化することが選べます．Holt-Winters 季節性モデルでは，**周期**の値を入力する必要がある．

フーリエ平滑法の場合，高周波成分を除去した後に保持するべきスペクトルの比率**p**を入力

する必要がある．

移動平均モデルでは，予測値を計算するために考慮に入れるタイム・ステップの数**q**を入力

する必要がある．系列の前側（左側）のステップのみを考慮することが選べます．

検証 タブ:

検証: モデルの検証のためにいくつかのデータを使用するには，このオプションを有効にす
る．

タイム・ステップ: 検証に使用するために必要な（系列の最後の）データの数を入力する．

予測 タブ:

予測: いくつかの予測を行うモデルを使用するには，このオプションを有効にする．

タイム・ステップ: XLSTATに予測を計算させたいタイム・ステップの数を入力する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．
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適合度係数: 適合度統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル・パラメータ: モデル・パラメータの表を表示するには，このオプションを有効にす
る．

予測値と残差: 予測値と残差の表を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

グラフを表示: スムージングの前と後のグラフと残差の棒グラフを表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

結果  

適合度係数: この表は，自由度 (DF)の数，DDL，誤差の2乗和(SSE)，平均2乗誤差 (MSE)，
MSEの平方根 (RMSE)，平均絶対％誤差 (MAPE)，平均％誤差 (MPE)，平均絶対誤差 (MAE)，
決定係数 (R²)を含む適合度刑すを表示する．注意：これらのすべての統計量は，検証データが
こうりょに入れられていないモデルの推定のみに関与するオブザベーションについて計算され
る．

モデル・パラメータ: この表は，パラメータの推定，および，もし利用可能であれば，推定値

の標準誤差を表示する．注意： S1 が S 系列の最初の計算された値に対応すること，および T1
が系列 Tの最初の計算された値に対応すること．詳細な情報は解説を参照．

スムージング前と後の系列: この表は，スムージング前と後の系列を表示する．いくつかの予

測値が計算されて(t>n)，信頼区間おプ孫が有効にされたら，予測値の信頼区間が計算される．

チャート: 最初のグラフは，データ，モデル，そして予測値（検証+ 予測値）と信頼区間を表示

する．2番目の グラフは，残差の棒グラフである．

事例  

Holt-Winters 手法を用いて予測を行う方法を説明するチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサ
イトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのHolt-Winters季節性乗法モデル -チュートリアル?
language=ja

参考文献  

Archibald B.C. (1990). Parameter space of the Holt-Winters' model. International Journal of
Forecasting, 6, 199-209.

Box G. E. P. and Jenkins G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and control. Holden-
Day, San Francisco.

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Verlag, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEHolt-Winters%E5%AD%A3%E7%AF%80%E6%80%A7%E4%B9%97%E6%B3%95%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja


時系列分析  1120 スムージング  

Brown R.G. (1962). Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. Prentice-
Hall, New York.

Brown R.G. and Meyer R.F. (1961). The fundamental theorem of exponential smoothing.
Operations Research, 9, 673-685.

Chatfield, C. (1978). The Holt-Winters forecasting procedure. Applied Statistics, 27, 264-279.

Holt C.C. (1957). Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving
averages. ONR Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh.

Makridakis S.G., Wheelwright S.C. and Hyndman R.J. (1997). Forecasting : Methods and
Applications. John Wiley & Sons, New York.

Shumway R.H. and Stoffer D.S. (2000). Time Series Analysis and Its Applications. Springer
Verlag, New York.

Winters P.R. (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages.
Management Science, 6, 324-342
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ARIMA  
ARMA （Autoregressive Moving Average：自己回帰移動平均），ARIMA （Autoregressive
Integrated Moving Average：自己回帰和分移動平均），SARIMA （Seasonal Autoregressive
Integrated Moving Average：季節性自己回帰和分移動平均）モデルを適合させ，パラメータが
既知であるか，またはパラメータが推定されるモデルを用いて予測値を計算するには，このツ
ールを使用します．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ARIMA ファミリのモデルは，時間で変化する現象を合成的方法で表現し，予測値の信頼区間と
ともに将来の値を予測することを可能にする．

ARIMA モデルの数学的記述は，著者によって異なっている．ほとんどの場合，その違いは，係

数の符号に関係している．XLSTAT は，多くのソフトウェアで使用されている最もよくある記

述を用いる．

{ }を平均_µ_を持つ系列と定義し，系列がARIMA モデルに従うと仮定す
るなら，次式が書ける：

ただし，

p は，モデルの自己回帰部の次数である．

q は，モデルの移動平均部の次数である．

d は，モデルの差分次数である．

D は，モデルの季節性部の差分次数である．

X  t (p, d, q)(P ,D,Q)s

 { Y  = (1 − B) (1 − B ) X  − μt
d s D

t

ϕ(B)Φ(B )Y  = θ(B)Θ(B )Z  ,  Z  ∼ N(0,σ )s
t

s
t t

2

  { ϕ(z) = 1 −  ϕ  z ,∑
i=1
p

i
i

θ(z) = 1 +  θ  z ,∑i=1
q

i
i

Φ(z) = 1 −  Φ  z∑
i=1
P

i
i

Θ(z) = 1 +  Θ  z∑i=1
Q

i
i
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s は，モデルの周期である（たとえば，データが月次データで，データ中に年間の周期性が見

つかる場合は12 となる）．

P は，モデルの自己回帰季節性分の次数である．

Q は，モデルの移動平均季節性部の次数である．

注記 1: { } プロセスは， ,  および であるzの場合に限り因果であ
る．

注記 2: D=0の場合，モデルはARIMA(p,d,q) モデルである．その場合，P，Q および s は空値と
みなされる．

注記 3: d=0 で D=0の場合，モデルはARMA(p,q) モデルに単純化される．

注記 4: d=0，D=0 で q=0の場合，モデルはAR(p) モデルに単純化される．

注記5: d=0，D=0 で p=0の場合，モデルはMA(q) モデルに単純化される．

説明変数

XLSTAT は，線形モデルによって説明変数を考慮に入れることができる．3種類のアプローチが
可能である：

1. OLS: 線形回帰モデルが，旧式の線形回帰アプローチを用いて適合され，残差が
(S)ARIMA モデルを用いてモデルされる．

2. CO-LS: d または D と s がゼロでないならば，データ（説明変数を含む）が差分され，線

形モデル係数と同時に，Cochrane およびOrcutt (1949) のアプローチを用いて，対応する
ARMA モデルが適合される．

3. GLS: 線形回帰モデルが適合され，  (S)ARIMA モデルを用いて残差がモデルされ，
Newton-Raphson アプローチを用いて回帰係数を変更することにより，モデルの尤度を
改善するために，回帰のステップにループして戻る．

注意: 無差分(d=0 および D=0),がリクエストされ，モデル中に説明変数がない場合，モデルの
定数は，CO-LSを用いて推定される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

Y  t ∣z∣ ≤ 1 f(z)  = 0 q(z)  = 0



時系列分析  1123 ARIMA  

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

時系列: 時系列に対応するデータを選択してください．最初の行にヘッダがある場合は， "系列

ラベル" オプションが有効になっていることを確認してください．

中心化: 差分化の後のデータを中心化するには，このオプションを有効にしてください．

分散: 誤差の分散の値を設定するには，この値を有効にしてください．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にしてくださ
い．これらのデータは，Excelの日付/時間形式か，数値形式のいずれかで利用可能でなければ
なりません．このオプションが有効でない場合，XLSTAT は，1からデータの数までの時間変数

を作成します．

区間を確認: XLSTAT に日付データの間の空白が一定であることを確認させるには，この
オプションを有効にしてください．

X / 説明変数: モデル中に1つまたはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプショ
ンを有効にしてください．そして， Excelシート内で対応する変数を選択してください．選択

されるデータは，数値タイプでなければなりません．変数ヘッダが選択された場合は， "変数

ラベル" オプションが有効であることを確認してください．

モード: 説明変数を考慮に入れるための方法を選んでください（3つのモードOLS，CO-
LS，GLSは解説 で説明しています）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．
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系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にして
ください．

モデル・パラメータ: モデルの次数を入力してください：

p: モデルの自己回帰部の次数を入力してください．たとえば，AR(1) モデルまたは
ARMA(1,2) モデルには，1を入力してください．

d: モデルの差分次数を入力してください．たとえば，ARIMA(0,1,2) モデルには，1を入

力してください．

q: モデルの移動平均分の次数を入力してください．たとえば，MA(2) モデルまたは
ARIMA(1,1,2) モデルには，2を入力してください．

P: モデルの自己回帰季節性部の次数を入力してください．たとえば， ARIMA(1,1,0)
(1,1,0)¹² モデルには，1を入力してください． の場合に限り，この値を修正できま
す． の場合，XLSTATは， とみなします．

D: モデルの季節性部の差分次数を入力してください．たとえば，ARIMA(0,1,1)(0,1,1)¹²
モデルには，1を入力してください．

Q: モデルの移動平均季節性部の次数を入力してください．たとえば，ARIMA(0,1,1)
(0,1,1)¹² モデルには，1を入力してください． の場合に限り，この値を修正できま
す． の場合，XLSTAT は とみなします．

s: モデルの周期を入力してください． の場合に限り，この値を修正できます．
の場合，XLSTAT は とみなします．

オプション タブ:

予備推定: 予備推定法を使用したい場合は，このオプションを有効にしてください．このオプ
ションは， の場合に限り利用可能です．

Yule-Walker: Yule-Walker アルゴリズムを用いて自己回帰AR(p) モデルの係数を推定する
には，このオプションを有効にしてください．

Burg: Burgのアルゴリズムを用いて自己回帰AR(p)モデルの係数を推定するには，このオ
プションを有効にしてください．

Innovations: Innovations アルゴリズムを用いて移動平均MA(q)モデルの係数を推定する
には，このオプションを有効にしてください．

Hannan-Rissanen: Hannan-Rissanen アルゴリズムを用いてARMA(p,q)モデルの係数を
推定するには，このオプションを有効にしてください．

m/自動: Innovations または Hannan-Rissanen アルゴリズムを使用することを選んだ場合

は，アルゴリズムに対応するm値を入力するか， XLSTAT に適切なmの値を自動で（自動

を選択）決定させる必要があります．

D  = 0
D = 0 P = 0

D  = 0
D = 0 P = 0

D  = 0
D = 0 s = 0

D = 0
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初期係数: モデルの係数の初期値を選択するには，このオプションを有効にしてください．

Phi: モデルの自己回帰部（季節性部を含む）に対応する係数の値を選択してください．
選択する値の数は，p+Pに等しいです．

Theta: モデルの移動平均部（季節性部を含む）に対応する係数の値を選択してくださ
い．選択する値の数は，p+Qに等しいです．

M適化: 2つの手法の1つを用いて，係数を推定するには，このオプションを有効にしてｋださ
い：

尤度: 既知のデータのパラメータの尤度を最大化するには，このオプションを有効にして
ください．

M小2乗: 残差の2乗和を最小化するには，このオプションを有効にしてください．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの繰り返し回数を入力してください．繰り返しが最大数を超える
と，計算が停止します．デフォルト値：500.

収束: それに達するとアルゴリズムが収束したことを意味する収束基準の1つの繰り返し
からもう1つへの推移の最大値を入力してください．デフォルト値： 0.00001．

M良モデルを見つける: 複数の次数の組み合わせを探索するには，このオプションを有効にし
てください．このオプションを有効にすると，最小次数は“一般”タブで与えたそれで， 最大次

数は，以下のオプションを用いて定義する必要があります：

Max(p): 探索するp の最大値を入力してください．

Max(q): 探索するq の最大値を入力してください．

Max(P): 探索するP の最大値を入力してください．

Max(Q): 探索するQ の最大値を入力してください．

AICC: 最良モデルを判定するためにAICC（赤池情報量基準）を使用するには，このオプ
ションを有効にしてください．

SBC: 最良モデルを判定するためにSBC （Schwarzのベイジア基準）を使用するには，こ
のオプションを有効にしてください．

検証 タブ:

検証: モデルの検証のためにいくつかのデータを使用するには，このオプションを有効にして
ください．
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タイム・ステップ: 検証に使用するために必要な（系列の最後の）データの数を入力してくだ
さい．

予測 タブ:

予測: いくつかの予測を行うためにモデルを使用するには，このオプションを有効にしてくだ
さい．

タイム・ステップ: XLSTAT に予測を計算させたいタイム・ステップの数を入力してください．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTATが計算を継続しないようにするに
は，このオプションを有効にします．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にします．.

前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にしてください．

出力 タブ:

記述統計: 選択された系列の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にしてくださ
い．

適合度統計: 適合度統計量を表示するには，このオプションを有効にしてください．

モデル・パラメータ: モデル・パラメータの表を表示するには，このオプションを有効にして
ください．

予測値と残差: 予測値と残差の表を表示するには，このオプションを有効にしてください．

信頼区間(%): 入力する値（1から99の間）は，予測値の信頼区間を決定するために使用されま
す．信頼区間が，グラフに自動で表示されます.

チャート タブ:

グラフを表示: 入力データとモデルの予測値を表示するグラフ，および残差の棒グラフを表示

するには，このオプションを有効にしてください．

結果  
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要約統計: この表は，選択された変数について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差（不偏）を表示します．

予備推定と最適化がリクエストされた場合は，予備推定の結果が先に表示されて，最適化後の
結果がそれに続きます．初期係数が入力された場合，これらの係数に対応する結果がまず表示

されます．

適合度係数:

オブザベーション: モデルの適合に使用されたデータの数．

SSE: 誤差2乗和（Sum of Squares of Errors）．この統計量は，最適化に"最小2乗" オプ
ションが選択されると最小化される．

MAPE: 平均絶対パーセンテージ誤差（Mean Absolute Percentage Error）は，尺度効果

を除去し，より大きな誤差に相対的にあまり罰則を課さずに，適合の品質を定量化す
る．

WN 分散: 白色ノイズ分散は，SSE をNで割ったものに等しい．一部のソフトウェアで
は，この統計量をシグマ2 （シグマ2乗）と呼んでいる．

WN 分散推定: この統計量は，通常，上記に等しい．Yule-Walker または Burgのアルゴリ
ズムを用いた予備推定の場合，わずかに異なる推定値が表示される．

-2Log(Like.): この統計量は，最適化で"尤度" オプションが選択されると最小化される．
これは，尤度の自然対数の2倍に等しい．

FPE: 赤池の最終予測誤差．この基準は，自己回帰モデルに適応される．

AIC: 赤池情報量基準．

AICC: この基準はBrockwellによって提案された（赤池情報量基準の修正）．

SBC: Schwarzのベイジアン基準．

モデル・パラメータ:

最初のパラメータの表は，データに適合された線形モデルの係数を示します（説明変数が選択

されたなかった場合は定数）．

次の表は，各多項式の各係数での推定，および推定手法（予備推定）またはFisher の情報行列

（Hessian）のいずれかから直接得られる標準偏差を与えます． 漸近的標準偏差も計算されま
す．各係数および各標準偏差ごとに信頼区間が表示されます．係数は，下記のように識別され
ます：

AR(i): 多項式f(z)の次数i の係数に対応．

SAR(i): 多項式F(z)の次数iの係数に対応．

MA(i): 多項式q(z) の次数i の係数に対応．

SMA(i): 多項式Q(z) の次数i の係数に対応．
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データ，予測値，残差: この表は，データ，モデルを用いて計算された対応する予測値，およ
び残差を表示します．ユーザーがこれをリクエストすれば，検証データで予測値が計算され
て，将来の値で予測値が計算されます．標準偏差と信頼区間が検証予測値と予測値で計算され
ます．

チャート: 2つのグラフが表示されます．最初のグラフは，データ，モデルで予測された対応す
る値，および検証や予測タイム・ステップでの値に対応する予測値を表示します．2番目のグ
ラフは，残差の棒グラフです．

事例  

ARIMAモデルの適合の仕方，予測を行うためのモデルの使用法を説明するチュートリアルが，
Addinsoftのウェブサイトにあります：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの時系列へのARIMAモデルの適合?language=ja

参考文献  

Box G. E. P. and Jenkins G. M. (1984). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd

edition. Pearson Education, Upper Saddle River.

Brockwell P.J. and Davis R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting, 2-nd
edition. Springer Verlag, New York.

Brockwell P. J. and Davis R. A. (1991). Time series: Theory and Methods, 2-nd edition.
Springer Verlag, New York.

Cochrane D. and Orcutt G.H. ( 1949). Application of least squares regression to relationships
containing autocorrelated error terms. Journal of the American Statistical Association, 44, 32-61.

Fuller W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, Second Edition. John Wiley & Sons,
New York.

Hannan E.J. and Rissanen J. (1982). Recursive estimation of mixed autoregressive-moving
average models order. Biometrika, 69, 1, 81-94.

Mélard G. (1984). Algorithm AS197: a fast algorithm for the exact likelihood of autoregressive-
moving average models. Journal of the Royal Statistical Society, Series C, Applied Statistics,
33, 104-114.

Percival D. P. and Walden A. T. (1998). Spectral Analysis for Physical Applications. Cambridge
University Press, Cambridge.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%81%B8%E3%81%AEARIMA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%81%A9%E5%90%88?language=ja
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スペクトル分析  
時系列を周期の空間でのその座標に変換し，この空間でのその特徴を分析するには，このツー
ルを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，時系列を周期の空間でのその座標に変換し，この空間でのその特徴を分析でき
るようにする．座標から，マグニチュードや位相を抽出し，ペリオドグラムやスペクトル密度

などの表現を構築し，系列が安定であるかどうかを検定できる．スペクトル密度に注目するこ
とにより，季節性成分を同定し， ノイズを除去するためにどちらに伸ばすかを決定できる．ス
ペクトル分析は，さまざまな分野でとても一般的な手法である．

時系列 , のスペクトル表現は， を相関しないランダム係数（変量係

数）を持つ季節性成分の和に分解するものである．そこから，自己共分散関数と自己相関関数

の正弦曲線への分解を得ることができる．

スペクトル密度は，連続時系列の変換に一致する．ただし，通常は，有限個の等間隔データに
のみアクセスするので，我々は最初の離散フーリエ座標を得て（cosおよび sin変換），それか
らペリオドグラムを得る．ピリオドグラムから，スムージング機能を用いて，スペクトルのよ
りよい推定であるスペクトル密度推定を得ることができる．

高速でパワフルな手法を用いて，XLSTAT は，各フーリエ周期での のフーリエcos変換と
sin変換を自動的に計算し，これらの変換から派生するさまざまな関数を計算する．

 を標本サイズ， を 以下の最大の整数であるとして，フーリエ周期は次式で書ける：

フーリエ余弦係数と正弦係数は次式で書ける：

{X  }t (t = 1, … ,n) {X  }t

{X  }t

n [i] i

ω  =k  , k =
n

2πk
−[  ], … [  ]

2
n − 1

2
n

a  =k   X  cos(ω  (t −
n

2

t=1

∑
n

t k 1))
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ピリオドグラムは次式で書ける：

時系列 のスペクトル密度（または離散スペクトル平均推定）は，次式で書ける：

ただし

ここで大域幅 と重み は，ユーザーによって固定されるか，カーネルの選択によって決定さ
れる．XLSTAT は，以下のカーネルの使用を提案する：

, , and と定義するなら，

Bartlett:

Parzen:

直交（クアドラチャー）スペクトル:

Tukey-Hanning:

b  =k   X  sin(ω  (t −
n

2

t=1

∑
n

t k 1))

I  =k   (a  +
2
n

t=1

∑
n

k
2 b  )k

2

{X  }t

  =f̂ k  w  J  

i=−p

∑
p

i k+i

   ⎩⎨
⎧ J  = I  ,k+i k+i

J  = I  ,k+i −(k+i)

J  = I  ,k+i n−(k+i)

0 ≤ k + i ≤ n

k + i < 0
k + i > n

p w  i

p = c.qe q = [n/2] + 1 λ  =i i/p

   ⎩⎨
⎧ c = 1/2,

w  = 1 − ∣λ  ∣i i

w  = 0i

e = 1/3
 if ∣λ  ∣ ≤ 1i

 otherwise 

   

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪⎧ c = 1,

w  = 1 − 6∣λ  ∣ + 6∣λ  ∣i i
2

i
3

w  = 2(1 − ∣λ  ∣)i i
3

w  = 0i

e = 1/5
 if ∣λ  ∣ ≤ 0.5i

 if 0.5 ≤ ∣λ  ∣ ≤ 1i

 otherwise 

 {
c = 1/2, e = 1/5

w  =   − cos(6πλ  /5)i 12π λ  

2
i
2

25 ( 6πλ  /5i

sin(6πλ  /5)i
i )

   ⎩⎨
⎧ c = 2/3,

w  = (1 + cos(πλ  ))/2i i

w  = 0i

e = 1/5
 if ∣λ  ∣ ≤ 1i

 otherwise 
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打ち切り:

注意: 大域幅 は，標本のサイズ の関数である．重み は，正数で，合計が1にならなければ
ならない．そならない場合は，XLSTAT は自動でそれらを再尺度化する．

2番目の時系列 がある場合，クロス・スペクトルを推定するために，複数の補助関数が計

算できる：

と のクロス・ピリオドグラムの実数部は：

と のクロス・ピリオドグラムの虚数部は：

時系列 と のコスペクトル推定（クロス・スペクトルの実数部）は次式で書ける：

with

時系列 と の直交スペクトル（クロス・スペクトルの虚数部）は，次式で書ける：

ただし

と のクロス・スペクトルの位相は，次式で書ける：

   ⎩⎨
⎧ c = 1/4,

w  = 1i

w  = 0i

e = 1/5
 if ∣λ  ∣ ≤ 1i

 otherwise 

p n w  i

{Y  }t

{X  }t {Y  }t

Real  =k   (a  a  +
2
n

t=1

∑
n

X,k Y ,k b  b  )X,k Y ,k

{X  }t {Y  }t

Imag  =k  (a  b  −
2
n

t=1

∑
n

X,k Y ,k b  a  )X,k Y ,k

{X  }t {Y  }t

C  =k  w  R  

i=−p

∑
p

i k+i

   ⎩⎨
⎧ R  = Real  ,k+i k+i

R  = Real  ,k+i −(k+i)

R  = Real  ,k+i n−(k+i)

0 ≤ k + i ≤ n

k + i < 0
k + i > n

{X  }t {Y  }t

Q  =k  w  H  

i=−p

∑
p

i k+i

   ⎩⎨
⎧ H  = Imag  ,k+i k+i

H  = Imag  ,k+i −(k+i)

H  = Imag  ,k+i n−(k+i)

0 ≤ k + i ≤ n

k + i < 0
k + i > n

{X  }t {Y  }t

Φ  =k arctan(Q  /C  )k k
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と のクロス・スペクトルの振幅は，次式で書ける：

系列 と の間の2乗コヒーレンシー推定値は，次式で書ける：

白色ノイズ検定: XLSTAT は，オプションで2つの検定統計量と対応する白色ノイズのp値を表

示する：FisherのカッパとBartlettのKolmogorov-Smirnov 統計量．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

時系列: さまざまなスペクトル関数を計算したい時系列に対応するデータを選択する．

日付データ: 日付または時間データを選択したい場合は，このオプションを有効にする．これ
らのデータは，Excel の日付/時間形式か，数値形式のいずれかで利用可能でなければならな
い．このオプションが有効でない場合，XLSTAT は，1 からデータの数までの時間変数を作成

する．

区間を確認: XLSTAT に日付データの間隔が一定であることを確認させるには，このオプ
ションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

{X  }t {Y  }t

A  =k  C  + Q  

k
2

k
2

{X  }t {Y  }t

K  =k  

    f̂X,k f̂Y ,k

A  k
2
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

系列ラベル: 選択された系列の最初の行がヘッダを含む場合，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合， XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

前の値と次の値の平均に置き換える: 先行する直前の非欠損値と直後の非欠損値の平均で，欠

損値を推定するには，このオプションを有効にする．

出力 (1) タブ:

白色ノイズ検定: 白色ノイズ検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

余弦部: フーリエ余弦係数を表示するには，このオプションを有効にする．

正弦部: フーリエ正弦係数を表示するには，このオプションを有効にする．

振幅: スペクトルの振幅を表示するには，このオプションを有効にする．

位相: スペクトルの位相を表示するには，このオプションを有効にする．

スペクトル密度: スペクトル密度の推定を表示するには，このオプションを有効にする．

カーネル重みづけ: カーネルの種類を選択する．カーネル関数は，解説の節で説明されて
いる．

c: c パラメータの値を入力する．このパラメータは，解説の節で説明されている．

e: e パラメータの値を入力する．このパラメータは，解説の節で説明されている．

固定重みづけ: 固定重みの値をExcel シートで選択する．重みの数は，奇数でなければな
らない．対称な重みを推奨する（例：1,2,3,2,1）．

出力 (2) タブ:

クロス・スペクトル: クロス・スペクトルを分析するには，このオプションを有効にする．こ
の計算は，少なくとも2つの系列が選択されたときのみに実行される．

実部: クロス・スペクトルの実数部を表示するには，このオプションを有効にする．
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虚部: クロス・スペクトルの虚数部を表示するには，このオプションを有効にする．

コスペクトル: コスペクトル推定（クロス・スペクトルの実数部）を表示するには，この
オプションを有効にする．

クアドラチャー・スペクトル: クアドラチャー推定（クロス・スペクトルの虚数部）を表

示するには，このオプションを有効にする．

2乗コヒーレンシー: 2乗コヒーレンシーを表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ピリオドグラム: 系列のピリオドグラムを表示するには，このオプションを有効にする．

スペクトル密度: スペクトル密度のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

白色ノイズ検定: この表は，FisherのカッパとBartlettの Kolmogorov-Smirnov 統計量の両方およ
び対応するp-値を表示する． p-値が有意水準（通常0.05）より低いなら，その系列がただの白

色ノイズであるという仮定を棄却する必要がある．

選択された各系列について表が表示される．それは，さまざまな列を表示する：

White noise tests: This table displays both the Fisher’s Kappa Bartlett’s Kolmogorov-Smirnov
statistics and the corresponding p-values. If the p-values are lower than the significance level
(typically 0.05), then you need to reject the assumption that the times series is just a white
noise.

A table is displayed for each selected time series. It displays various columns:

周期: 0 から の周期．

期間: 時間単位．

余弦部: フーリエ変換の余弦係数．

正弦部: フーリエ変換の 正弦係数．

位相: スペクトルの位相．

ピリオドグラム: ピリオドグラムの値．

スペクトル密度: スペクトル密度の推定．

チャート: XLSTATは，周期と期間尺度の両方で ピリオドグラムとスペクトル密度図を表示す
る．

2つまたはそれ以上の系列が選択され，クロス・スペクトル・オプションが選択された場合，

XLSTATは追加の情報を表示する．：

クロス・スペクトル分析: これはさまざまなクロス・スペクトル情報を表示する:

π



時系列分析  1135 スペクトル分析  

周期: 0 から の周期．

期間: 時間単位．

実部: クロス・スペクトルの実数部．

虚部: クロス・ピリオドグラムの虚数部．

コスペクトル: コスペクトル推定（クロス・スペクトルの実数部）．

直交スペクトル: クアドラチャ推定（クロス・スペクトルの虚数部）．

振幅: クロス・スペクトルの振幅．

2乗コヒーレンシー: 2乗コヒーレンシーの推定．

チャート: XLSTATは，周期と期間尺度の両方でクロス・スペクトルの推定の振幅を表示する．

事例  

スペクトル分析の事例が Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのスペクトル分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Bartlett M.S. (1966). An Introduction to Stochastic Processes, Second Edition. Cambridge
University Press, Cambridge.

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Verlag, New York.

Davis H.T. (1941). The Analysis of Economic Time Series. Principia Press, Bloomington.

Durbin J. (1967). Tests of Serial Independence Based on the Cumulated Periodogram. Bulletin
of Int. Stat. Inst., 42, 1039-1049.

Chiu S-T (1989). Detecting periodic components in a white Gaussian time series. Journal of the
Royal Statistical Society, Series B, 51, 249-260.

Fuller W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, Second Edition. John Wiley & Sons,
New York.

Nussbaumer H.J. (1982). Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms, Second Edition.
Springer-Verlag, New York.

Parzen E. (1957). On Consistent Estimates of the Spectrum of a Stationary Time Series. Annals
of Mathematical Statistics, 28, 329-348.

Shumway R.H. and Stoffer D.S. (2000). Time Series Analysis and Its Applications. Springer
Verlag, New York.
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フーリエ変換  
時系列または信号をフーリエ座標に変換するか，変換を逆変換させるには，このツールを使用

する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

時系列または信号をフーリエ座標に変換するか，変換を逆変換させるには，このツールを使用

する． Excel 関数は時系列の長さが2の累乗に制限されているが，XLSTATは制限されていな
い．出力は，オプションで振幅と位相を含む．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:
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実部: このオプションを有効にして，変換する信号を選択するか，変換を逆作動させるフーリ
エ座標の実数部を選択する．

虚部: このオプションを有効にして，変換を逆作動させるフーリエ座標の虚数部を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（実部，虚部）の最初の行がヘッダを含むなら，このオプションを有効

にする．

逆変換: 逆フーリエ変換を計算したい場合は，このオプションを有効にする．

振幅: スペクトルの振幅を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

位相: スペクトルの位相を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されるとXLSTATが計算を継続しないようにするには，この
オプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

結果  

実部: この列は，変換または逆変換後の実数部を格納する．

虚部: この列は，変換または逆変換後の虚数部を格納する．

振幅: スペクトルの振幅．

位相: スペクトルの位相．

事例  

参考文献  
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Fuller W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, Second Edition. John Wiley & Sons,
New York.
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モンテ・カルロ・シミュレーション  
XLSTAT-Sim  
XLSTAT-Sim は，シミュレーション・モデルを作成して実行するためのパワフルなソリューシ
ョンである．

この節の内容:

イントロダクション

オプション

ツールバー

事例

参考文献

XLSTAT-Simへのイントロダクション  

XLSTAT-Simは，正確な値はわからないが，特定の法則に従う確率変数の反復シミュレーショ
ンによって推定できる値を推定するための革新的な手法であるシミュレーション・モデルを構

築して計算することができるモジュールである．モデルを実行する前に，モデルを構築して，
一連の入力変数と出力（または結果）変数を定義する必要がある．

シミュレーション・モデル

シミュレーション・モデルは，正確な値はわからないが，分布を仮定または計算することによ
り，変数での平均や中央値などの情報を得ることができる．いくつかの “結果”変数が，既知の
または仮定された数式で，これらの“分布” 変数に従属するなら，“結果” 変数もまたその分布を
持つであろう．XLSTAT-Sim は，分布を定義して，シミュレーションを通して，入力変数と出

力変数の経験分布および対応する統計量を得ることを可能にする．

シミュレーション・モデルは，金融，製薬，石油やガスの探索，会計，販売予測など，たくさ
んの分野で使用されている．

シミュレーション・モデルの構築には，4つの要素が関与する：

**- 分布**は，確率変数に関連する．XLSTATは，変数がとれる値での不確実性を記述するため
に， 20 個以上の分布から選ぶことができる（詳細は分布の定義の章を参照)．たとえば，2つ
の限界の間で変化することがわかっているが，ある値がより確からしい（最頻値）量がある場

合は，三角分布を選ぶことができる．シミュレーション・モデルの計算の各繰り返しでは，無

作為抽出が定義した各分布で実行される．
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**- シナリオ変数**は，2つの限界の間で量が変化できるトルネード分析を除いて，モデル中で
固定された量をシミュレーション・モデルに組み込むことができる（より詳細はシナリオ変数

の定義 の章と以下のトルネード分析の節を参照)． allow to include in the simulation model a
quantity that is fixed in the model, except during the tornado analysis where it can vary between
two bounds (see chapter for more details, and the section on tornado analysis below).

**- 結果変数**は，モデルの出力に対応する．それらは，直接または間接的に，1つまたは複数

のExcel 関数を通して，分布が関係づけられた確率変数に，そしてもし利用可能であれば，シ
ナリオ変数に従属する．シミュレーション・モデルの計算の最終目的は，結果変数の分布を得

ることである（より詳細は結果変数の定義の章を参照)．.

**- 統計量**は，結果変数の任意の統計量を追跡することができる．たとえば，結果変数の標準

偏差をモニターしたりできる（より詳細は統計量の定義を参照）．

正しいモデルは，少なくとも1つの分布と1つの結果からなる．モデルは，これらの4つの要素

のいくつでも含むことができる．

モデルは，単一の Excel シートに制限されているか，または Excel フォルダ全体を使用でき
る．

シミュレーション・モデルは，分布で記述される入力変数間の従属性を考慮に入れることがで
きる．相関係数が0.4であるような2つの変数が関係していることがわかっている場合，シミュ
レーションを行うときに，両方の2つの変数の標本された値が同じ特性を持つことを期待する
だろう．これは， XLSTAT-Sim では，実行ダイアログ・ボックスで，モデル中で使用するいく
つか，またはすべての入力確率変数の間の相関行列または共分散行列を入力することで可能で
ある．

出力

モデルを実行すると，一連の結果が表示される．入力変数と結果変数の分布に関する情報のよ
うな重要な統計量を与えながら，変数間の関係性を解釈することができる．シナリオ変数が含

まれる場合は，感度分析も利用可能である．

記述統計量

シミュレーション後に生成されるレポートは，モデルの分布に関する情報を含む．ユーザー
は，結果を簡単に解釈するために，記述統計量の範囲からレポートに統合されるべき最も重要

な指標を選ぶことができる．関係性をグラフィカルに表示するグラフの選択も利用可能であ
る．

記述統計量に関係する詳細と数式は，XLSTAT の"記述統計量 " ツールの説明にある．

チャート

変数に関する情報を表示するために，下記のチャートが利用できる：
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箱ひげ図: 量的データ標本のこれらの単変量表現は，英語ではBox plotと呼ばれている．
XLSTAT で提供される箱ひげ図は，最小値，第1四分位，中央値，平均，第3四分位が，
それを超えると異常値とみなされる限界（"ひげ"の端）とともに表示されるので，シンプ
ルで完全な表現である．平均は赤色の +で表示され，黒色の線は中央値である．限界は次

式で計算される：

下限 :  ただし  { } が最小値で  
.

上限 :  ただし  { } が最大値で  

区間  の外側にある値は，*記号で表示される．区

間   ま た は  
 内の値は， “o” 記号で表示される．

散布図: これらの単変量表現は，標本の分布と複数の可能な最頻値の概観を与える．すべ
てのポイントが，平均と中央値とともに表現される．

P-P チャート（正規分布）: P-P チャート（Probability-Probabilityの略）は，標本の経験

分布関数を同じ平均と偏差の正規変数のそれと比較するために使用する．標本が正規分

布に従う場合，データは平面の第1二分線上に並ぶ．

Q-Q チャート（正規分布）: Q-Q チャート（Quantile-Quantileの略）は，標本の分位数を
同じ同じ平均と偏差の正規変数のそれとを比較するために使用する．標本が正規分布に
従う場合，データを平面の第1二分線上に並ぶ．

相関

計算が終わると，シミュレーション・レポートには，シミュレーション・モデルに含まれるさ
まざまな変数の間の相関に関する情報が含まれる．3種類の相関係数が利用可能である:

Pearson 相関係数: この係数は．伝統的な線形相関係数である．この係数は，連続データによ
く適する．値は-1 から1の間で，それは2つの変数間の線形相関の度合いを測定する．注意：2
乗Pearson 相関係数は，ある変数の変動がどれだけ他の変数によって説明されているかの概観

を与える． 各係数で計算されるp値は，係数が有意に0と異ならないという帰無仮説を検定する
ことができる．ただし，2つの変数が独立の場合，それらの相関係数はゼロであるが，逆は真

ではないので，これらの結果を解釈するときは注意深くある必要がある．

Spearman 相関係数(rho): この係数は，オブザベーションの値ではなく，それらの順位に基づ
いている．この係数は，順序データに適応する．Pearson係数と同様，説明された変動の意味

で，この係数を解釈できるが，ここでは順位の変動を意味している．

Kendall 相関係数 (tau): Spearman 係数と同様，これは順位に基づいているので，順序変数によ
く適する．しかしながら，この係数は，概念的にとても異なっている．これは，確率の観点か
ら解釈ができる：変数同士が同じ方向で変化する確率と，反対の方向で変化する確率の間の差

である．オブザベーションの数が 50 より低く，同値がない場合，XLSTAT は正確なp値を与え
る．そうでない場合は，近似が使用される．後者は，8 オブザベーションより多い場合に，信

頼できることが知られている．

L  =inf X(i) X(i) − [Q1 − 1.5(Q3 − Q1)] X(i) = Q1 −
1.5(Q3 − Q1)

L  =sup X(i) X(i) − [Q3 + 1.5(Q3 − Q1)] X(i) = Q3 +
1.5(Q3 − Q1)

]Q1 − 3(Q3 − Q1);Q3 + 3(Q3 − Q1)[
[Q1 − 3(Q3 − Q1);Q1 − 1.5(Q3 − Q1)] [Q3 + 1.5(Q3 − Q1);Q3 +

3(Q3 − Q1)]
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感度分析

感度分析は，1つの出力変数でのさまざまな入力変数の影響度に関する情報を表示する．シミ
ュレーションの結果と選択された相関係数（上記参照）に基づいて，入力確率変数と結果変数

の間の相関が計算されて，結果変数での影響度が降順で表示される．

トルネード分析とスパイダー分析

トルネード分析とスパイダー分析は，シミュレーションの繰り返しに基づかないが，すべての
入力変数（分布による確率変数およびシナリオ変数）の逐一分析（point by point analysis）に
基づく．

トルネード分析では，各結果変数については，各入力確率変数と各シナリオ変数が1つずつ調

査される．我々は，それらの値が2つの境界間で変化するようにして，各確率変数とシナリオ
変数が結果変数にどのように影響するかを知るために，結果変数の値を記録する．確率変数に
ついては，探索される値は中央値の周辺，またはパーセンタイルか偏差で定義された境界を持

つデフォルトのセル値の周辺のいずれかにある．シナリオ変数については，変数が定義された
ときに指定された2つの境界の間で，分析が実行される．ポイントの数は，シミュレーショ
ン・モデルを実行する前にユーザーが修正できるオプションである．

スパイダー分析は，結果変数の最大および最小変化を表示するだけでなく，確率変数とシナリ
オ変数の各データ・ポイントでの結果変数の値も表示する．これは，分布変数と結果変数の間

の従属性が 単調であるか否かを確認するのに便利である．

オプション  

オプション・ダイアログ・ボックスを表示するには，“XLSTAT-SIM” ツールバーの  ボタンを
クリックする． XLSTAT-SIM モジュールの一般オプションを定義するために，このダイアロ
グ・ボックスを使用する．

一般 タブ:

モデル限界: このオプションは，アクティブなシミュレーション・モデルの サイズを定義でき
る．もし可能であれば，モデルを単一の Excelシーツに制限する．以下のオプションが利用で
きる：

シート: アクティブなExcelシート内のシミュレーション関数のみが，シミュレーショ
ン・モデルで使用される． 他のシートは無視される．

ワークブック: アクティブはワークブックのすべてのシミュレーション関数が，シミュレ
ーション・モデルに組み込まれる．このオプションは，1つのモデルのための複数の
Excel シートを使用することを可能にする．

サンプリング法: このオプションは，標本生成の方法を選ぶことができる．2つの選択肢があ
る：

クラシック:モンテ・カルロ・シミュレーションを用いて標本が生成される．

ラテン超方格: ラテン超方格（Latin Hypercubes）法を用いて標本が生成される．この手

法は，変数の分布関数を同じサイズのセクションに分割し，各セクション内で等しいサ
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イズの標本を生成する．これは，シミュレーションのより速い収束を導きます． セクシ
ョンの数を入力できる．デフォルト値は500である．

シングル・ステップ・メモリ: シングル・ステップ・モードで統計量フィールドを計算するた
めにストアされるシミュレーション・ステップの最大数を入力する．限界に達すると，ウィン
ドウが前に進みます（最初の繰り返しを忘却して，新しい繰り返しをストアする）．デフォル
ト値は500である．この値は，もし必要であれば，より大きくできる．

ステップごとの繰り返し数: 1つのステップで実行されるシミュレーションの繰り返しの数を入

力する．デフォルト値は 1である．

フォーマット タブ:

Excel シート上で表示されるさまざまなモデル要素の形式を設定するために，このオプション
を使用する：

分布: 入力確率変数の定義とそれらの対応する分布がストアされるセルのフォント色と背

景色を定義できる．

シナリオ変数: シナリオ変数がストアされるセルのフォント色と背景色を定義できる．

結果変数: 結果変数がストアされるセルのフォント色と背景色を定義できる．

統計量: 統計量がストアされるセルのフォント色と背景色を定義できる．

収束 タブ:

停止条件: 収束基準が達するとシミュレーションを停止させるには，このオプションを有効に
する．

基準: 収束をテストするために使用する基準を選択する．3つのオプションがある：

平均: 収束基準に達したかどうかを確認するために，シミュレーション・モデルのモニタ
されている“結果変数”の平均（下記参照）が使用される．

標準偏差: 収束規準に達したかどうかを確認するために，シミュレーション・モデルのモ
ニタされている“結果変数” の標準偏差（下記参照）が使用される．

パーセンタイル: 収束基準に達したかどうかを確認するために，シミュレーション・モデ
ルのモニタされている“結果変数” のパーセンタイル（下記参照）が使用される． 使用す
るパーセンタイルを選ぶ．デフォルト値は90%である．

テスト頻度: 収束基準が再び確認される前に実行する繰り返し数を入力する．デフォルト
値:100．

収束: 1つの確認から次への収束基準の進展でアルゴリズムが収束したことを意味する値

を%で入力する．デフォルト値: 3%．

信頼区間 (%): 選択された基準の周辺で計算される信頼区間のサイズを % で入力する．
収束に達したか否かを決定するために，区間の上限を上記で定義された収束値と比較す
る．デフォルト値: 95%．



モンテ・カルロ・シミュレーション  1144 XLSTAT-Sim  

モニタされる結果: シミュレーション・モデルのどの結果変数が収束のためにモニタされ
るかを選択する．2つのオプションがある：

すべての結果変数: シミュレーション・モデルのすべての結果変数が，収束テストでモニ
タされる．

有効な結果変数: ConvActive パラメータが1 に等しい結果変数のみがモニタされる．

参照 タブ:

Excel セルの参照: シミュレーション・モデルが生成される変数の中の参照方法を選択する．

絶対参照: XLSTAT は，セルへの絶対参照（たとえば 4）を作成する．

相対参照: XLSTAT は，セルへの相対参照（たとえば A4）を作成する．

注意: 絶対参照は，相対参照とは異なり， XLSTAT_Sim の数式をコピー＆ペーストしても変化

しない．

結果 タブ:

結果のレベルをフィルタ: レポートに表示される詳細のレベルを選択する．これは，さまざま
なモデル要素の記述統計表とヒストグラムをコントロールする：

すべて: モデルのすべての要素について詳細が表示される．

有効: 表示パラメータの値が1に設定されている要素についてのみ詳細が表示される．

なし: モデルの要素にいて詳細を表示しない．

ツールバー  

XLSTAT-Sim は，専用のツールバー  “XLSTAT-Sim”を持つ． “XLSTAT-Sim” ツールバーは，
XLSTAT ツールバーで，XLSTAT-Sim アイコン  をクリックして表示できる．

 新しい分布を定義するには，このアイコンをクリックする（より詳細は分布の定義を参

照）．

 新しいシナリオ変数を定義するには，このアイコンをクリックする（より詳細はシナリオ
変数の定義を参照）．

A
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 新しい結果を定義するには，このアイコンをクリックする（より詳細は結果変数の定義 を
参照）．Click this icon to define a new result (see for more details).

 新しい統計量を定義するには，このアイコンをクリックする（より詳細は統計量の定義を
参照）．

 シミュレーション・モデルを再初期化して，シミュレーションの最初の繰り返しを実行す
るには，このアイコンをクリックする．

 シミュレーションを1ステップ実行するには，このアイコンをクリックする．

 シミュレーションを開始して，レポートを表示するには，このアイコンをクリックする．

 シミュレーション・モデルをエクスポートするには，このアイコンをクリックする．
XLSTAT-Simのすべての関数がコメントに変換される．セル内の数式がセル・コメントとして
ストアされ，数式はデフォルト値，またはXLSTAT_SimResの場合は，他のセルにリンクして
いる数式に置き換えられる．

 シュミレーション・モデルをインポートするには，このアイコンをクリックする．
XLSTAT-Simのすべての関数が，セル・コメントから抽出され，対応するセルの数式としてイ
ンポートされる．

 XLSTAT-Sim のオプション・ダイアログ・ボックスを表示するには，このアイコンをクリッ
クする．

事例  

シミュレーション・モデルの構築方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの簡単なシミュレーション-モデル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/シナリオ変数によるシミュレーション-モデル-チュートリアル?
language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/分布間の相関を統合したシミュレーション-モデルとSPC-工程能

力-指標の計算?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/シミュレーション-モデルの中でたくさんの分布をコピーして生

成する?language=ja

参考文献  

Vose, D. (2008). Risk Analysis - A Quantitative Guide, Third Edition, John Wiley & Sons, New
York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E5%88%86%E5%B8%83%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E9%96%A2%E3%82%92%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%A8SPC-%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%83%BD%E5%8A%9B-%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E5%88%86%E5%B8%83%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B?language=ja
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分布の定義  
変数の値（または数量）に分布で記述できる不確実性があるときのシミュレーション・モデル
の中でこのツールを使用する．分布は現在選択しているセルに関連づけられる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

解説  

この機能は，シミュレーション・モデルの本質的な要素の1つである．シミュレーション・モ
デルがどのように構築され計算されるかの詳細は，XLSTAT-Simのイントロダクション を参照

せよ．

このツールは，所定の確率変数を生成するために使用される既知のパラメータを持つ理論分布

関数を定義することを可能にする．たくさんの分布関数の選択ができる．

任意の変数（物理的にはExcel シートの列）が従う分布を定義するには，XLSTAT_SimX 関数

の1つにコールを作成するか，XLSTAT_SimXをコールする数式を生成するダイアログ・ボック
スを使用する必要がある．X は分布を意味する（詳細は下記の表を参照）．

XLSTAT_SimX シンタックス:

XLSTAT_SimX(VarName, Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, TruncMode,
LowerBound, UpperBound, DefaultType, DefaultValue, Visible)

**XLSTAT_SimX**は，下記に一覧される利用可能な分布関数の1つを意味する．対応する分布

に基づく変数が定義される．利用可能な分布を見るには，下記の表を参照せよ．

**VarName**は，分布が定義されている変数の名前を与える文字列である．変数の名前は，レ
ポートの中で，変数を同定するために使用される．

Param1 は，もし関係があれば，分布の1番目のパラメータを与えるオプションの入力（デフォ
ルトは0）である．

Param2 は，もし関係があれば，分布の2番目のパラメータを与えるオプションの入力（デフォ
ルトは0）である．

Param3 は，もし関係があれば，分布の3番目のパラメータを与えるオプションの入力（デフォ
ルトは0）である．

**Param4**は，もし関係があれば，分布の4番目のパラメータを与えるオプションの入力（デ
フォルトは0）である．
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**Param5**は，もし関係があれば，分布の5番目のパラメータを与えるオプションの入力（デ
フォルトは0）である．

TruncMode は，分布がどのように切り捨てられるかを示すオプションの整数である． 0（デフ
ォルト値）は，切り捨てなしに対応する．1 は，指定される2つの境界間の分布を切り捨てるこ
とに対応する．2 は，指定さえる2つのパーセンタイル間を切り捨てることに対応する．

TruncLower は，切り捨ての下限を与えるオプションの入力である．

TruncUpper は，切り捨ての上限を与えるオプションの入力である．

DefaultType は，変数のデフォルト値を選ぶオプションの整数である： 0（デフォルト値）は
理論的期待平均に対応する； 1 は，DefaultValue 引数によって与えられる値に対応する．

DefaultValue は，シミュレーションを実行する前にセル中に表示されていたデフォルト値を与

えるオプションの値である．シミュレーション・プロセスが進行していないときは，Excel セ
ル内に関数の結果として，デフォルト値が表示される．

Visible，この変数の詳細がシミュレーション・レポートに表示されるべきかどうかを示すオプ
ションの入力である．このオプションは，XLSTAT-Simのオプション ・ダイアログ・ボックス
内で“結果のレベルをフィルタ” が，“有効”に設定されている場合のみ考慮される（形式タブを
参照）． 0 は，表示を非有効にし，1 は表示を有効にする．デフォルト値は1．dialog box of
XLSTAT-Sim is set to "Activated" (see the Format tab). 0 deactivates the display and 1 activates
the display. Default value is 1.
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事例:

=XLSTAT_SimNormal("Revenue Q1", 50000, 5000)

この関数は，平均が50000で標準偏差が5000の正規分布が入力されるセルに関連する．セル
は，50000（デフォルト値）を示すことになる．レポートがあとで生成される場合，そのセル
に対応するレポートは， “Revenue Q1”によって同定される．正規分布は2つのパラメータだけ
なので，Param3, Param4 and Param5 は入力されない．その他のパラメータが入力されない
ので，それらはデフォルト値に設定される．

パラメータの決定

一般的に，法則の選択や法則のパラメータは，現象の経験的知識，すでに利用可能な結果また
は作業中の仮説によって導かれる．

最もよく合った法則と対応するパラメータを 選択するために，XLSTAT の“分布の適合 ”ツール
を使用できる．データの標本を持ってるなら，このツールの助けによって，所与の分布の最善

のパラメータを見つけることができる．
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で利用可能な確率分布

XLSTATは，以下の分布を提供する:

Arcsine : この分布の密度関数（Beta type Iの簡素化バージョン）は，次式により与え
られる:

 および  となる．

Bernoulli : この分布（ベルヌーイ分布）の密度関数は，次式により与えられる:

 および  となる．

スイスの数学者 Jacob Bernoulli (1654-1705)にちなんだBernoulli（ベルヌーイ）は，イベント
がそれぞれ と の確率で生起する場合のみ，2値現象を記述することができる．

Beta : この分布（またはBeta typeという）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Beta4 ( ): この分布の密度関数は次式で与えられる:

 およびd  となる．

type I beta分布では， は の範囲の値をとる． beta4分布は， と がどのような値でも取

りうる区間 上にあるような変数変換によって得られる．

Binomial  : この分布（2項分布）の密度関数は次式で与えられる:

(a)

f(x) =  (  ) ,  with 0 <
πx

sin(πα)
1 − x

x α−1 α < 1,x ∈ [0, 1]

E(X) = α V (X) = α(1 − α)/2

(p)

P (X = 1) = p,P (X = 0) = 1 − p,  with p ∈ [0, 1]

E(X) = p V (X) = p(1 − p)

p 1 − p

(a, b)

f(x) =  x (1 −
B(α,β)

1 α−1 x)β−1

 with  α,β > 0,x ∈ [0, 1] and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) = α/(α + β) V (X) = αβ/[(α + β + 1)(α + β) ]2

α,β, c, d

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [c, d]
B(α,β)

1
(d − c)α+β−1

(x − c) (d − x)α−1 β−1

c, d ∈ R and B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

E(X) =  (α+β)
c+(c−d)α

V (X) =  (α+β+1)(α+β)2
(c−d) αβ2

X [0, 1] c d

[c, d]

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n
x x p) ,  with n,x ∈n−x N,n > 0,x ∈ [0,n], p ∈ [0, 1]
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 および  となる．

は試行の回数で， は成功の確率である．2項分布は，成功の確率が であると仮定した場合

の， 回の試行での成功回数の分布である．

Negative binomial type I : この分布（負の2項分布 type I）の密度関数は次式で与え
られる:

 および  となる，

は成功の回数で， は成功の確率である．負の2項分布type Iは， 回の成功を得る前に必要な
不成功の試行の回数 の分布である．

Negative binomial type II : この分布（負の2項分布 type II）の密度関数は次式で与

えられる:

 および  となる．

負の2項分布type IIは，離散的で高度に非同次の（不均一な）現象を表現するのに用いられる．
k は無限になる傾向があるので，負の2項分布 type II は， を持つポアソン分布に向かう
傾向がある．

: この分布（カイ2乗分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

カイ2乗分布は， 2乗標準正規分布の合計の分布に一致する．これは，仮説の検定によく使わ
れる.

Erlang : この分布（アーラン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

は形状パラメータであり， は率パラメータである．

デンマークの科学者 A. K. アーラン (1878-1929) が電話のトラフィックを研究しているときに
開発したこの分布は，待ち行列問題の研究でより一般的に使用される．

E(X) = np V (X) = np(1 − p)

n p p

n

(n, p)

P (X = x) = C  p (1 −n+x−1
x−1 n p) ,  with n,x ∈x N,n > 0, p ∈ [0, 1]

E(X) = n(1 − p)/p V (X) = n(1 − p)/p2

n p n

x

(k, p)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!Γ(k)(1 + p)k+x

Γ(k + x)px

N , k, p > 0

E(X) = kp V (X) = kp(p + 1)

λ = kp

Khi (df)2

f(x) =  x e ,  with x >
Γ(df/2)
(1/2)df/2

 −12
df −x/2 0, df ∈ N∗

E(X) = df V (X) = 2df

df

(k,λ)

f(x) = λ x  ,  with x ≥k k−1

(k − 1)!
e−λx

0 and k,λ > 0 and k ∈ N

E(X) = k/λ V (X) = k/λ2

k λ
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注意: のとき，この分布は指数分布に相当する．2つのパラメータを持つガンマ分布は，
が実数で整数でない場合の アーラン分布の一般化である（ガンマ分布では，尺度パラメータ 

が使用される）．

Exponential : この分布（指数分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

指数分布は，品質管理でのライフタイムを研究するのによく使用される．

Fisher : この分布（F分布）の密度関数は次式で与えられるt:

 if , および   if  とな
る．

生物学者，遺伝学者で統計学者のRonald Aylmer Fisher (1890-1962)の名前から取ったフィッシ
ャーの分布（F分布）は, 2つのカイ2乗分布の比に一致する．これは，仮説の検定によく使用さ
れる．

Fisher-Tippett : の分布の密度関数は次式で与えられる:

 および となる．ここで  はEuler-Mascheroni定数であ
る．

Fisher-Tippett 分布は，Log-Weibull （ワイブル）または極値分布とも呼ばれ，極限現象の研究

でよく使用される． Gumbel 分布は， で の場合のFisher-Tippett分布の特殊例であ
る．

Gamma : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 and  となる．

は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメータである．

k = 1
k

β = 1/λ

(λ)

f(x) = λ exp(−λx),  with x > 0 and λ > 0

E(X) = 1/λ V (X) = 1/λ2

(df  , df  )1 2

  

f(x) =   1 −  

xB(df  /2, df  /2)1 2

1 (
df  x + df  1 2

df  x1 )
df  /21

(
df  x + df  1 2

df  x1 )
df /22

 with x > 0 and df  , df  ∈ N1 2
∗

E(X) = df  /(df  −2 2 2) df  >2 2 V (X) =  

df  (df  −2) (df  −4)1 2
2

2

2df  (df  +df  −2)2
2

1 2 df  >2 4

(β,μ)

f(x) =  exp −  − exp −  ,  with β >
β

1
(

β

x − μ
(

β

x − μ
)) 0

E(X) = μ + βγ V (X) = (πβ) /62 γ

β = 1 μ = 0

(k,β,μ)

f(x) = x − μ  ,  with x >( )k−1

β Γ(k)k

e−(x−μ)/β

μ and k,β > 0

E(X) = μ + kβ V (X) = kβ2

k β
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GEV : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一般化極値（GEV：Generalized Extreme Values）分布は， 洪水のモデリングのために水文学

でとてもよく使用される． は通常，-0.6 から 0.6 の間である．

Gumbel: この分布の密度関数は次式で与えられる:

 お よ び   と な る ． こ こ で   は ， Euler-Mascheroni 定 数

(0.5772156649…)．

Emil Julius Gumbel (1891-1966)にちなんだGumbel分布は， で の場合のFisher-
Tippett分布の特殊例である．これは降水，洪水，地震などの極限現象の研究に用いられる．

Logistic : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

Lognormal2 : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および 

そして:

 および  となる．

この分布は，Lognormal 分布の再パラメータ化にすぎない．

Normal  : この分布（正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

(β, k,μ)

f(x) =  1 + k  exp − 1 + k  ,  with  β >
β

1
(

β

x − μ
)

−1/k−1

( (
β

x − μ
)

−1/k

) 0

E(X) = μ +  Γ(1 +
k
β k) V (X) =  Γ(1 + 2k) − Γ (1 + k)(

k
β)

2
( 2 )

k

f(x) = exp(−x − exp(−x))

E(X) = γ V (X) = π /62 γ

β = 1 μ = 0

(μ, s)

f(x) =  ,  with s >
s(1 + e )−  s

(x−μ)

e−  s

(x−μ)

0

E(X) = μ V (X) = (πs) /32

(μ,σ)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

E(X) = exp(μ + σ /2)2 V (X) = exp(σ ) − 1 exp(2μ +( 2 ) σ )2

(m, s)

f(x) =  e ,  with x,σ >
xσ  2π

1 −  

2σ2
(ln(x)−μ)2

0

μ = ln(m) − ln(1 + s /m )/22 2 σ =2 ln(1 + s /m )2 2

E(X) = m V (X) = s2

(μ,σ)
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 および  となる．

Standard normal: この分布（標準正規分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，  および の場合の正規分布の特殊例である．

Pareto : この分布（パレート分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

イタリアの経済学者 Vilfredo Pareto (1848-1923)にちなんだパレート分布は， Bradford 分布と
しても知られている．この分布は，最初，社会学において，80%の富が母集団の20%のよって
所有されるというパレートの法則により，富の分布を表現するのに用いられた．

PERT : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および   と
なる．

PERT分布は，beta4 分布の特殊例である．これは，その定義区間 [a, b] と最も確からしい値

（最頻値）によって定義される．PERT は， Program Evaluation and Review Technique の頭

文字語で，プロジェクトの管理と計画の手法である．PERT 手法とPERT 分布は，米海軍とロ
ッキード社によって1956年 から 1960年の間に，潜水艦から打ち上げるポラリス・ミサイルを
開発するプロジェクトの中で開発された． PERT 分布は，チームがプロジェクトを終了させる

f(x) =  e ,  with σ >
σ  2π

1 −  

2σ2
(x−μ)2

0

E(X) = μ V (X) = σ2

f(x) =  e
 2π

1 −  2
x2

E(X) = 0 V (X) = 1

μ = 0 σ = 1

(a, b)

f(x) =  ,  with a, b >
xa+1

aba
0 with x ≥ b

E(X) = ab/(a − 1) V (X) =  (a−1) (a−2)( 2 )
ab

2

(a,m, b)

  

f(x) =   ,  with α,β > 0,x ∈ [a, b]
B(α,β)

1
(b − a)α+β−1

(x − a) (b − x)α−1 β−1

a, b ∈ R with B(α,β) =  

Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)

α =  

b − a

4m + b − 5a

β =  

b − a

5b − a − 4m

E(X) = (b − a)α/(α + β) V (X) = (b − a) αβ/ α + β + 1 α + β)2 (( ) ( 2))
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のにかかりそうな時間をモデルするのに便利である．単純な三角分布は，区間と最も確からし
い値で定義するところが，PERT 分布に似ている．

Poisson : この分布（ポアソン分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

ラプラス，ラグランジェ，ルジャンドルの弟子である数学者で天文学者の  Siméon-Denis
Poisson (1781-1840) が発見したポアソン分布は，待ち行列現象の研究によく使用される．

Student  : この分布（T分布）の密度関数は次式で与えられる:

 if  および  if  となる．

英国の化学者で統計学者のWilliam Sealy Gosset (1876-1937)は，彼の匿名性を保持するため
に，彼の成果を公開するときに Student というニックネームを使用した（ギネス醸造所は，他

の研究者によって機密情報を追跡される公開を従業員に禁じていた）．Studentの分布は， 
変数 ，標準正規変数の平均の分布である． のとき，Studentの分布は，期待値も分散

も持たない特殊性のあるCauchy 分布となる．

Trapezoidal : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

この分布は，2つの極値( と )の間の値をとるが，その区間内の2つの値( と )の間の値をとる
ことがより確からしいことがわかっている現象を表現するのに便利である．

Triangular : この分布（三角分布)の密度関数は次式で与えられる:

(λ)

P (X = x) =  ,  with x ∈
x!

exp(−λ)λx

N with λ > 0

E(X) = λ V (X) = λ

(df)

f(x) = (1 +
 Γ(df/2)πdf

Γ((df + 1/2))
x /df) ,  with df >2 −(df+1)/2 0

E(X) = 0 df > 1 V (X) = df/(df − 2) df > 2

df

df = 1

(a, b, c, d)

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a, b](d+c−b−a)(b−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [b, c](d+c−b−a)
2

f(x) =  , x ∈ [c, d](d+c−b−a)(d−c)
2(d−x)

f(x) = 0, x < a, x > d

with a < b < c < d

E(X) =  3(d+c−b−a)
d +c −b −a +cd−ab

2 2 2 2
V (X) =  −6(d+c−b−a)

(c+d)(c +d )−(a+b)(a +b )2 2 2 2

E (X)2

a d b c

(a,m, b)
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 および   とな
る．

TriangularQ : この分布の密度関数は，三角分布の再パラメータ化であ
る．最初のステップは，パーセンテージ および が一致する および 分位数から，
三角分布の および  パラメータの推定を必要とする．これを行なったら，三角分布関数

を用いて，分布関数を計算することができる．

Uniform : この分布（一様分布）の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

一様 (0,1) 分布は，シミュレーションでよく用いられる．すべての分布の累積分布関数は，0 と
1の間であるのであるべての分布で，逆の計算をするための無作為標本をとるのに使用される
．

Uniform discrete : この分布（離散一様分布） の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

離散一様分布は，一様分布が整数に制限されている場合に対応する．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

は， Weibull 分布の形状パラメータである．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 

   

⎩⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎪
⎪⎪⎧ f(x) =  , x ∈ [a,m](b−a)(m−a)

2(x−a)

f(x) =  , x ∈ [m, b](b−a)(b−m)
2(b−x)

f(x) = 0, x < a, x < b

with a < m < b

E(X) = (a + m + b)/3 V (X) = (a +2 m +2 b −2 ab − am − bm)/18

(q  ,m, q  , p  , p  )1 2 1 2

p1 p2 q1 q2
a b

(a, b)

f(x) =  ,  with b >
b − a

1
a with x ∈ [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = (b − a) /122

(a, b)

P [X = x] =  ,  with (a, b,x) ∈
b − a + 1

1 N ,x ∈3 [a, b]

E(X) = (a + b)/2 V (X) = [(b − a + 1) −2 1]/12

(β)

f(x) = βx exp(−x ),  with x >β−1 β 0 with β > 0

E(X) = Γ(  +
β
1 1) V (X) = Γ(  +

β
2 1) − Γ (  +2

β
1 1)

β

(β, γ)
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 および  となる.

は，分布の形状パラメータで，  は尺度パラメータである． のとき，Weibull分布は，
パラメータ を持つ指数分布となる．

Weibull : この分布の密度関数は次式で与えられる:

 および  となる．

スウェーデンの Ernst Hjalmar Waloddi Weibull (1887-1979)にちなんだWeibull分布は，品質管

理と生存時間分析にとてもよく使用される．  は，分布の形状パラメータで， は尺度パラメ
ータである． で のとき，Weibull 分布は，パラメータ を持つ指数分布とな
る．

ダイアログ・ボックス  

: 変数を作成するには，このボタンをクリックする．

: 変更を行わずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

変数名: 確率変数の名前を入力するか，名前が入っているセルを選択する．セルを選択する
と，XLSTATオプションでの選択に応じて，そのセルへの絶対参照（たとえば 4）または相対

参照（たとえば A4)が作成される．（より詳細はオプション の節を参照）

分布: シミュレーションに使用したい分布を選択する．利用可能な分布についての詳細は，解

説の節を参照する．

パラメータ: 選択した分布のパラメータの値を入力する．

f(x) =  (  ) e ,  with x >
γ

β

γ

x β−1 −(  )γ
x β

0,  with β, γ > 0

E(X) = γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β β = 1
1/γ

(β, γ,μ)

f(x) =   e ,  with x >
γ

β (
γ

x − μ)
β−1

−  ( γ
x−μ )β

μ,  with β, γ > 0

E(X) = μ + γΓ  + 1(
β
1 ) V (X) = γ Γ  + 1 − Γ  + 12 [ (

β
2 ) 2 (

β
1 )]

β γ

β = 1 μ = 0 1/γ

A
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切り捨て: 分布を切り捨てるには，このオプションを有効にする．

絶対: 切り捨ての下限と上限を絶対値で入力したい場合は，このオプションを選択する．

パーセンタイル: 切り捨ての下限と上限をパーセンタイル値で入力したい場合は，このオ
プションを有効にする．

下限: 切り捨ての下限の値を入力する．

上限: 切り捨ての上限の値を入力する．

オプション タブ:

デフォルト･セル値: 確率変数のデフォルト値を選ぶ．シミュレーション･モデルが実行されて
いないときに，この値が返される．値は，以下の3つの手法の1つで定義される：:

期待値: このオプションは，デフォルトのセル値として，分布の期待値を選択する．

固定値: デフォルト値を入力する．

参照: デフォルト値を格納するアクティブなExcel シートのセルを選ぶ．

結果を表示: シミュレーション・レポートに確率変数の詳細な結果を表示するには，このオプ
ションを有効にする．このオプションは，シミュレーション・プリファレンスで “有効” のフィ
ルタ・レベルが選択された場合のみ有効である．（詳細は，オプション の節を参照）．

結果  

結果は，選択されたパラメータを持つXLSTAT_SimX への関数コールである．以下の数式がア
クティブな Excel セルに生成される：

= XLSTAT_SimX(VarName, Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, TruncMode,
LowerBound, UpperBound, DefaultType, DefaultValue, Visible)

Excel cell の背景色とフォント色は，XLSTAT-Sim オプションでの選択に応じて適用される．
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シナリオ変数の定義  
トルネード分析の際，既知の境界の間で値が変化する変数を定義するには，このツールを使用

する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

この機能は，トルネード分析の際に使用するシナリオ変数を構築することができる．シミュレ
ーション・モデルがどのように構築されるかの詳細説明は，XLSTAT-Simのイントロダクショ
ン を参照．

シナリオ変数はトルネード分析で使用される．この関数は，XLSTAT に値が変化する境界を知

らせることによって，シナリオ変数を定義する可能性を与える．シナリオ変数（物理的には，
Excel シートのセル）を定義するには，XLSTAT_SimSVar 関数へのコールを作成するか，
XLSTAT_SimSVarを呼び出す数式を生成するダイアログ･ボックスを使用する必要がある．

XLSTAT_SimSVar シンタックス

XLSTAT_SimSVar(SVarName, LowerBound, UpperBound, Type, Step, DefaultType,
DefaultValue, Visible)

SVarName は，シナリオ変数の名前を格納するストリングである．これは，同じExcel シート
中のセルを参照できる．名前はセルを識別するためにレポートの際に使用される．

**LowerBound**は，シナリオ変数で可能な値の区間の下限である．

**UpperBound**は，シナリオ変数で可能な値の区間の上限である．

**Type**は，シナリオ変数のデータ・タイプを示す整数である．1 は連続変数を表し，2 は離散

変数を表す．この入力は，デフォルト値1のオプションである．

**Step**は，離散変数の場合に，トルネード分析の際に検討するべき2つの値の間のステップ・
サイズを示す数である．この入力は，デフォルト値1のオプションである．

**DefaultType**は，変数のデフォルト値を選ぶオプションの整数である： 0 （デフォルト値）

は，理論期待平均に対応する；1 はDefaultValue 引数によって与えられる値に対応する．
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**DefaultValue**は，シナリオ変数のデフォルト値に対応する値である．デフォルト値が，この
関数の結果として返される．

**Visible**は，この変数の詳細がシミュレーション・レポートで表示されるべきかどうかを示す
オプション入力である．このオプションは，XLSTAT-Simのオプション ダイアログボックス
で“結果のフィルタ・レベル” が“有効”に設定されているときのみ考慮に入れられる（形式タブ
を参照）． 0 は表示を無効にし，1 は表示を有効にする．デフォルト値は 1．

ダイアログ・ボックス  

: 変数を作成するには，このボタンをクリックする．

: 変更せずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

変数名: シナリオ変数の名前を入力するか，名前が入っているセルを選択する．セルを選択す
ると，XLSTATオプションでの選択に応じて，そのセルへの絶対参照（たとえば 4）または相

対参照（たとえば A4)が作成される．（より詳細はオプションの節を参照）

下限: シナリオ変数が変化する区間の下限の値を入力するか，下限の値を格納するアクティブ
なExcel シートのセルを選択する．

上限: シナリオ変数が変化する区間の上限の値を入力するか，上限の値を格納するアクティブ
なExcel シートのセルを選択する．

データ・タイプ:

連続: 下限と上限の間でどのような値でもとれる連続シナリオ変数を定義するには，この
オプションを選ぶ．

離散: 離散シナリオ変数を定義するには，このオプションを選ぶ．

ステップ: ステップの値を入力するか，ステップの値を格納しているアクティブな
Excel シートのセルを選択する．

オプション  タブ:

デフォルト･セル値: 確率変数のデフォルト値を選ぶ．シミュレーション･モデルが実行されて
いないときに，この値が返される．値は，以下の3つの手法の1つで定義される：:

A
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期待値: このオプションは，デフォルトのセル値として，分布の期待値を選択する．

固定値: デフォルト値を入力する．

参照: デフォルト値を格納するアクティブなExcel シートのセルを選ぶ．

結果を表示: シミュレーション・レポートに確率変数の詳細な結果を表示するには，このオプ
ションを有効にする．このオプションは，シミュレーション・プリファレンスで “有効” のフィ
ルタ・レベルが選択された場合のみ有効である．（詳細は，オプションの節を参照）．

結果  

結果は，選択されたパラメータを持つ XLSTAT_SimSVar への関数コールである．以下の数式

がアクティブな Excel セルに生成される：

=XLSTAT_SimSVar(SVarName, LowerBound, UpperBound, Type, Step, DefaultType,
DefaultValue, Visible)

Excel セルの背景色とフォント色は，XLSTAT-Sim オプションでの選択に応じて適用される．
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結果変数の定義  
シミュレーション・モデルの中で，その計算がシミュレーション・モデルの本当の目的である
結果変数を定義するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

解説  

この結果変数は，シミュレーション・モデルの2つの本質的な要素の1つである．シミュレーシ
ョン・モデルがどのように構築されて計算されるかの詳細は，XLSTAT-Simのイントロダクシ
ョンを参照．

結果変数は，シミュレーション・プロセスが実行中に停止するべきときを定義することができ
る． XLSTAT-Simのオプション・ダイアログ・ボックスで，シミュレーションの停止条件とし
て，たとえば平均が収束“有効な結果変数” が使用されるように指定して，結果変数のConvActiv
パラメータを1に設定すると，シミュレーション・プロセスが収束した否かを決定するため
に，変数の平均が使用される．

結果変数（物理的にはExcel シート上のセル) を定義するには，XLSTAT_SimRes 関数へのコー
ルを作成するか，XLSTAT_SimResを呼び出す数式を生成するダイアログ・ボックスを使用す
る必要がある．

XLSTAT_SimRes シンタックス:

XLSTAT_SimRes (ResName, Formula, DefaultValue, ConvActiv, Visible)

**ResName**は，結果変数の名前を格納している文字列，または名前が置かれているセルへの
参照である．名前は，レポートの際に結果変数を識別するために使用される．

**Formula**は，結果を計算するために使用する数式を格納している文字列である．数式は，直

接または間接的に確率入力変数に，そして，シナリオ変数がある場合は，結果変数にリンクす
る． これは，“=”で始まらないExcel の数式に対応する．

**DefaultValue**の数字はオプションで，結果変数のデフォルト値を格納する．この値は，計算

には使用されない．

ConvActiv は，この結果が収束のテストでチェックされるかどうかを示す整数である．このオ
プションは， XLSTAT-Sim オプション・ダイアログ・ボックスで “有効な結果変数” 収束オプシ
ョンが有効になっている場合のみ有効である．

**Visible**は，この変数の詳細が，シミュレーション・レポートで表示されるべきかどうかを示

すオプション入力である．このオプションは，XLSTAT-Simオプション・ダイアログ・ボック
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スで “結果のフィルタ・レベル” が“有効”に設定されているときのみ，考慮に入れられる（形式

タブを参照）． 0 は表示を無効にし，1 は表示を有効にする．デフォルト値は1．

事例:

=XLSTAT_SimRes( "Forecast N+1", B3+B4-B5)

この関数は，セル B3 と B4 の合計マイナス B5で計算される“Forecast N +1"という結果変数を
アクティブなセルで定義する．Visible パラメータは， 結果のフィルタ・レベル” が“Activated”
に設定されている場合のみ必要で（オプション ・ダイアログ・ボックスを参照），我々はいず
れにせよ結果を表示したいので，Visible パラメータは入力されない．

ダイアログ・ボックス  

: 変数を作成するには，このボタンをクリックする．

: 変更を行わずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

変数名: 確率変数の名前を入力するか，名前が入っているセルを選択する．セルを選択する
と，XLSTATオプションでの選択に応じて，そのセルへの絶対参照（たとえば 4）または相対

参照（たとえば A4)が作成される．（より詳細はオプション の節を参照）

収束をモニタするために使用: 収束をテストするのに使用する結果変数に，この結果変数を含

めるには，このオプションを有効にする．このオプションは，XLSTAT-Sim 収束オプション
で“有効な結果変数” オプションを選択した場合のみ有効である．結果をモニタするために，そ
の変数を使用したい場合は，ConvActiv が 1 であるべきである．デフォルト値は1である．

結果を表示: シミュレーション・レポートで結果変数の詳細な結果を表示するには，このオプ
ションを有効にする．このオプションは，シミュレーション・プリファレンスで制限つきのフ
ィルタ・レベルが選択された場合のみ有効である（詳細はXLSTAT-Simオプションを参照)．

結果  

関数は，選択されたパラメータを持つXLSTAT_SimRes をコールし，以下のシンタックスがア
クティブなExcel セルで生成される：

A
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=XLSTAT_SimRes (ResName, Formula, DefaultValue, ConvActiv, Visible)

Excel セルの背景色とフォント色は，XLSTAT-Sim オプションでの選択に応じて適用される．
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統計量の定義  
シミュレーション・モデルで，シミュレーション・モデルの変数に基づいて統計量を定義する
には，このツールを使用する．統計量は，シミュレーション・プロセスの各繰り返しの後に更

新される．定義された統計量に関係する結果が，シミュレーション・レポートで利用可能であ
る．豊富な統計量の選択がある．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

解説  

この機能は，シミュレーション・モデルの4つの要素の1つである．シミュレーション・モデル
がどのように構築されて計算されるかの詳細については， XLSTAT-Sim.のイントロダクション
を参照．

このツールは，シミュレーションの各繰り返しの後に統計量を計算する関数を作成することが
できる．統計量が計算されて格納される．ステップ・バイ・ステップのシミュレーションの
際，統計量がどのように進展するかを追跡できる．シミュレーション・レポートでは，オプシ
ョンで統計量の詳細を見ることができる．豊富な統計量の選択がある．

統 計 量 関 数 を 定 義 （ 物 理 的 に は ， Excel シ ー ト 上 の セ ル ) す る に は ，
XLSTAT_SimStatX/TheoX/SPCX 関数へのコールを作成するか，関数をコールする数式を生成

するダイアログ・ボックスを使用する必要がある．X は，以下の表で定義される統計量を表

す．対応する統計量に基づく変数が作成される．

XLSTAT_SimStat/Theo/SPC シンタックス

XLSTAT_SimStatX(StatName, Reference, Visible)

XLSTAT_SimTheoX(StatName, Reference, Visible)

XLSTAT_SimSPCX(StatName, Reference, Visible)

**X**は，選択された統計量の1つを表す．利用可能な統計量を下の表に一覧する．

**StatName**は，統計量の名前を格納する文字列か，名前が置かれているセルへの参照であ
る．名前は，レポートの際に統計量を識別するために使用される．

**Reference**は，追跡するモデル変数を示す．これは Excel シートのセルへの参照である．

**Visible**は，XLSTAT-Simのオプション ・ダイアログ・ボックスの“結果のフィルタ・レベル”
が“有効”に設定されているとき（形式タブを参照）， この統計量の詳細が表示されるべきかど
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かを示すオプション入力である．0 は表示を無効にし，1 は表示を有効にする．デフォルト値

は1である．

記述統計量

以下の記述統計量が利用可能である：

上記の統計量に関係する詳細と数式は，XLSTAT の “記述統計量” ツールの解説にある．

理論的統計量

これらの統計量は，シミュレーションされた標本に基づく経験的計算に対抗して，分布の平

均，分散，標準偏差の理論的計算に基づく．
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SPC

SPC（Statistical Process Control：統計的工程管理）の分野での統計量を下記に一覧する．こ
れらの統計量は，XLSTAT-SPC モジュールの有効なライセンスを持つ場合のみ，利用可能で計

算される．

ダイアログ・ボックス  

: 統計量を作成するには，このボタンをクリックする．

: 変更を行わずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

名前: 統計量の名前を入力するか，名前を置いているセルを選択する．セルを選択すると，
XLSTATオプションでの選択に応じて，そのセルへの絶対参照（たとえば 4）または相対参照

（たとえば A4)が作成される．（より詳細はオプション の節を参照）details).
A
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参照: 選択された統計量で追跡したいシミュレーション・モデル変数を格納するアクティブな
Excelシートでセルを選択する．

統計量: 以下のオプションの1つを有効にして，計算する統計量を選ぶ：

記述: 利用可能な統計量の1つを選択する（詳細は解説 を参照）．

理論: 利用可能な統計量の1つを選択する（詳細は解説 を参照）．

SPC: 利用可能な統計量の1つを選択する（詳細は解説 を参照）．

結果を表示: シミュレーション・レポートに統計量に関する詳細な結果を表示するには，この
オプションを有効にする．このオプションは，シミュレーション性能で制限されたフィルタ･レ
ベルを選択した場合のみ有効である（より詳細はXLSTAT-Sim オプションの節を参照)．

結果  

選択されたパラメータを持つXLSTAT_SimStat/Theo/SPC をコールする関数と下記のシンタッ
クスが，アクティブなExcel セルに生成される：

=XLSTAT_SimStat/Theo/SPC(DistName, Reference, Visible )

Excel セルの背景色とフォント色は，XLSTAT-Sim オプションでの選択に応じて適用される．
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実行  
“分布の定義”，“シナリオ変数の定義”，“結果の定義”，“統計量の定義”の4つのツールを用いて，
シミュレーション・モデルを設計すると，“XLSTAT-SIM” ツ－ルバーの  アイコンをクリック
して，シミュレーション・モデルを実行して，レポートを表示する前に追加のオプションを定

義する “実行” ダイアログ・ボックスを表示することができる．下記は，その結果 の説明であ
る．

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

:ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

シミュレーションの回数: モデルを実行するシミュレーションの回数を入力する（デフォルト
値：300）．

相関/共分散行列: シミュレーション・モデルに相関または共分散行列を含めるには，このオプ
ションを有効にする．どの変数が関与するかを知るためにXLSTATによって使用されるので，
列ヘッダと行ヘッダが選択されなければならない． 実際は，列ラベルと行ラベルが，シミュレ
ーション・モデルの分布フィールドに対応する名前と同一でなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 行と列のラベルが選択されている場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

トルネード/スパイダー: トルネード分析とスパイダー分析の計算のためのオプションを選ぶ．

ポイントの数: トルネード分析で使用される区間の2つの境界間のポイントの数を選ぶ．

標準値: トルネード分析とスパイダー分析が各変数について計算される必要がある際，ど
の区間で標準値が確認されるべきかを選ぶ．

中央値: 分布フィールドのデフォルト値は，シミュレートされた値の中央値である．

デフォルト・セル値: その変数に定義されたデフォルト値が使用される．

区間定義: トルネード/スパイダー分析で確認される変数の区間を限界するには，このオ
プションを選ぶ．

変数のパーセンタイル: トルネード/スパイダー分析の区間の境界を定義するために使用す
る2つのパーセンタイルを選ぶ． [25%, 75%]， [10%, 90%]，[5%, 95%]から選べます．
このオプションは，中央値（median）が代表値（central value）であるときのみ利用可

能である．

値の偏差の% : 代表値の% が区間の境界として使用されるように計算された区間を選

ぶ． [-25%, 25%]，[-10%, 10%]，[-5%, 5%]から選べます．

SPC タブ:

工程能力を計算: 入力確率変数，結果変数，統計量について工程能力を計算するには，このオ
プションを有効にする．

変数名: 工程能力を計算したい変数の名前に対応するデータを選択する．

LSL: 名前が選択された変数での工程の下限規格値(LSL) に対応するデータを選択する．

USL: 名前が選択された変数での工程の上限規格値(USL)に対応するデータを選択する．

目標: 名前が選択された変数での工程の目標値に対応するデータを選択する．

信頼区間 (%): 工程能力の計算が有効になっている場合，パラメータの信頼区間を計算す
るために使用する信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95．

出力 タブ:

相関: 変数間の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．“有意な相関を太字”
オプションが有効になっている場合，選択された有意水準で有意な相関が太字になる．
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相関の種類: 計算で使用する相関の種類を選ぶ（詳細は解説を参照）．

有意水準 (%): 相関の検定のための有意水準を入力する（デフォルト値：5%）．

p値: 相関に対応するp-値を表示するには，このオプションを有効にする．

感度: 感度分析の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

トルネード: トルネード分析の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

スパイダー: スパイダー分析の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

シミュレーション詳細: シミュレーションの繰り返しの詳細を表示するには，このオプション
を有効にする．

記述統計: モデルの変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

すべて: すべてを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてを非選択にするには，このボタンをクリックする．

垂直表示: 記述統計量の表を垂直に表示する（記述統計量ごとに1行）には，このオプシ
ョンをチェックする．

チャート タブ:

このタブは3つのサブ・タブに分割されている．

ヒストグラム タブ:

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする． 理論分布

については，密度関数が表示される．

バー: 各区間がバーになっているヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

連続線: 連続線でヒストグラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

累積ヒストグラム: 標本の累積ヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．

区間: ヒストグラムの区間を定義するために，以下のオプションの1つを選択する：

数: 作成する区間の数を入力するには，このオプションを選ぶ．

幅: 区間に固定幅を定義するには，このオプションを選ぶ．

ユーザー定義: 最初の区間の下限とすべての区間の上限を昇順で格納する列を選択する．



モンテ・カルロ・シミュレーション  1171 実行  

M小: ヒストグラムの最小値を入力するには，このオプションを有効にする．自動オプシ
ョンが選ばれた場合，最小は標本のそれである．それ以外は，ユーザーが定義した値で
ある．

箱ひげ図 タブ:

箱ひげ図: 箱ひげ図を表示するには，このオプションをチェックする．より詳細は解説を参照

する．

水平: 箱ひげ図と散布図を水平に表示するには，このオプションをチェックする．

垂直: 箱ひげ図ろ散布図を垂直に表示するには，このオプションをチェックする．

グループ図: 複数の箱ひげ図と散布図を同じグラフ上でグループ分けして，比較するに
は，このオプションをチェックする．

M小/M大: 最小と最大に対応するポイント（箱ひげ図）を系統的に表示するには，この
オプションをチェックする．

はずれ値: はずれ値に対応するポイント（箱ひげ図）をくり抜き円で表示するには，この
オプションをチェックする．

散布図: 散布図を表示するには．このオプションをチェックする．平均(赤い +)と中央値（赤い
線）が常に表示される．

正規 P-P プロット: P-P プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

正規 Q-Q プロット: Q-Q プロットを表示するには，このオプションをチェックする．

相関 タブ:

相関マップ: 相関行列の複数の可視化が提案されている． * “青-赤” オプションは，低い相関を
冷色で（-1に近い相関に青が使用される)，高い相関を暖色で（1 に近い相関を赤で表示)表現す
ることを可能にする．

“黒白” オプションは，正の相関を黒で負の相関を白で（1の直交は灰色で)表示するか，ま
たは有意な相関を黒で，有意でない相関を白で表示することを可能にする．

“パターン” オプションは，右上がりの線で正の相関を，右下がりの線で負の相関を表示

することを可能にする．相関の絶対値が高いほど，線の間隔が広くなる．

散布図: すべての変数の2つずつの組み合わせで散布図を表示するには，このオプションを有効

にする． * プロットの行列: 変数の対のすべての可能な組み合わせを，さまざまな変数が行と
列で表示される2元表の形式で表示するには，このオプションをチェックする． * ヒストグラ
ム: X 変数と Y変数が同一であるとき，XLSTAT にヒストグラムを表示させるには，このオプシ
ョンを有効にする． * Q-Q プロット: X 変数と Y変数が同一であるとき，XLSTAT にQ-Q プロ
ットを表示させるには，このオプションを有効にする． * 信頼楕円: 信頼楕円を表示するに
は，このオプションを有効にする．信頼楕円は，横軸と縦軸で表現される変数と同じ平均と同

じ共分散行列を持つ2項正規分布でのx% 信頼区間（ここで x は，一般タブで入力された有意水

準を用いて決定される）に対応する．
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結果  

最初の結果は，モデルに関する情報を表示する一般的な結果である：

分布: この表は，モデル中の各入力確率変数について，その名前，置かれているExcel セル，選

択された分布，統計値，データ・タイプ，分布の打ち切りモードと境界とパラメータを示す．

シナリオ変数: この表は，モデル中の各シナリオ変数について，その名前，置かれているExcel
セル，デフォルト値，タイプ，下限と上限，ステップ・サイズを示す．

結果変数: この表は，モデル中の各結果変数について，その名前，置かれているExcel セル，そ
の計算のための数式を示す．

統計量: この表は，モデル中の各統計量について，その名前，置かれているExcel セル，および
選択された統計量を示す．

相関/共分散行列: シミュレーション・モデル中の相関/共分散行列のオプションが有効になって
いる場合，この表は入力相関/共分散行列を表示する．

収束: シミュレーション・オプションで収束オプションが有効になっている場合，この表は，
収束のチェックが選択された各結果変数について，選択された収束基準の信頼区間の上限と下

限の値と変動を表示する．選択された収束基準に関する行列情報のもとで，対応する変動のし
きい値とシミュレーションの実行された繰り返し数を表示する．

その後に，さまざまなモデル要素，分布，シナリオ変数，結果変数，統計量の詳細が表示され
る．

記述統計量: 各タイプの変数について，ダイアログ・ボックスで選択された統計量が，表に表

示される．

区間の記述統計量: この表は，ヒストグラムの各区間について，その下限，上限，度数(区間内

の標本の値の数)，相対度数（標本中の値の合計数で割った値の数），および密度（区間のサイ
ズに対する度数の比）を表示する．

感度: 入力確率変数間の相関，寄与度および寄与度の絶対値が，各結果変数について表示され
る．そして，寄与度がグラフ上にプロットされる．

トルネード: この表は，入力確率変数とシナリオ変数が定義された範囲で変化するときの，結

果変数の最小，最大，および範囲を表示する．そして，最小と最大がグラフ上に表示される．

スパイダー: この表は，オルネード分析の際に計算されたすべてのポイントについて，入力確

率変数とシナリオ変数が変化するときの，各結果変数の値を表示する．そして，これらの値

が，グラフ上に表示される．

入力変数と出力変数の間の関係性を見ることができるように，**相関行列**とp値の表が表示さ
れる．相関マップは，行列内の潜在的な構造を識別し，興味深い相関を素早く識別できるよう
にする．

シミュレーション詳細: 各繰り返しでの各変数変数の値を示す表が表示される．
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検出力分析  
平均を比較 (検出力および標本サイズ)  
平均を比較して，統計的検定での検出力と標本サイズを計算するには，このツールを使用す
る．t 検定， z検定およびノンパラメトリック検定が利用可能である．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは，平均を比較する複数の検定，すなわちt 検定や z 検定およびMann-Whitney検定の
ようなノンパラメトリック検定を含んでいる． XLSTAT-Power は，これらの検定の検出力を評

価して，十分な検出力を得るために必要なオブザベーションの数を計算することを可能にす
る．

統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある：

帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

使用する統計的検定．

第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真

である場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（ type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

XLSTAT は，次の比較ができる：



検出力分析  1174 平均を比較 (検出力および標本サイズ)  

平均と定数（ z検定およびWilcoxon符号順位検定）

対応のある標本に関する2つの平均（ z検定，t-検定およびWilcoxon符号順位検定）

独立の標本に関する2つの平均（ z検定， t検定およびMann-Whitney検定）

我々は，母集団の分散が推定されている場合は t-検定を用い，それが既知の場合は z-検定を用

いる．それぞれの場合で，パラメータが異なり，ダイアログ・ボックスに表示される．ノンパ
ラメトリック検定は，分布の仮定が満たされない場合に使用する．

手法

このマニュアルの t 検定，z 検定およびノンパラメトリック検定の節に，手法自体の詳細は説

明されている．

検定の検出力は，通常，関連する非心分布を用いて得られる．したがって， t-検定では，非心

スチューデント分布が用いられる．

1標本のためのT検定

この検定の検出力は，非心パラメータによる非心スチューデント分布を用いて得られる:

ただし  は理論平均で，SDは 標準偏差．

 部は，効果量（effect size）と呼ばれる．

2つの対応のある標本のT検定

1標本の場合と同じ式を提供するが，標準偏差の計算が異なる:

ただし

および  は2標本間の相関．

 部は，効果量である．

2つの独立標本のT検定
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∣
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2つの独立標本の場合，標準偏差の計算が異なり，オブザベーションの数の調和平均を用い
る．

ただし

 部は，効果量と呼ばれる．

1標本のZ検定e

z検定の場合，分布をシフトするための追加のパラメータを持つ伝統的な正規分布を用いる．

ただし は理論平均で，SD は標準偏差である．

 部は，効果量と呼ばれる．

2つの対応のある標本のZ検定

1標本の場合と同じ式が適用されるが，標準偏差の計算が異なる:

ただし

 は2つの標本間の相関である．

 部は，効果量と呼ばれる．

2つの独立標本のZ検定

2つの独立標本の場合，標準偏差の計算が異なり，オブザベーションの数の調和平均を用い
る．

NCP =   ⋅   
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ただし

 部は，効果量と呼ばれる．

ノンパラメトリック検定

ノンパラメトリック・ケースの場合，ARE (asymptotic relative efficiency) という手法が使用さ
れる．この手法は， t検定の検出力に使用される式をノンパラメトリック・アプローチのそれ
らに関連づけることを助ける．これは Lehmann (1975)によって導入された．ARE という係数

が使用される．平均の比較では，AREのこの最小値が 0.864であることが示された． データが
正規分布する場合は，この値が0.955 に等しい．XLSTAT-Power は，計算に最小ARE を使用す
る．

検定の検出力を計算するために，使用される H0 分布は，中心 Student 分布 であ
る． 使用される H1 分布は，非中心 Student 分布 で，ここで非中心パラメータ
は，次式で与えられる:

パラメータ は，漸近的な相対的有効性を表し，親分布に依存する．パラメータ は，調査され
る標本のタイプ（独立，対応のある標本または1標本）によって，t検定のケースでのように定

義される効果量である．

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するために，XLSTATは，ある関数の根を探索するアルゴ
リズムを用いる．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれ
る．このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけ
ようとする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，できるかぎりその検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

効果量

このコンセプトは，検出力の計算でとても重要である． Cohen (1988) がこのコンセプトを開

発した．効果量は，どのようなパラメータの投入もなしに，検定される効果が弱いか強いかを
示して，検定の検出力を計算できるようにする量である．

平均の比較の文脈では，効果量の大きさの慣例は：

, 効果が小さい．

SD  =Pooled   

N  + N  − 21 2

(N  − 1) ⋅ SD  − (N  − 1) ⋅ SD  1 1
2

2 2
2

 

SD  pooled

 −  X1 X2

t(N , k − 2)
t(Nk − 2, δ)

δ = d ∗  (N  N  k)/(N  + N  )1 2 1 2

k d

d = 0.2
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, 効果が中ぐらい．

, 効果が強い．

XLSTAT-Power では，効果量を直接入力できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

統計的検定: 適用したい検定を選ぶ．

対立仮説: 検定するべき対立仮説を選択する．

理論平均（1標本のみが使用されている場合）: 検定するべき理論平均の値を入力する．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力（標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ（グループ 1）（検出力計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力す
る．

標本サイズ（グループ 2）（検出力計算が選択された場合）: 2番目の標本のサイズを入力す
る． **N1/N2 比 **（標本サイズが選択されて，2つの標本がある場合）: 1番目の標本と2番目の
標本のサイズの比を入力する．

N1/N2 比 (標本サイズが選択され，2つの標本がある場合): 第1と第2の標本の間の比を入力す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

d = 0.5

d = 0.8
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

効果量 タブ:

効果量: 効果量 Dを直接入力するには，このオプションが選択する（これに関する解説を参

照）．

パラメータ: 検定パラメータを直接入力するには，このオプションを選択する．

平均（グループ 1）: グループ 1の平均を入力する．

平均（グループ 2）: グループ2の平均を入力する．

標準誤差（グループ 1）: グループ1の標準誤差を入力する．

標準誤差（グループ 2）: グループ 2の標準誤差を入力する．

相関（対応のある標本を用いた場合）: グループ間の相関を入力する．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させられる．残りのすべてのパラメータは，一

般タブで定義されたとおりに使用される．

X 軸: シミュレーション・プロットのX軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標本

サイズ，type I error (alpha) または効果量のいずれかを選べる．探しているものに応じて，Y軸
上に検出力または標本サイズが表示される．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

結果: この表は，検定のパラメータと検出力または必要なオブザベーションの数を表示ます．
計算によって得られるパラメータは太字形式である．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は2列からなる: ダイアログ・ボックスで選択され
たパラメータによって，検出力とサンプル・サイズまたはアルファ．これはシミュレーショ
ン・プロットの構築を助けます．
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シミュレーション・プロット: このプロットは，ダイアログ・ボックスのチャート・タブで定

義されたとおりに，パラメータの変化を示す．

事例  

検定に基づく検出力の計算の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある．

https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja

必要な標本サイズの計算の事例が，Addinsoft のウェブサイトにある．

https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja

参考文献  

Brent R. P (1973). Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (19 88). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology Press, 2-
nd Edition.

Lehmann, E. L. (1975). Nonparametrics. Statistical methods based on ranks. San Francisco,
CA: Holden-Day.

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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分散を比較 (検出力と標本サイズ)  
分散を比較して，統計的検定での検出力と標本サイズを計算するには，このツールを使用す
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは，分散を比較する複数の検定を含んでいる． XLSTATは，分散を比較するために，
Fisherの F 分布に基づいて，検定の検出力または必要なオブザベーションの数を計算すること
ができる．

統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある：

- 帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

- 使用する統計的検定．

- 第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真であ
る場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（ type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

XLSTATは2つの分散を比較できる．パラメータが，ダイアログ・ボックスに示される．

手法
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このマニュアルの分散の比較のために使用する検定の節に，手法自体の詳細は説明されてい
る．

検定の検出力は，通常，関連する非心分布を用いて得られる．この場合では，我々は F 分布を
用いる．

複数の仮説を検定できるが，最も一般的なのは以下（両側）である：

H0: 分散の差は0に等しい．

Ha: 分散の差は0と異なる．

検出力の計算は，帰無仮説を棄却する実験の比率を与える．計算は，分散の比のパラメータと
標本サイズ– 1の自由度を持つ F分布を用いる．

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するために，XLSTATは，ある関数の根を探索するアルゴ
リズムを用いる．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれ
る．このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけ
ようとする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，できるかぎりその検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

効果量

このコンセプトは，検出力の計算でとても重要である． Cohen (1988) がこのコンセプトを開

発した．効果量は，どのようなパラメータの投入もなしに，検定される効果が弱いか強いかを
示して，検定の検出力を計算できるようにする量である．

分散の比較では，それは比較する2つの分散の比である．

XLSTAT-Power では，効果量を直接入力できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

統計的検定: 適用したい検定を選ぶ．

対立仮説: 検定するべき対立仮説を選択する．

理論平均（1標本のみが使用されている場合）: 検定するべき理論平均の値を入力する．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力（標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ（グループ 1）（検出力計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力す
る．

標本サイズ（グループ 2）（検出力計算が選択された場合）: 2番目の標本のサイズを入力す
る．

N1/N2 比 （標本サイズが選択されて，2つの標本がある場合）: 1番目の標本と2番目の標本の
サイズの比を入力する．

パラメータ: 検定パラメータを直接入力するには，このオプションを選択する．

効果量: 効果量 Dを直接入力するには，このオプションが選択する（これに関する解説を参

照）．

分散（グループ1）: グループ 1の分散を入力する．

分散（グループ 2）: グループ2の分散を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させられる．残りのすべてのパラメータは，一

般タブで定義されたとおりに使用される．
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Y 軸（垂直軸）: シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．
検出力か標本サイズのいずれかを選べます．

X 軸（水平軸）: シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．
検出力か標本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

結果: この表は，検定のパラメータと検出力または必要なオブザベーションの数を表示ます．
計算によって得られるパラメータは太字形式である．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は2列からなる: ダイアログ・ボックスで選択され
たパラメータによって，検出力とサンプル・サイズまたはアルファ．これはシミュレーショ
ン・プロットの構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットは，ダイアログ・ボックスのチャート・タブで定

義されたとおりに，パラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja.

参考文献  

Brent R. P (1973) Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (19 88) . Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology Press, 2-
nd Edition.

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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比率を比較 (検出力と標本サイズ)  
比率を比較して，統計的検定での検出力と標本サイズを計算するには，このツールを使用す
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは，比率を検定するためのパラメトリック検定およびノン・パラメトリック検定を含

んでいる．したがって，我々は， z-検定，カイ2乗検定，符号検定，McNemar 検定を使用でき
る． XLSTAT-Power は，これらの検定について，厳密手法または近似のいずれかを用いて，検

出力または必要なオブザベーションの数の計算ができる．

統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある：

帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

使用する統計的検定．

第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真

である場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

XLSTAT は，次の比較ができる：

ある比率と検定比率（さまざまな近似によるz検定）．

2つの比率（さまざまな近似によるz検定）．
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分割表内の比率（カイ2乗検定）．

ノンパラメトリックな方法での比率（符号検定およびMcNemar検定）．

各ケースで，異なる入力パラメータが使用され，ダイアログ・ボックスで示される．

手法

このマニュアルの比率の比較のために使用する検定の節に，手法自体の詳細は説明されてい
る．

検定の検出力は，通常，関連する非心分布を用いて得られる．この場合では，我々は検出力を
計算するために近似を用いる．

ある比率とテスト比率の比較

このケースの対立仮説は: Ha: 

さまざまな近似が可能である:

- 正規分布を用いた近似: この場合，我々は平均  と  および標準偏差

による正規分布を用いる．

- パラメータ

$$ \sqrt { \frac { p _ { 0} ( 1- p _ { 0} ) } { N } } \text { and } \sqrt { \frac { p _ { 1} ( 1- p _ { 1} ) } { N
} } $$ による二項分布を用いた厳密計算．

- パラメータ

によるベータ分布を用いた近似．

- 逆正弦（arcsin ）の手法を用いた近似: この近似は，比率の逆正弦変換  と に基

づく． 検出力は正規分布

を用いて得られる．ここで は正規分布のalpha-quantile である．

2比率の比較

この場合，対立仮説は: Ha: 

さまざまな近似が可能である:

p  −1 p   =0  0

p  0 p  1

  and    

N

p  (1 − p  )0 0
 

N

p  (1 − p  )1 1

((N − 1)p  ; (N −0 1)(1 − p  )) and ((N −0 1)p  ; (N −1 1)(1 − p  ))1

H(p  )0 H(p  )1

Z  =p  (H(p  ) −N 0 H(p  )) −1 Z  req

Z  req

p  −1 p   =2  0
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- 逆正弦の手法を用いた近似: この近似は比率の逆正弦変換  と に基づく．検出力

は，正規分布

を用いて得られる．ここで は正規分布の alpha-quantile である．

- 正規分布を用いた近似: この場合，我々は 平均  と および標準偏差

による 正規分布を用いる．

カイ2乗検定

2 * 2分割表の場合のカイ2乗検定の検出力を計算するには，非心パラメータとしてカイ2乗の値

による非心カイ2乗分布を使用する．

したがって，2つのオブザベーションのグループがバイナリ変数に基づいて同じ振る舞いをす
るかどうかを確認しようとする．

すなわち：

グループ 1 グループ 2

陽性

陰性

,  および  は，ダイアログ・ボックスで入力されなければならない（検定の自由度は1
のみであるので， は他のパラメータから見つかる）．

符号検定

符号検定は，各グループ中のケースの比率が 50%に等しい場合かどうかを確認するために使用

される．これは定数に対する1比率検定と同じ原理である．定数は 0.5である．検出力は，正規

分布による近似または2項分布による厳密手法を用いて計算される．

したがって，我々は標本サイズと1つのグループ p1中の比率（その他の比率は と
なる）を入力しなければならない．

McNemar検定

対応のある比率でのMcNemar 検定は，定数に対する比率の検定の特殊ケースである．実際，

以下の表によって問題を表現できる：

H(p  )2 H(p  )1

Z  =p  (H(p  ) −N 2 H(p  )) −1 Z  req

Z  req

p  1 p  2

  and    

N

p  (1 − p  )1 1
 

N

p  (1 − p  )2 2

p  1 p  2

1 − p  1 1 − p  2

p  1 N  1 N  2

p  2

p =2 1 − p  1
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 グループ 1 グループ 2

陽性 PP PN

陰性 P NN

すなわちPP + NN + PN + NP = 1となる．我々は，処理（処遇）の効果を確認しようとする；

したがって，NP と PNに興味がある．その他の値は重要でない．

検定入力は：比率 = NP および比率 = PN．ただし， でなければならない．

効果は，標本の NP + PN のパーセンテージでのみ計算される．陰性から陽性へ変化する個体の
比率は，NP / (NP + NP)として計算される．そして，陽性から陰性になる個体が陰性から陽性

になる個体より多いかどうかを確認するために，我々はこの数字を50%の値と比較しようとす
る．

この検定は，医療分野の応用に適しているだろう．

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するには，XLSTATはある関数の根を探索するアルゴリズ
ムを使用する．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれる．
このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけよう
とする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，検定ができるかぎり要求される検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

P  1 P  2 P  +1 P  <2 1
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統計的検定: 適用したい検定を選ぶ．

対立仮説: 検定するべき対立仮説を選択する．

**理論平均（**1標本のみが使用されている場合）: 検定するべき理論平均の値を入力する．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力（標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ（グループ 1）（検出力計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力す
る．

標本サイズ（グループ 2）（検出力計算が選択された場合）: 2番目の標本のサイズを入力す
る．

N1/N2 比 （標本サイズが選択されて，2つの標本がある場合）: 1番目の標本と2番目の標本の
サイズの比を入力する．

比率 1: グループ 1の比率を入力する．

比率 2: グループ 2の比率を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させられる．残りのすべてのパラメータは，一

般タブで定義されたとおりに使用される．

Y 軸: シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標本

サイズのいずれかを選べます．

X 軸: シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  
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結果: この表は，検定のパラメータと検出力または必要なオブザベーションの数を表示ます．
計算によって得られるパラメータは太字形式である．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は2列からなる: ダイアログ・ボックスで選択され
たパラメータによって，検出力とサンプル・サイズまたはアルファ．これはシミュレーショ
ン・プロットの構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットは，ダイアログ・ボックスのチャート・タブで定

義されたとおりに，パラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja

参考文献  

Brent R. P (1973). Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology Press, 2-
nd Edition.

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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相関を比較 (検出力と標本サイズ)  
ピアソン相関を比較して，統計的検定での検出力と標本サイズを計算するには，このツールを
使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは相関を比較する検定を提供している． XLSTAT-Power は検出力またはこの検定に必

要なオブザベーションの数を計算できる．

統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある：

帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

使用する統計的検定．

第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真

である場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（ type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

XLSTAT は，次の比較ができる：

1つの相関と0．

1つの相関と定数．

2つの相関．
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手法

このマニュアルの比率の相関のために使用する検定の節に，手法自体の詳細は説明されてい
る．

検定の検出力は，通常，関連する非心分布を用いて得られる．この場合では，我々は検出力を
計算するために近似を用いる．

0との1相関の比較

このケースの対立仮説は: Ha: 

使用する手法は，非心スチューデント分布に基づく厳密手法である．

使用する非心パラメータは次式である:

 部は，効果量と呼ばれる．

定数と1相関の比較t

このケースの対立仮説は: Ha: 

検出力の計算は，正規分布による近似を用いて行われる．我々は，フィッシャー Z変換を用い
る:

効果量は: 

そして， の左にある正規分布の曲線の下側の領域を用いて検出力が見つけられる:

 ここで はアルファでの正規分布の分位数である．

2相関の比較

このケースの対立仮説は: Ha: 

検出力の計算は，正規分布による近似を用いて行われる．我々は，フィッシャー Z変換を用い
る: :

r  = 0

NCP =  ⋅ 

1 − r2

r2
 N

 1−r2
r2

r  = r  0

Z  =r  log(  )
2
1

1 − r

1 + r

Q = ∣Z  −r Z  ∣r  0

Z  p

Z  =p Q ⋅  −N − 3 Z  req Z  req

r  −1 r   =2  0

Z  =r  log(  )
2
1

1 − r

1 + r
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効果量は: 

そして， の左にある正規分布の曲線の下側の領域を用いて検出力が見つけられる:

ここで はアルファでの正規分布の分位数で

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するには，XLSTATはある関数の根を探索するアルゴリズ
ムを使用する．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれる．
このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけよう
とする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，検定ができるかぎり要求される検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

効果量

このコンセプトは，検出力の計算でとても重要である． Cohen (1988) がこのコンセプトを開

発した．効果量は，どのようなパラメータの投入もなしに，検定される効果が弱いか強いかを
示して，検定の検出力を計算できるようにする量である．

相関の比較の文脈では，効果量の大きさの慣例は：

Q=0.1, 効果が小さい．

Q=0.3, 効果が中ぐらい．

Q=0.5, 効果が強い．

XLSTAT-Power では，効果量を直接入力できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

Q = ∣Z  −r  1 Z  ∣r  2

Z  p

Z  =p Q ⋅  − 

2
N − 3′

Z  req

Z  req

N =′
 +

N  + N  − 61 2

2(N  − 3)(N  − 3)1 2 3
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

統計的検定: 適用したい検定を選ぶ．

対立仮説: 検定するべき対立仮説を選択する．

理論平均（1標本のみが使用されている場合）: 検定するべき理論平均の値を入力する．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力 （標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ（グループ 1）（検出力計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力す
る．

標本サイズ（グループ 2）（検出力計算が選択された場合）: 2番目の標本のサイズを入力す
る．

N1/N2 比 （標本サイズが選択されて，2つの標本がある場合）: 1番目の標本と2番目の標本の
サイズの比を入力する．

パラメータ: 検定パラメータを直接入力するには，このオプションを選択する．

効果量: 効果量 Dを直接入力するには，このオプションが選択する（これに関する解説を参

照）．

相関（グループ1）:グループ 1の相関を入力する．

相関（グループ 2）:グループ2の相関を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させれる．残りのすべてのパラメータは，一般

タブで定義されたとおりに使用される．

Y 軸 : シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズのいずれかを選べます．

X 軸 : シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

結果: この表は，検定のパラメータと検出力または必要なオブザベーションの数を表示ます．
計算によって得られるパラメータは太字形式である．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は2列からなる: ダイアログ・ボックスで選択され
たパラメータによって，検出力とサンプル・サイズまたはアルファ．これはシミュレーショ
ン・プロットの構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットは，ダイアログ・ボックスのチャート・タブで定

義されたとおりに，パラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja.

参考文献  

Brent R. P (1973). Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology Press, 2-
nd Edition.

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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線形回帰(検出力と標本サイズ)  
線形回帰モデルでの検出力と必要な標本サイズを計算するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは線形回帰モデルを適用するためのツールを提供している．XLSTATは，線形回帰の枠

組みで検出力を推定したり， の変動に関連づけて必要なオブザベーションの数を計算する．

統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある：

帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

使用する統計的検定．

第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真

である場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（ type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

XLSTAT は，次の比較ができる：

値と 0．

モデルに新しい予測変数が追加されたときの R² 値の増加と0.

これは以下の仮説を検定することを意味する:

H0:  / Ha: 

R2

R2

R =2 0 R  =2  0
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H0: の増加が 0に等しい  / Ha: の増加が0と異なる

効果量

このコンセプトは，検出力の計算でとても重要である． Cohen (1988) がこのコンセプトを開

発した．効果量は，どのようなパラメータの投入もなしに，検定される効果が弱いか強いかを
示して，検定の検出力を計算できるようにする量である．

線形回帰の文脈では，効果量 の大きさの慣例は：

=0.02, 効果が小さい．

=0.15, 効果が中ぐらい．

.35, 効果が強い．

XLSTAT は効果量を直接入力できるが，効果量を計算することを助けるモデルのパラメータを
入力することもできる．計算の詳細は以下のとおりである：

- 分散を使用: 我々は，効果の大きさを定義するためにモデルの分散を使用する ．ただし，
は我々が検定したい説明変数によって説明されている分散であり， は誤差の分

散または残差分散であり，すなわち：

-  を使用 (H0: の場合): 我々は効果の大きさを定義するために，推定平方重相関値（

)を入力する．すなわち：

- 偏  を使用(H0: の増加 の場合): 我々は効果の大きさを定義するために予測変数をモ
デルを追加したときの の期待される差分である偏 を入力する．すなわち:

- 予測変数間の相関を使用 (H0: の場合): 説明変数と従属変数の間の相関を格納するベ
クトル および説明変数間の相関を格納する正方行列 を選択しなければならな
い．すなわち：

効果量が定義されると，検出力と必要な標本サイズが計算できる．

R2 R2

f 2

f 2

f 2

f 2

var  exp var  error

f =2
 

var  error

var  exp

R2 R =2 0
ρ2

f =2
 

1 − ρ2

ρ2

R2 R2 = 0
R2 R2

f =2
 

1 − R  2part

R  2part

R =2 0
Corr  Y Corr  X

f =2
 

1 − Corr  (Corr  )Corr  

Y
t

X
−1

Y

Corr  (Corr  )Corr  Y
t

X
−1

Y
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手法

このマニュアルの線形回帰を説明している節に，手法の詳細が説明されている．

検定の検出力は，通常，関連する非心分布を用いて得らる．この場合では，我々は検出力を計

算するためにフィッシャー非心分布を使用する．

この検定の検出力は，次の自由度を持つ非心フィッシャー分布を用いて得られる： DF1 は検定

される変数の数で； DF2は，モデル中に含まれる説明変数の合計数プラス1が差し引かれた標

本サイズで，非心パラメータは：

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するには，XLSTATはある関数の根を探索するアルゴリズ
ムを使用する．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれる．
このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけよう
とする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，検定ができるかぎり要求される検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

統計的検定: 適用したい検定を選ぶ．

対立仮説: 検定するべき対立仮説を選択する．

NCP = f N2
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理論平均（1標本のみが使用されている場合）: 検定するべき理論平均の値を入力する．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力 （標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ （検出力の計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力する．

検定される予測変数の数: 検定されるべき予測変数の数を入力する．

予測変数の合計数 （H0: R²の増加=0を検定する場合): モデル中に含まれる予測変数の合計数．

効果量を決定: 効果量を計算する方法を選択する．

効果量 f² （効果量が直接入力される場合）: 効果量を入力する（より詳細は解説を参照）．

説明された分散 （効果量が分散から計算される場合）: 検定された予測変数によって説明され
た分散を入力する．

誤差分散（効果量が分散から計算される場合）: 全体モデルの残差分散を入力する．

偏 R² （効果量が直接アプローチを用いて計算される場合）: モデルに新しい共変量が追加され
たときに期待されるR² の増加を入力する．

rho²（効果量がR²を用いて計算される場合）: R²の期待理論値を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

相関 タブ:

このタブは，検定されるべき仮説が H0: R²=0 で，効果量が予測変数間の相関によって計算さ
えれる場合に現れる．

Yとの相関: 予測変数と応答変数Yの間の相関に対応する列を選択する．このベクトルは，説明

変数の数に等しい行数を持つ．列のテキストを選択せずに数値のみを選択する．

予測変数間の相関: 説明変数の間の相関に対応する表を選択する．この表は対称で，対角線上

に 1 が並び，説明変数の数と等しい行と列の数であるべきである．列または行のラベルは選択

せずに，数値のみを選択する．

グラフィックス タブ:
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シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させれる．残りのすべてのパラメータは，一般

タブで定義されたとおりに使用される．

Y 軸 : シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズのいずれかを選べます．

X 軸 : シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

入力: この表は，効果量を計算するために使用したパラメータを表示する．

結果: この表は，アルファ，効果量および検出力または必要なオブザベーションの数を表示す
る．計算によって得られるパラメータが太字で表示される．この表の下部に説明が表示され
る．

シミュレーション・プロットの区間: この表は，2列からなる：ダイアログ・ボックスで選択さ
れたパラメータによって，検出力と標本サイズまたはアルファ．シミュレーション・プロット
の構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットはダイアログ・ボックスのチャート・タブで定義

されたとおりにパラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja.

参考文献  

Brent R. P (1973). Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Psychology Press, 2-
nd Edition.

Dempster A.P. (1969). Elements of Continuous Multivariate Analysis. Addison-Wesley,
Reading.

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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ANOVA/ANCOVA (検出力と標本サイズ)  
分散分析，分散の反復測定分析，共分散モデルの分析での検出力および必要な標本サイズを計

算するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは， 分散分析(ANOVA)，分散の反復測定分析，および共分散分析 (ANCOVA)を適用す
るツールを提供している．XLSTATは，これらのモデルに関連した検出力を推定または必要な
オブザベーションの数を計算する． 統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決

定がある：

- 帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

- 使用する統計的検定．

- 第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真であ
る場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

XLSTAT は次の検定ができる:

一元配置ANOVA またはより多くの固定因子または交互作用のある場合，さらに
ANCOVAの場合:

H0: 検定される因子のグループの平均が等しい．
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Ha: 少なくとも1つの平均が他と異なる．

被験者内因子での反復測定ANOVA の場合:

H0: 被験者内因子のグループの平均が等しい．

Ha: 少なくとも1つの平均が他と異なる．

被験者間因子の反復測定ANOVA の場合:

H0: 被験者間因子のグループの平均が等しい．

Ha: 少なくとも1つの平均が他と異なる．

被験者内因子と被験者間因子の間の交互作用での反復測定ANOVA の場合:

H0: 被験者内-間のグループの平均が等しい．

Ha: 少なくとも1つの平均が他と異なる．

効果量

このコンセプトは，検出力の計算でとても重要である． Cohen (1988) がこのコンセプトを開

発した．効果量は，どのようなパラメータの投入もなしに，検定される効果が弱いか強いかを
示して，検定の検出力を計算できるようにする量である．

ANOVA-タイプ・モデルの文脈では，効果量 の大きさの慣例は：

=0.1, 効果が小さい．

=0.25, 効果が中ぐらい．

=0.4, 効果が強い．

XLSTATは効果量を直接入力できるが，効果量を計算することを助けるモデルのパラメータを
入力することもできる．計算の詳細は以下のとおりである：

分散を使用: 効果の大きさを定義するためにモデルの分散を使用できる．ただし 
は検定したい説明変数によって説明された分散で， は誤差または残差の分であ
る．すなわち：

直接アプローチを使用: 調査される因子によって説明された分散とモデルの合計分散の間

の比である の推定値を入力する．eta²の詳細は，Cohen (1988, chap. 8.2)を参照．す
なわち：

f

f

f

f

var  exp

var  error

f =2
 

var  error

var  exp

η2
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各グループの平均を使用（一元配置 ANOVA または被験者内反復測定 ANOVAの場合）:
各グループの平均によるベクトルを選択する．さまざまなサイズのグループを持つこと
も可能で，その場合，さまざまなサイズでベクトルも選択しなければならない．（標準

オプションは，すべてのグループが等しいサイズであることを仮定している）．すなわ
ち：

ただし はグループ iの平均，_m_は平均の平均， はグループの数， はグループ内

標準偏差である．

- ANCOVA が実行された場合，量的予測変数を考慮に入れるために，ある項がモデルに追加さ
れなければならない．そして，効果量に

が乗じられる．ここで は 量的予測変数に関連する平方重相関係数の理論値である．

効果量が定義されると，検出力と必要な標本サイズが計算される．

手法

手法自体の詳細は，このマニュアルのそれぞれの手法の解説の節にある． 検定の検出力は，通

常，関連する非心分布を用いて得られる．この場合では，我々は検出力を計算するためにフィ
ッシャー非心分布を使用する． まずいくつかの表記法を導入する：

NbrGroup: 検定したいグループの数．

N: 標本数．

NumeratorDF: F 分布の分子の自由度（詳細は以下を参照）．

NbrRep: 反復測定 ANOVAの反復（測定）の数．

: 反復測定ANOVAの測定値間の相関．

: Geisser-Greenhouse 非球形補正

NbrPred: ANCOVAモデル中の予測変数の数．

各手法について，1番目と2番目の自由度と非心パラメータを与える：

f =   

1 − η2

η2

f =  

SD  intra

   ∑
i k

(mi−m)2

m  i k SD  intra

  

1 − ρ2

1

ρ2

ρ

ϵ
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1元配置 ANOVA:

固定因子と交互作用によるANOVA :

反復測定 ANOVA 被験者内因子:

反復測定 ANOVA 被験者間因子:

反復測定ANOVA 被験者内因子と被験者間因子の間の交互作用:

ANCOVA:

標本サイズの計算e

必要なオブザベーションの数を計算するには，XLSTATはある関数の根を探索するアルゴリズ
ムを使用する．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれる．
このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけよう
とする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，検定ができるかぎり要求される検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

分子の自由度

固定因子と交互作用によるANOVAまたはANCOVAの枠組みでは； XLSTAT-Power は非心 F 分
布の分子の自由度の数を入力することを提案する．これは，たくさんのモデルを検定できて，
分子の自由度を計算することは，あらゆる種類のモデルを検定する簡単な方法であるというこ
とに起因する．

実践的には，固定因子の場合，分子の自由度は，因子に関連するグループの数マイナス1に等

しい．交互作用が調査される場合，それは交互作用中に含まれる各因子に関連する自由度の積

に等しい．

3-因子モデルA (2 グループ)，B (3 グループ)，C (3 グループ)， 3つの二次交互作用 A*B，A*C
，B*C および1つの三次交互作用A*B*C があると仮定する． 3*3*2=18 グループとなる．

DF1 = NbrGroup  − 1 DF2 = N − NbrGroup NCP = f N2

DF1 = NumeratorDF DF2 = N − NbrGroup NCP = f N2

DF1 = NbrRep − 1 DF2 = (N − NbrGroup)(NbrRep − 1) NCP = f  ϵ2

1 − ρ

N .NbrRep

DF1 = NbrGroup − 1 DF2 = N − NbrGroup NCP = f  ϵ2

1 − ρ(NbrRep − 1)
N .NbrRep

DF1 = (NbrRep − 1)(NbrGroup − 1) DF2 = (N − NbrGroup)(NbrRep − 1) NCP =

DF1 = NumeratorDF DF2 = N − NbrGroup − NbrPredictors NCP = f N2
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主効果 Aを検定するには： NbGroups=18 および NumeratorDF=(2-1)=1を用いる．

交互作用，たとえばA*Bを検定するには，NbGroups=18 および NumeratorDF=(2-1)(3-1)=2を
用いる． 三次交互作用 (A*B*C)を検定したい場合， NbGroups=18 およびNumeratorDF=(2-1)
(3-1)(3-1)=4を用いる．

ANCOVAの場合も，計算は同様となる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

統計的検定: 適用したい検定を選ぶ．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力 （標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ （検出力の計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力する．

グループの数: モデル中に含まれるグループの数を入力する．

検定される予測変数の数: 検定されるべき予測変数の数を入力する．

自由度: 検定される因子に関連する自由度の数を入力する（一次因子の場合，グループの数 -1
）．より詳細は解説を参照．

測定値間の相関: 反復測定 ANOVAの測定値間の相関を入力する．

球形補正: 反復測定 ANOVAの非球形の補正のためのGeisser-Greenhouseイプシロンを入力す
る．球形の仮説が棄却されない場合は，イプシロン=1．

検定される予測変数の数: ANCOVA モデル中の予測変数の数を入力する．
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効果量を決定: 効果量を計算する方法を選択する．

効果量 f（効果量が直接入力されている場合）: 効果量を入力する（より詳細は解説を参照）．

説明された分散（効果量が分散から計算されている場合）: 検定される係数によって説明され
ている分散を入力する．

誤差分散（効果量が分散から計算されている場合）: 全体モデルの残差を入力する．

グループ内分散（効果量が分散から計算されている場合）: モデルのグループ内分散を入力す
る．

偏 eta² （効果量が直接アプローチを用いて計算される場合）: eta²の期待値を入力する．より
詳細は解説を参照．

グループ内標準偏差（効果量が平均を用いて計算される場合）: モデルのグループ内期待標準

偏差を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

平均 タブ:

このタブは，被験者間因子の 一元配置ANOVA または反復測定 ANOVA を適用している場合に
現れる．

平均: グループの平均に対応する列を選択する．このベクトルは，測定値（または反復）の数

に等しい行数を持つはずである．列のラベルは選択せずに，数値のみを選択する．

不等グループ・サイズ: グループが等しくないサイズである場合は，このオプションを有効に
する．有効にされると，グループ・サイズに対応するベクトルを選択する．このベクトルは，
測定値（または反復）の数に等しい行数を持つはずである．列のラベルは選択せずに，数値の
みを選択する．必要な標本サイズが推定されている場合，このオプションは利用できない．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させれる．残りのすべてのパラメータは，一般

タブで定義されたとおりに使用される．

Y 軸 : シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズのいずれかを選べます．
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X 軸 : シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

入力: この表は，効果量を計算するために使用したパラメータを表示する．

結果: この表は，アルファ，効果量および検出力または必要なオブザベーションの数を表示す
る．計算によって得られるパラメータが太字で表示される．この表の下部に説明が表示され
る．

シミュレーション・プロットの区間: この表は，2列からなる：ダイアログ・ボックスで選択さ
れたパラメータによって，検出力と標本サイズまたはアルファ．シミュレーション・プロット
の構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットはダイアログ・ボックスのチャート・タブで定義

されたとおりにパラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja.

参考文献  

Brent R. P (1973). Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Psychology Press, 2-
nd Edition.
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検出力分析  1207 ロジスティック回帰 (検出力と標本サイズ)  

ロジスティック回帰 (検出力と標本サイズ)  
ロジスティック回帰での検出力と必要な標本数を計算するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは，ロジスティック回帰を適用するためのツールを提供している． XLSTAT-Power
は，このモデルに関連する検出力を推定するか，必要なオブザベーションの数を計算する．

統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある： - 帰無仮説 H0 および対

立仮説 Ha．

- 使用する統計的検定．

- 第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真であ
る場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（ type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Powerモジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる． 統計的検出力の計算は，通常，

実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実験を適切に実施するために必要

なオブザベーションを推定することである．

ロジスティック回帰の一般的な枠組みでは，その目的は，あるイベントが付随する確率を説明

して予測することである（通常 Y=1）．P は次式となる：

すなわち:

P =  

1 + exp(β  + β  X  + … + β  X  )0 1 1 k k

exp(β  + β  X  + … + β  X  )0 1 1 k k
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XLSTATで使用される検定は， 係数が 0に等しいという帰無仮説に基づいている．それは，
説明変数がモデルに影響しないことを意味する．より詳細は，ロジスティック回帰の解説を

参照．

検定されるべき仮説は:

H0 : 

Ha : 

検出力は，変数のタイプに左右される近似を用いて計算される．

が量的変数で正規分布であれば，近似のパラメータは：

P0 （基準確率）: すべての説明変数がそれらの平均値に設定されたときに，Y=1である確

率．

P1（対立確率）: が平均より上の1標準誤差に等しく，他のすべての説明変数がそれら
の平均値にある確率．

オッズ比: が平均より上の1標準偏差に等しいときにY=1である確率と， がその平

均値であるときにY=1 であるときの確率の間の比．

とモデル中に含まれる他のすべての説明変数の間の回帰によって得られる ．

がバイナリで2項分布に従うなら．近似のパラメータは：

P0 （基準確率）: =0のときY=1である確率．

P1（対立確率）: =1のときY=1の確率．

オッズ比: =1のときY=1の確率と =0のときY=1である確率の間の比．

とモデル中の踏むまれる他のすべての説明変数の間の回帰によって得られるR²．

=1であるオブザベーションのパーセンテージ．

これらの近似は正規分布に従う．

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するには，XLSTATはある関数の根を探索するアルゴリズ
ムを使用する．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれる．
このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけよう
とする：

検出力 (N) – 期待検出力

log(  ) =
1 − P

P
β  +0 β  X  +1 1 … + β  X  k k

β  1

X  1

β  =1 0

β   =1  0

X  1

X  1

X  1 X1

X  1 R2

X  1

X  1

X  1

X  1 X  1

X  1

X  1
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そして，検定ができるかぎり要求される検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力（標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ （検出力の計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力する．

基準確率 (P0): すべての説明変数がそれらの平均値にあるとき，またはバイナリの場合， 0 に
等しいとき，Y=1である確率．

効果量を決定: 効果量が計算される方法を選択する．

対立確率 (P1): が平均より上の1標準偏差に等しいとき，またはバイナリの場合1のとき，
Y=1 である確率を入力する．

オッズ比: オッズ比を入力する（詳細は解説を参照）．

他のXによる のR²: とモデルの他の説明変数との間の回帰によって得られるR²を入力す
る．

変数のタイプ: 分析されるべき変数 のタイプを選択する（正規分布を持つ量的変数またはバ
イナリ）．

=1であるNのパーセント: バイナリのX1の場合， =1のオブザベーションのパーセンテー
ジを入力する．

X  1

X  1 X  1

X  1

X  1 X  1
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させれる．残りのすべてのパラメータは，一般

タブで定義されたとおりに使用される．

Y 軸 : シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズのいずれかを選べます．

X 軸 : シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

入力: この表は，検出力と必要な標本サイズを計算するのに使用するパラメータを表示する．

結果: この表は，アルファと検出力または必要なオブザベーションの数を表示する．計算によ
って得られるパラメータが太字で表示される．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は，2列からなる：ダイアログ・ボックスで選択さ
れたパラメータによって，検出力と標本サイズまたはアルファ．シミュレーション・プロット
の構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットはダイアログ・ボックスのチャート・タブで定義

されたとおりにパラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja.

参考文献  

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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Cox モデル (検出力と標本サイズ)  
故障時間データを取り扱うCox比例ハザード比モデルでの検出力と必要な標本サイズを計算す
るには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTAT-Life は，比例ハザード比 Cox回帰モデルを適用するツールを提供する． XLSTAT-
Powerは，このモデルに関連する検出力を推定するか，必要なオブザベーションの数を計算す
る． 統計的検定を用いて仮説を検定する際，なすべき複数の決定がある：

- 帰無仮説 H0 および対立仮説 Ha．

- 使用する統計的検定．

- 第1種の過誤（type I error，アルファ過誤ともいう）．帰無仮説を棄却したが，それが真であ
る場合．これは各検定で事前に設定され，5%である．

第2種の過誤（ type II error またはベータ過誤）は，あまり検討されないが，とても重要であ
る．実は，これは帰無仮説が偽のときにそれを棄却しない確率を表している．我々はこれを前

もって固定できないが，モデルの他のパラメータに基づいて，これを最小化しようとすること
はできる．検定の検出力が1 - ベータとして計算され，帰無仮説が偽のときにそれを棄却する確

率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータが既知であるときの検出力（およびベータ）計算する．任意の検出力について，その検出

力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．

統計的検出力の計算は，通常，実験を実施する前に行われる．検出力の計算の主な応用は，実

験を適切に実施するために必要なオブザベーションを推定することである．

Cox モデルは，ある個体が区間の開始まで生存していたと仮定して，個体が短い観察区間内に
イベント（たとえば死亡）を経験する確率であるハザード関数に基づく． したがって，それは
時間 tに死亡するリスクとして解釈できる．ハザード関数（ で表記)は，以下の式を用

いて推定できる：
λ(t,X)

λ(t,X) = λ  (t)exp(β  X  +0 1 1 … + β  X  ))p p
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第1項は時間のみに従属し，第2項はXに従属する．我々は第2項のみに興味がある． すべての
が0に等しいなら，ハザード係数は存在しない． Coxモデルの目的は， とハザード関数の

間の関係に注目することである．

XLSTAT-Power で使用される検定は， 係数が0に等しという帰無仮説に基づいている． その
意味は， 共変量がハザード係数ではないということである．Cox モデルに関する詳細は，
このマニュアルの関連する章を参照のこと．

検定されるべき仮説は：

H0 : 

Ha : 

Wald統計が検定のために計算される:

検出力は，正規分布に従う近似を用いて計算される．この近似で使用される他のパラメータ
は：打ち切られない個体の割合であるイベント比， の標準偏差，B(log(ハザード比)) として
知られる の期待値，およびX1 とCoxモデル中の他の共変量との間の回帰によって得られる

．

標本サイズの計算

必要なオブザベーションの数を計算するには，XLSTATはある関数の根を探索するアルゴリズ
ムを使用する．それはVan Wijngaarden-Dekker-Brent アルゴリズム(Brent, 1973)と呼ばれる．
このアルゴリズムは，関数の導関数が未知の場合に適応する．それは，次式の根を見つけよう
とする：

検出力 (N) – 期待検出力

そして，検定ができるかぎり要求される検出力に近い検出力を持つようなサイズ N を得る．

Bの計算

B(log(ハザード比)) は，下記の式の係数 の推定である:

\beta_1$ は， が1ユニット増えたときのハザード比の対数での変化である（残りのすべての
説明変数は一定）．我々は対数の代わりにハザード比を使用できる． 2のハザード比では，
B=ln(2)=0.693を用いる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ

β  i β  i

β  1

X  1

β  =1 0

β   =1  0

z =  

 var(β  )1

β  1

X  1

β  1

R2

β  1

log(  ) =
λ  (t)0

λ(t∣X)
β  X  +1 1 … + β  X  k k

X  1
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る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力 （標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ（検出力の計算が選択された場合）: 1番目の標本のサイズを入力する

イベント比: イベント比（非打ち切りユニット比）を入力する．

B(log(ハザード比): Cox モデル中のX1に関連するパラメータB の推定を入力する．

X1の標準誤差: X1の標準誤差を入力する．

他のXによるX1のR²: X1 とモデル中の他の説明変数の間の回帰によって得られるR²を入力す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合はこのオプ
ションを有効にする．2つのパラメータを変化させれる．残りのすべてのパラメータは，一般

タブで定義されたとおりに使用される．
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Y 軸 : シミュレーション・プロットのY 軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズのいずれかを選べます．

X 軸 : シミュレーション・プロットのX a軸上で使用されるパラメータを選択する．検出力か標

本サイズ，第1種の過誤（アルファ）または効果量のいずれかを選べます．

区間サイズ: シミュレーション・プロットのX 軸の最大，最小，および区間サイズを入力す
る．

結果  

入力: この表は，検出力と必要な標本サイズを計算するのに使用するパラメータを表示する．

結果: この表は，アルファと検出力または必要なオブザベ ーションの数を表示する．計算によ
って得られるパラメータが太字で表示される．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は，2列からなる：ダイアログ・ボックスで選択さ
れたパラメータによって，検出力と標本サイズまたはアルファ．シミュレーション・プロット
の構築を助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットはダイアログ・ボックスのチャート・タブで定義

されたとおりにパラメータの変化を示す．

事例  

検 定 に 基 づ く 検 出 力 の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/ 平均の比較検定での必要な標本サイズまたは検出力 ?
language=ja.

必 要 な 標 本 サ イ ズ の 計 算 の 事 例 が ， Addinsoft の ウ ェ ブ サ イ ト に あ る ．
https://help.xlstat.com/s/article/重回帰分析での必要な標本サイズまたは検出力?language=ja.

参考文献  

Brent R. P (1973) Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

Cohen J. (19 88) . Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology Press, 2-
nd Edition.

Cox D. R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.

Kalbfleisch J. D. and Prentice R. L. (2002). The Statistical Analysis of Failure Time Data. 2-nd
edition, John Wiley & Sons, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%A4%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B?language=ja
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臨床試験の標本サイズ(検出力と標本サイズ)  
さまざまな種類の臨床試験の標本サイズや検出力を計算するには，このツールを使用する：同

等試験，非劣性試験，優越性試験．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTATは，臨床試験に必要な標本サイズを計算することを可能にする．

3種類の試験を調査できる：

同等試験: 同等試験（equivalence trial ）は，新しい治療が既存の治療よりも優れていな
いか劣っていることを実証したい場合である．

優越性試験: 優越性試験（superiority trial ）は，ある治療が他よりも優れていることを実

証したい場合である．

非劣性試験: 非劣性試験（non-inferiority trial ）は、新しい治療が既存の治療よりも劣って
いることを示したい場合である．

これらの検定は，バイナリの結果または連続値の結果に適用できる．

統計的検定に用いる仮説を検定する際、なすべきいくつかの決定がある：

帰無仮説 H0 と対立仮説 Ha．

使用する統計的検定．

第1種の過誤（アルファ）．帰無仮説が真であるのに棄却する場合．これは各検定につい
て先験的に設定され，5%である．

第2種の過誤（ベータ）は，あまり調査されないがとても重要である．じつは，これは帰無仮

説が偽であるのに棄却されない確率を表す．これは前もって設定できないが，モデルの他のパ
ラメータに基づいて，我々はこれを最小化しようとすることができる．検定の検出力が1- ベー
タとして計算され，帰無仮説が偽の場合に我々がそれを棄却する確率を表す．

したがって，我々は検定の検出力を最大化したい．XLSTAT-Power モジュールは，他のパラメ
ータがわかっている場合に，検出力（およびベータ）を計算する．任意の検出力について，そ
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の検出力に達するために必要な標本サイズを計算することもできる．通常の検出力は0.9で使用

されるが，試験によって変えることもできる．

必要は標本サイズまたは統計的検出力の計算は、通常、実験を実施する前に行われる．検出力

の計算の主な応用は、実験を適切に実施するために必要なオブザベーションの数を計算するこ
とである．

手法

単純な近似法を用いて必要な標本サイズが得られる．

連続値の結果での同等性検定

平均の結果が，2つのランダム化されたグループの間で比較される．比較されている2つの治療

が同等であることが受け入れられる範囲のこれらの平均，dの間の差を定義しなければならな
い．

標本サイズは，次式を用いて得られる：

With  being the variance of the outcome and:

バイナリ（2値）の結果の同等性検定

“生存している” 患者のパーセンテージが，2つのランダム化されたグループの間で比較される．
比較されている2つの治療が同等であることが受け入れられる範囲のこれらのパーセンテー
ジ，dの間の差を定義しなければならない． 標本サイズは，次式を用いて得られる：

治療でのパーセンテージである （我々はこれらのパーセンテージが両方の治療で同等で
あると仮定する）およびd は，ユーザーによって定義され，そして：

連続値の結果の非劣性検定

平均の結果が，2つのランダム化されたグループの間で比較される．帰無仮説は， 実験的治療

が標準の治療よりも劣っているとする．対立仮説は，実験的治療が標準の治療よりも劣ってい
ないとする．それよりも大きな差が実践的な問題になるように，臨床的に受け入れ可能な最大

の差であるべき非劣性限界 を選ばなければならない．

標本サイズは，次式を用いて得られる：

n =  

(d)2

f(α,β/2) ⋅ 2 ⋅ σ2

σ2

f(α,β) = (Φ (α) +−1 Φ (β))−1 2

n =  

(P (std) − d)2

f(α,β/2) ⋅ (P (std) ⋅ (100 − P (std)))

P (std)

f(α,β) = (Φ (α) +−1 Φ (β))−1 2

d
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ただし は結果の分散であり:

バイナリ(2値)の結果の非劣性検定

“生存している” 患者のパーセンテージが，2つのランダム化されたグループの間で比較される．
帰無仮説は，標準の治療でのそれらのパーセンテージが，実験的治療のそれらのパーセンテー
ジよりも，dの量によって優れているとする．対立仮説は，実験的治療が標準の治療よりも優

れているか，わずかに劣っているだけだ（dよりも大きくない）とする．ユーザーは，それよ
りも大きな差が実践的な問題となるように，非劣性限界 ( ) を定義しなければならない．通

常，標準の治療と実験的治療の両方のグループで'成功' のパーセンテージが等しいと仮定する
べきである．

標本サイズは，次式を用いて得られる：

ただし は標準の治療のパーセンテージで， は新しい治療のパーセンテージ
で， はユーザーによって定義される：

連続値の結果の優越性検定

平均の結果が，2つのランダム化されたグループの間で比較される．我々は，新しい治療に関

する平均が，標準の治療での平均よりも高いかどうかを知りたい．

標本サイズは，次式を用いて得られる：

ただし は分散で，ミュー1 と ミュー2 は，各結果のグループに関する平均であり:

クロスオーバー（交差）が提示される場合，修正の標本サイズを調整する式が用いられる：

ただし と  は各グループのクロスオーバー・パーセンテージである．

バイナリ（2値）の結果の優越性検定

n =  

(d)2

f(α,β) ⋅ 2 ⋅ σ2

σ2

f(α,β) = (Φ (α) +−1 Φ (β))−1 2

d

n =  

(P (std) − P (new) − d)2

f(α,β) ⋅ (P (std) ⋅ (100 − P (std)) + P (new) ⋅ (100 − P (new)))

P (std) P (new)
d

f(α,β) = (Φ (α) +−1 Φ (β))−1 2

n =  

(μ  − μ  )1 2
2

f(α/2,β) ⋅ 2 ⋅ σ2

σ2

f(α,β) = (Φ (α) +−1 Φ (β))−1 2

n  = adjusted   

(100 − c  − c  )1 2

n 10000∗

c1 c2
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“生存している” 患者のパーセンテージが，2つのランダム化されたグループの間で比較される．
我々は，新しい治療に関するパーセンテージが標準の治療でのパーセンテージよりも高いかど
うかを知りたい．

標本サイズは，次式を用いて得られる：

ただし は標準の治療でのパーセンテージで， は新しい治療でのパーセンテー
ジであり：

クロスオーバーが提示される場合，修正の標本サイズを調整する式が用いられる：

ただし と は各グループでのクロスオーバー・パーセンテージである．

検出力の計算

定まった標本サイズでの検出力を計算するために， XLSTATは，次式が成り立つような beta
(1-power) を探索するアルゴリズムを用いる：

標本サイズ (beta) – 期待標本サイズ =0

そして，検定が要求される標本サイズに可能な限り近い標本サイズを必要とするようなpower
(1-beta) を得る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

n =  

(P (std) − P (new))2

f(α/2,β) ⋅ (P (std) ⋅ (100 − P (std)) + P (new) ⋅ (100 − P (new)))

P (std) P (new)

f(α,β) = (Φ (α) +−1 Φ (β))−1 2

n  = adjusted   

(100 − c  − c  )1 2

n 10000∗

c1 c2
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一般 タブ:

目標: 検出力の計算か標本サイズ見積もりを選ぶ．

臨床試験: 臨床試験の種類を選択する: 同等，非劣性または優越性試験．

結果変数: 結果変数の種類（連続またはバイナリ）を選択する．

アルファ: 第1種の過誤の値を入力する（0.001 から0.999の間)．

検出力（標本サイズ見積もりが選択された場合）: 到達するべき検出力の値を入力する．

標本サイズ（検出力の計算が選択された場合）: 合計の試験のサイズを入力する．

利用可能なオプションは，選択された試験によって異なる: 連続値の結果での同等試験

標準偏差: 結果の標準偏差を入力する．

同等限界 d: 同等限界 d を入力する．

バイナリの結果での同等試験

両群の成功の% : 両グループでの成功の % を入力する．

同等限界 d: 同等限界 d を入力する．

連続値の結果での非劣性試験

標準偏差: 結果の標準偏差を入力する．

非劣性限界 d: 非劣性限界 d を入力する．

バイナリの結果での非劣性試験

対照群の成功% : 対照群での成功の % を入力する．

治療群の成功% : 治療群での成功の % を入力する．

非劣性限界 d: 非劣性限界 d を入力する．

連続値の結果での優越性試験

対照群の平均: 対照群での平均を入力する．

治療群の平均: 治療群での平均を入力する．

標準偏差: 結果の標準偏差を入力する．

対照群のクロスオーバー% : 対照群でのクロスオーバーのパーセンテージを入力する．

治療群のクロスオーバー% : 治療群でのクロスオーバーのパーセンテージを入力する．
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バイナリの結果での優越性試験

対照群の成功% : 対照群での成功の % を入力する．

治療群の成功% : 治療群での成功お % を入力する．

対照群のクロスオーバー% : 対照群でのクロスオーバーのパーセンテージを入力する．

治療群のクロスオーバー% : 治療群でのクロスオーバーのパーセンテージを入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

グラフィックス タブ:

シミュレーション・プロット: 検定のさまざまなパラメータをプロットしたい場合は，このオ
プションを有効にする．2つのパラメータが変化できる．残りのすべてのパラメータは，一般

タブで定義されたとおりに使用される．

Y軸: シミュレーション・プロットの Y 軸に使用されるべきパラメータを選択する．

X軸: シミュレーション・プロットのX 軸に使用されるべきパラメータを選択する．

区間: シミュレーション・プロットの X 軸の最大値，最小値，および区間サイズを入力する．

結果  

結果: この表は，検定のパラメータおよび検出力または必要なオブザベーションの数を表示す
る．計算によって得られるパラメータは太字である．この表の下部に説明が表示される．

シミュレーション・プロットの区間: この表は，2列からなる: ダイアログ・ボックスで選択さ
れたパラメータによって，検出力と標本サイズまたはアルファ．これはシミュレーション・プ
ロットを構築するのを助けます．

シミュレーション・プロット: このプロットは，ダイアログ・ボックスのチャート・タブで定

義されたとおりに，パラメータの進展を示す．

事例  

臨床試験に必要な標本サイズの計算の事例が，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの臨床試験のための標本サイズ?language=ja

参考文献  

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%87%A8%E5%BA%8A%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%A8%99%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA?language=ja
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Blackwelder W.C. (1982). Providing the null hypothesis in Clinical trials. Control. Clin. Trials, 3,
345-353.

Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Psychology Press, 2-
nd Edition.

Pocock S.J. (1983). Clinical trials : a practical approach, Wiley.
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統計的工程管理  
サブグループ管理図  
各時点での測定のグループがある場合に，生産品質を監視するには，このツールを使用する．
測定は量的データである必要がある．このツールは，測定された生産品質の平均やバラツキを
要約するのに便利である．

このツールには，分析を完成するために，Box-Cox 変換，工程能力の計算，特殊要因のルール
とウェストガード・ルール（特殊要因を識別するための代替ルールの集合）の適用が統合され
ている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

管理図が最初に言及されたのは， Walter Shewhart （シューハート）がベル研究所で働いてい
た1924年に書いた論文の中である．彼は，彼の本（1931年）で，彼の手法を完全に説明した．

長い間，管理図の領域では重要なイノベーションがなかった．1936年に CUSUM，UWMA お
よび EWMA 図の開発によって，Deming（デミング）が利用可能な管理図の種類を拡張した．

管理図は，もともと物品の生産で使用されていた．したがって，用語がその領域に由来してい
る．今日，このアプローチは，サービス，人事や販売などを含む，さまざまなたくさんの分野

にも適用されている．以下の章では，生産や作業現場の用語が用いられる．

サブグループ管理図

サブグループ管理図ツールは，下記の管理図を単独または組み合わせで提供する：

 (X bar): X bar 管理図は，生産工程の平均を追うのに便利である．平均シフトがダイア
グラムで簡単に視覚化される．

R: R 管理図（範囲チャート）は，生産のバラツキを分析するのに便利である．たとえ
ば，異なる生産ラインの使用によって起きる生産の大きな差が簡単に視覚化される．

X
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S, S²: S 管理図および S² 管理図も，生産のバラツキを分析するのに便利である．S 管理

図は工程の標準偏差を描き，S² 管理図は分散（標準偏差の2乗）を描く．

注意 1: より小さな平均シフトを調査したい場合は，サブグループ管理図にしばしば好まれる
CUSUM グループ管理図を使用することもできる．

注意 2: 各時点で1つの測定だけがある場合は，個別の管理図を使用する．

注意 3: 測定が質的な値（たとえば，ok，not ok，適合，不適合）の場合，属性の管理図を使用

する．

このツールは，k 個のサブグループとサブグループごとにni (i=1, …k) 個の測定が任意のデータ
集合の標準偏差(シグマまたは )の推定のための下記のオプションを提供する：

合併標準偏差（または併合標準偏差，Pooled standard deviation ）: k サブグループ内分

散を用いて計算されたシグマ：

ここで は， Burr (1969)による管理図定数．

R bar: シグマの推定量が，k サブグループの平均範囲に基づいて計算される：

ここで は，Burr (1969)による管理図定数．

S bar: シグマの推定量が， サブグループの標準偏差の平均に基づいて計算される：

ここで は，Burr (1969)による管理図定数．

工程能力

工程能力は，工程を説明し，工程が管理下にあるか，測定された変数の値が工程の規格限界内

であるかを知らせる．後者の場合，その工程は“能力がある”という．

工程能力のさまざまな指標の解釈の際は，いくつかの指標が測定値の分布の正規性もしくは少

なくとも対称性を仮定していることに注意するべきである．正規性検定の使用により，これら
の前提を検証できる（XLSTATの正規性検定を参照)．

σ

s =  /c  1 +  (n  − 1) 
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∑
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i
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i i
2
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データが正規分布でない場合，工程能力の結果を得るための以下の方法がある．

データ集合の正規性を改善するためにBox-Cox 変換を使用する．そして，正規性検定を
使用して，再び正規性を検証する．

工程能力指標 Cp 5.15 を使用する．

， ， ， をそれぞれ工程の推定平均，標準偏差，下限規格限界，上限規格限界と
し，そしてTを選択された目標値であるとする． と  を工程の真の平均と標準偏差とする．
XLSTATは，工程能力を評価するために，下記の性能指標を計算することができる：

Cp: 短期工程能力は，次式で定義される：

Cpl: 下限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

Cpu: 上限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

Cpk: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Pp: 長期工程能力は，次式で定義される：

Ppl: 下限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppu: 上限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppk: 対称分布（中心化）を仮定した長期工程能力は，次式で定義される：

m s LSL USL

μ σ

Cp =  

6s
USL − LSL

Cpl =  

3s
m − LSL

Cpu =  

3s
USL − m

Cpk = min(Cpl,Cpu)

Pp =  

6σ
USL − LSL

Ppl =  

3σ
m − LSL

Ppu =  

3σ
USL − m

Ppk = min(Ppl,Ppu)
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Cpm: 田口による短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これ
は次式で定義される：

Cpm Boyles: Boyles (1991)によって改良された田口の短期工程能力．この値は，目標値

が指定された場合に計算できる．これは次式で定義される：

Cp 5.15: 短期工程能力は次式で定義される：

Cpk 5.15: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Cpmk: Pearnの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これは
次式で定義される：

Cs Wright: Wrightの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．こ
れは次式で定義される：

Z below: 平均と下限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Cpm =  

6  s + m − T2 ( )2

USL − LSL

Cpm Boyles =  

6  (n − 1)s /n + m − T2 ( )2
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5.15s
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2.57s
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Z above: 平均と上限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z total: 平均と下限または上限規格限界の間のそれぞれの標準偏差の量は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) below: 下限規格限界の下側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) above: 上限規格限界の上側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) total: 規格限界の下または上で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

PPM below: 100万個の製品を生産したときの下限規格限界の下側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM above: 100万個の製品を生産したときの上限規格限界の上側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM total: 100万個の製品を生産したときの規格限界の下または上の不良品の数は，次式

で定義される：

Box-Cox 変換

Box-Cox変換は，時系列の正規性を改善するために使用される；Box-Cox変換は，以下の式で
定義される：

Zbelow = (m − LSL)/s

Zabove = (USL − m)/s

Ztotal = Φ (p(not conform)total)−1

p(not conform)below = Φ(Zbelow)

p(not conform)above = Φ(Zabove)

p(not conform)total = p(not conform)below + p(not conform)above

PPMbelow = p(notconform)below × 106

PPMabove = p(notconform)above × 106

PPMtotal = PPMbelow + PPMabove
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ここで，系列 { }は系列{ }，(t=1,…,n)に変換されている：

注意: の場合，1番目の式は有効であるが，Xt は厳密に正値でなければならない．
XLSTAT は， の固定値を採用するか，尤度を最大化する値を見つけることができ，モデルは
単一の説明変数としての時間での単純な線形モデルになっている．

管理図のルール

XLSTAT は，特殊要因のルールとウェスガード・ルールを適用する選択肢を提供する．2つのル
ールの設定は，管理図を解釈するために利用可能である．各設定でルールを別々に有効化と無

効化ができる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

モード タブ:

管理図ファミリ: 使用したいファミリを選択する：

Y  =t   {  ,
λ

X  −1t
λ

ln(X  ),t

X  ≥ 0,λ > 0t

X  > 0,λ = 0t

X  t Y  t

λ < 0
λ
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サブグループ管理図: 各時点で複数の測定値を持つデータ集合の場合は，このオプション
を有効にする．

個別管理図: 各時点で1つの量的測定値を持つデータ集合の場合は，このオプションを有

効にする．

属性管理図: 各時点で1つの質的測定値を持つデータ集合の場合は，このオプションを有

効にする．

時間荷重管理図: UWMA，EWMA または CUSUMのような時間荷重管理図を使用したい
場合は，このオプションを有効にする．

このステージでは，サブグループ管理図ファミリが選択されるべきである．そうでない場合

は，選択された管理図ファミリに対応するヘルプに切り替えてください．

管理図タイプ: 使用したい管理図のタイプを選択する：

X bar 管理図: 工程の平均を分析するX bar 管理図を計算したい場合は，このオプション
を有効にする．

R 管理図: 工程のバラツキを分析するR 管理図を計算したい場合は，このオプションを有

効にする．

S 管理図: 工程のバラツキを分析するS 管理図を計算したい場合は，このオプションを有

効にする．

S² 管理図: 工程のバラツキを分析するS²管理図を計算したい場合は，このオプションを
有効にする．

X bar R 管理図: 工程の平均値とバラツキを分析するために， X bar 管理図と R 管理図を
一緒に計算したい場合は，このオプションを有効にする．

X bar S管理図: 工程の平均値とバラツキを分析するために， X bar管理図と S管理図を一

緒に計算したい場合は，このオプションを有効にする．

X bar S²管理図: 工程の平均値とバラツキを分析するために，X管理図とS²管理図を一緒

に計算したい場合は，このオプションを有効にする．

一般 タブ:

データ形式: データ形式を選択する．

列/行: 同じグループに属する個別の測定として，XLSTATに各列（列モードの場合）また
は各行（行モードの場合）を取らせるには，このオプションを有効にする．

1列/行: 異なるサブグループの測定が，すべて同じ列（列モード）または1行（行モー
ド）であるな，このオプションを有効にする．さまざまな測定値をそれらの対応するサ
ブグループに割り当てるために，一定のグループ・サイズを入力するか，グループ識別

子が入っている列または行を選択する．

データ: データ形式 “1列/行” が選択された場合，すべてのデータを含む固有の列または行を選

ぶ．対応するサブグループへのデータの割り当ては，グループ・フィールドを用いるか，共通
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のサブグループ・サイズを設定して指定されなければならない．データ“列/行” オプションを選

択する場合，サブグループ内の測定値ごとに1列/行でデータ領域を選択する．

グループ: データ形式“1列/行” が選択された場合，グループ識別子が含まれる列/行を選択する
ために，このオプションを有効にする．データ選択の各要素の対応するグループを識別するデ
ータを選択する．

共通サブグループ・サイズ: データ形式“1列/行” が選択され，サブグループ・サイズが一定の場

合，グループ・オプションを無効にして，このフィールドに共通サブグループ・サイズを入力

する．

フェーズ: フェーズ識別子を持つ1列/行を供給するには，このオプションを有効にする．各フェ
ーズで，XLSTATは中心線と管理限界を再計算し，新しい管理図を作成する．

さまざまな仕様: 工程能力パラメータについて，各フェーズに特有な仕様を入力したい場

合は，このオプションを有効にする．この場合，オプション．タブで，各フェーズの
USL値，LSL値，および 目標値を入力しなければならない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，XLSTAT
がオブザベーション・ラベルを自動で生成する（Obs1, Obs2 …）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: データ選択の最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベルを含む
場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

上方管理限界:

境界: 工程の上方管理限界に採用する最大値を入力したい場合は，このオプションを有効

にする．この値は，上方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 上方管理限界を入力する．この値は，計算された上方管理限界のところで使用され
る．

下方管理限界:

境界: 工程の下方管理限界に採用する最小値を入力したい場合は，このオプションを有効

にする．この値は，計算された下方管理限界がここに入力された値より大きいときに使

用される．
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値: 下方管理限界を入力する．計算された下方管理限界が無効にされて，この値が使用さ
れる．

工程能力を計算: 入力データに基づいて工程能力を計算するには，このオプションを有効にす
る（より詳細は解説 を参照）．

USL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の上方規格限界(USL)を入力

する．

LSL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の下方規格限界(LSL)を入力

する．

目標値: 工程能力の計算が有効になっている場合，工程の目標値を追加するためにこのオ
プションを有効にする．

信頼区間 (%):“工程能力を計算” オプションが有効になっている場合，工程能力の信頼区

間を計算するために使用する信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト
値： 95．

Box-Cox: Box-Cox 変換を計算するには，このオプションを有効にする．ラムダ・パラメータ
の値を調整するか， XLSTAT にそれを最適化させることができる（詳細は解説 を参照）．

k シグマ: 上方および下方管理限界の間の距離と管理図の中心線を入力するには，このオプショ
ンを有効にする．入力した係数kを推定標準偏差に乗じて，距離が調整される．Burr (1969) の
補正係数が適用される．

アルファ: 管理図の中心線の信頼範囲のサイズを定義するには，このオプションを有効にす
る．管理図の分布の100 – アルファ % が管理限界の内側である．Burr (1969) の補正係数が適

用される．

平均: 管理図の中心線の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過去デ
ータに基づくべきである．

シグマ: 管理図の標準偏差の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過

去データに基づくべきである．このオプションが有効になっている場合， “推定” タブで標準偏

差の推定方法を選ぶことができる．

推定 タブ:

シグマための手法: 管理図の標準偏差の推定方法を決定するには，このオプションを選択する
（詳細は解説を参照）：

合併標準偏差（Pooled standard deviation ）
R-bar
S-bar

出力 タブ:

表示ゾーン: 下方および上方管理限界の傍にゾーン A および Bの限界も表示するには，このオ
プションを有効にする．
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正規性検定: データの正規性をチェックするには，このオプションを有効にする（より詳細は
正規性検定を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

特殊要因の検定: 特殊要因のルールによって管理図のポイントを分析するには，このオプショ
ンを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

1 ポイントが中心線から3シグマ以上

9 ポイント連続で中心線から同じ側

6 ポイント連続で，すべて増加または減少

14 ポイント連続で，交互に上がり下がり

3 ポイント中2ポイントが，中心線から > 2シグマ（同じ側）

5 ポイント中4 ポイントが，中心線から > 1シグマ（同じ側）

15ポイント連続で，中心線から（いずれかの側）1シグマ以内

8 ポイント連続で，中心線から > 1シグマ（いずれかの側）

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

ウェストガード・ルールを適用: ウェストガード・ルールによって管理図のポイントを分析す
るには，このオプションを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

ルール 1 2s

ルール 1 3

ルール 2 2s

ルール 4s

ルール 4 1s

ルール 10 X

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

チャート タブ:

管理図を表示: 管理図をグラフィカルに表示するには，このオプションを有効にする．

正規 Q-Q プロット: 正規分布に基づいてQ-Q プロットを表示するには，このオプションをチェ
ックする．

http://localhost:50286/NOR.md
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ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

に関しては，密度関数が表示される．

ラン・チャート: 最新のデータ・ポイントの管理図を表示するには，このオプションを有効に
する．各個別測定が表示される．

結果  

推定値:

推定平均: この表は，さまざまなフェーズでの推定平均値を表示する．

推定標準偏差: この表は，さまざまなフェーズでの推定標準偏差の値を表示する．

Box-Cox変換:

モデルのパラメータの推定: この表は，ラムダ・パラメータが最適化された場合にのみ利用可

能である．これは，ラムダの推定値を表示する．

変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．ラムダが最適化された場合は，
変換された系列は，モデルの残差に一している．最適化されなかった場合は，変換された系列

は，Box-Cox 変換の直接適用になる．

工程能力:

工程能力: これらの表は，“工程能力” オプションが選択された場合に表示される．各フェーズ
について1つの表がある．表は，工程についての以下の指標と，もし可能であれば，対応する
信頼区間を含む：Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5,
Cpmk, Cs (Wright).

Cp, Cpl, および Cpuについては工程性能に関する情報が提供され，Cp については解釈を助け
るために状態情報が提供される．

Cp の値は，Ekvall および Juran (1974)に基づく下記の状態を持つ：

 なら，"不十分"

 なら，"よい"

なら，"十分"

Montgomery (2001)に基づき，Cp は期待される工程性能について以下の最小値を持つ必要があ
る：

既存工程では1.33

Cp < 1

1 ≤ Cp ≤ 1.33

Cp > 1.33
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新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.50

その変数が重要な場合の新規工程では1.67

Montgomery (2001)に基づき，Cpu と Cpl は期待される工程性能について以下の最小値を持つ
必要がある：

既存工程では，1.25

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.45

その変数が重要な場合の新規工程では1.60

能力: この管理図は，規格限界と管理限界に関する情報を含む．下限と上限の間の線は，垂直

の補助マークで中央線での区間を表する．各フェーズのさまざまな管理限界が，それぞれ引か
れる．

管理図情報:

リクエストされた各管理図について，以下の結果がそれぞれ表示される．管理図は単独，また
は X bar 管理図との組み合わせで選択できる．

X bar/ R/ S/ S² 管理図: この表は，選択された管理図の中央線と上方および下方管理限界に関す
る情報を含む．各フェーズについて1列となる．

オブザベーション詳細: この表は，各サブグループの詳細情報を表示する．各サブグループ
で，対応するフェーズ，サイズ，平均，最小および最大値，中心線，下方および上方管理限界

が表示される．ゾーンA，B および C に関する情報が有効になっている場合，ゾーン A および
B の下方および上方管理限界も表示される．

ルール詳細: ルール・オプションが有効になっている場合，ルールに関する詳細の表が表示さ
れる．各サブグループについて，適用する各ルールに1行が充てられる．“Yes” は，対応うるル
ールが対応するサブグループに活性化することを示し，“No” は，ルールが適用されないことを
示す．

X bar/ R/ S/ S² 管理図: 管理図が有効になっている場合は，上記の2つの表の情報を含む管理図

が表示される．各サブグループが表示される．中心線と下方および上方管理限界も表示され
る．対応するオプションが有効にされた場合，ゾーン A および B の下方および上方管理限界が
含まれ，ルールが活性化されたサブグループのラベルがある．有効化されたルールのリジェン
ドと対応するル番号が管理図の下部に表示される．

正規性検定:

4つの検定のそれぞれについて，検定に鑑定する統計量が表示される．とくにあとで検定の解

釈で，選んだ有意度しきい値と比較して使用するp-値が含まれる．

リクエストされた場合は，Q-Q プロットが表示される．

ヒストグラム: ヒストグラムが表示される．必要であれば，Excel のグラフと同様，線の色，ス
ケール，タイトルを変更できる．

ラン・チャート: 最後のデータ・ポイントの管理図が表示される．
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事例  

SPC サブグループ管理図の使用法を説明するチュートリアルが Addinsoft のウェブサイトにあ
る：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのサブ-グループ管理図チュートリアル?language=ja>
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個別管理図  
各時点での単一の測定量がある生産品質を監視するには，このツールを使用する．測定量は量

的変数である必要がある．

このツールは，測定されている生産品質の移動平均，中央値，および変動を要約するのに便利

である．

このツールには，分析を完成するために，統合されたBox-Cox 変換，工程能力の計算，特殊要

因のルールとウェストガード・ルール（特殊要因を識別するための代替ルールの集合）の適用

を含む．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

管理図が最初に言及されたのは， Walter Shewhart （シューハート）がベル研究所で働いてい
た1924年に書いた論文の中である．彼は，彼の本（1931年）で，彼の手法を完全に説明した．

長い間，管理図の領域では重要なイノベーションがなかった．1936年に CUSUM，UWMA お
よび EWMA 図の開発によって，Deming（デミング）が利用可能な管理図の種類を拡張した．

管理図は，もともと物品の工場生産で使用されていた．したがって，用語がその領域に由来し
ている．今日，このアプローチは，サービス，人事や販売などのさまざまなたくさんの分野に
も適用されている．以下の章では，生産や作業現場の用語が用いられる．

個別管理図

個別管理図ツールは，下記の管理図を単独または組み合わせで提供する：

X 個別: 生産工程の移動平均を追うことが有用である．平均シフトがダイアグラムで簡単

に見ることができる．

MR 移動範囲: これは生産の変動を分析するのに有用である．異なる生産ラインの使用に
よって引き起こされる生産での大きな際を簡単に見ることができる．表示される．

注意 1: より小さな平均シフトを調査したい場合は，CUSUM 個別管理図を使用することもで
き，これはよ小さな平均シフトを検出できるので，個別管理図と比較してよく好まれている．

注意2: 各時点で複数の測定量がある場合は，サブグループ用の管理図を使用するべきである．
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注意 3: 質的データで測定値を持つ場合（たとえば，OK，OKでない，適合する，適合しな
い），属性用の管理図を使用する．

このツールは，n個の測定値が任意のデータ集合の標準偏差（シグマ）の推定に下記のオプシ
ョンを提供する：

平均移動範囲: シグマの推定値が， m 個の測定値の窓幅を用いた平均移動範囲に基づい
て計算される．

ここで は，Burr (1969)による管理図定数．

中央値移動範囲: シグマの推定値が，m 個の測定値の窓幅を用いた移動範囲の中央値に基

づいて計算される．

ここで は，Burr (1969)による管理図定数．

標準偏差: シグマの推定値が， 個の測定値の標準偏差 に基づいて計算される．

ここで は，Burr (1969)による管理図定数

工程能力

工程能力は，工程を説明して，工程が管理下にあり，測定された変数の分布が工程の規格限界

内にあるかどうかを知らせる．測定された変数の分布が技術的な管理限界内にある場合，その
工程は“能力がある”という．

工程能力のさまざまな指標を解釈する際，いくつかの指標が測定された変数の分布の正規性ま
たは，少なくとも対称性を仮定していることに注意を払うべきである．正規性検定の使用によ
って，これらの前提を検証できる（XLSTAT-Proの正規性の検定を参照)．

データが正規分布でない場合，工程能力の結果を得るために以下の選択がある．

データ集合の正規性を改善するために Box-Cox 変換を使用する．そして，正規性検定を
用いて，再び正規性を検証する．

工程能力指標 Cp 5.15を用いる．

, , ,  を（それぞれ）工程の推定平均，標準偏差，下限規格限界，上限規格限界

とし，そして Tを選択された目標値であるとする.  と  を工程の真の平均と標準偏差とす
る．XLSTATは，工程能力を評価するために，下記の性能指標を計算することができる：

Cp: 短期工程能力は，次式で定義される：

=ŝ /d  m 2

d  2

=ŝ /d  median 4

d  4

n s

=ŝ s/c  4

c  4

m s LSL USL

μ σ

Cp =  

6s
USL − LSL
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Cpl: 下限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

Cpu: 上限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

Cpk: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Pp: 長期工程能力は，次式で定義される：

Ppl: 下限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppu: 上限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppk: 対称分布（中心化）を仮定した長期工程能力は，次式で定義される：

Cpm: 田口による短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これ
は次式で定義される：

Cpm Boyles: Boyles: Boyles (1991)によって改良された田口の短期工程能力．この値は，
目標値が指定された場合に計算できる．これは次式で定義される：

Cp 5.15: 短期工程能力は次式で定義される：

Cpl =  

3s
m − LSL

Cpu =  

3s
USL − m

Cpk = min(Cpl,Cpu)

Pp =  

6σ
USL − LSL

Ppl =  

3σ
m − LSL

Ppu =  

3σ
USL − m

Ppk = min(Ppl,Ppu)

Cpm =  

6  s + m − T2 ( )2

USL − LSL

Cpm Boyles =  

6  (n − 1)s /n + m − T2 ( )2

USL − LSL
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Cpk 5.15: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Cpmk: Pearnの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これは
次式で定義される：

Cs Wright: Wright: Wrightの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算で
きる．これは次式で定義される：

Z below: 平均と下限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z above: 平均と上限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z total: 平均と下限または上限規格限界の間のそれぞれの標準偏差の量は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) below: 下限規格限界の下側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

Cp 5.15 =  

5.15s
USL − LSL

Cpk 5.15 =  

2.57s
(USL − LSL)/2 − ∣m − (USL + LSL)/2∣

Cpmk =  

 s + m − T2 ( )2

s ⋅ Cpk

  

Cs =  

3    (x  − T ) +   ×  ×   

n
1

i=1
∑
n

i
2

∣
∣
∣
∣

(n−1)(n−2)
n m  

2
3 (

n−1
n

c  4
2

m  2 )
−1/2

∣
∣
∣
∣

(USL − LSL)/2 − ∣m − T ∣

with

m  =  (x  − T )r

i=1

∑
n

i
r

c  =  Γ(  )/Γ(  )4 [
n − 1

2 ]
1/2

2
n

2
n − 1 −1

Zbelow = (m − LSL)/s

Zabove = (USL − m)/s

Ztotal = Φ (p(not conform)total)−1

p(not conform)below = Φ(Zbelow)
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p(not konform) above: 上限規格限界の上側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：:

p(not conform) total: 規格限界の下または上で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

PPM below: 100万個の製品を生産したときの下限規格限界の下側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM above: 100万個の製品を生産したときの上限規格限界の上側の不良品の数は，次式

で定義される： $$ PPM above = p(not conform) above \times 10^6 $$

PPM total: 100万個の製品を生産したときの規格限界の下または上の不良品の数は，次式

で定義される：

Box-Cox 変換

Box-Cox 変換は，時系列の正規性を改善するために使用される；Box-Cox 変換は，下記の式で
定義される：

ここで系列{ } は系列 { }，ただし (t=1,…,n)に変換されている：

注意:  の場合，1番目の式は有効であるが， は厳密に正値でなければならない．
XLSTAT は，固定された の値を採用するか，尤度値を最大化する値を見つけることがで
き，モデルは時間を単一の説明変数として持つ単純な線形モデルになっている．

管理図ルール

XLSTAT は，データ集合で特殊要因のルールとウェストガード・ルールを適用する選択を提供

する．管理図を解釈するために，2種類のルールが利用可能である．各ルールを別々に有効ま
たは無効にできる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ

p(not conform)above = Φ(Zabove)

p(not conform)total = p(not conform)below + p(not conform)above

PPMbelow = p(notconform)below × 106

PPMtotal = PPMbelow + PPMabove

Y  =t   {  ,
λ

X  −1t
λ

ln(X  ),t

X  ≥ 0,λ > 0t

X  > 0,λ = 0t

X  t Y  t

λ < 0 X  t
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る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

管理図タイプ: 使用したい管理図のタイプを選択する：

X 個別管理図: 工程の平均を分析するX 個別管理図を計算したい場合は，このオプション
を有効にする．

MR 移動範囲管理図: 工程のバラツキを分析するMR 管理図を計算したい場合は，このオ
プションを有効にする．

X-MR 個別/移動範囲管理図: 工程の平均とバラツキを分析するために X 個別管理図とMR
管理図を一緒に計算したい場合は，このオプションを有効にする．

データ: すべてのデータを含む固有の列または行を選ぶ．

フェーズ: フェーズ識別子を持つ1つの行/列を供給するには，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，XLSTAT
がオブザベーション・ラベルを自動で生成する（Obs1, Obs2 …）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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列/行ラベル: データ選択の最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベルを含む
場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

上方管理限界:

境界: 工程の上方管理限界に採用する最大値を入力したい場合は，このオプションを有効にす
る．この値は，上方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 上方管理限界を入力する．この値が使用されて，計算された上方管理限界が変更される．

下方管理限界:

境界: 工程の下方管理限界に採用する最大値を入力したい場合は，このオプションを有効にす
る．この値は，下方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 下方管理限界を入力する．この値は，計算された下方管理限界のところで使用される．

工程能力を計算: 入力データに基づいて工程能力を計算するには，このオプションを有効にす
る（より詳細は解説を参照）．

USL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の上方規格限界(USL)を入力する．

LSL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の下方規格限界(LSL)を入力する．

目標値: 工程能力の計算が有効になっている場合，工程の目標値を追加するためにこのオプシ
ョンを有効にする．

信頼区間 (%):“工程能力を計算” オプションが有効になっている場合，工程能力の信頼区間を計

算するために使用する信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95．

Box-Cox: Box-Cox 変換を計算するには，このオプションを有効にする．ラムダ・パラメータ
の値を調整するか， XLSTAT にそれを最適化させることができる（詳細は解説を参照）．

k シグマ: 上方および下方管理限界の間の距離と管理図の中心線を入力するには，このオプショ
ンを有効にする．入力した係数kを推定標準偏差に乗じて，距離が調整される．Burr (1969) の
補正係数が適用される．

アルファ: 管理図の中心線の信頼範囲のサイズを定義するには，このオプションを有効にす
る．管理図の分布の100 – アルファ % が管理限界の内側である．Burr (1969) の補正係数が適

用される．

平均: 管理図の中心線の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過去デ
ータに基づくべきである．

シグマ: 管理図の標準偏差の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過

去データに基づくべきである．このオプションが有効になっている場合， “推定” タブで標準偏

差の推定方法を選ぶことができる．
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推定 タブ:

シグマための手法: 管理図の標準偏差の推定方法を決定するには，このオプションを選択する
（詳細は解説を参照）：

平均移動範囲

中央値移動範囲

MR 長さ: 移動範囲内で考慮に入れるオブザベーションの数を変更するには、この値を変

更する。

標準偏差: シグマの推定量がn個の測定の標準偏差を用いて計算される。

出力 タブ:

表示ゾーン: 下方および上方管理限界の傍にゾーン A および Bの限界も表示するには，このオ
プションを有効にする．

正規性検定: データの正規性をチェックするには，このオプションを有効にする（より詳細は
正規性検定 を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

特殊要因の検定: 特殊要因のルールによって管理図のポイントを分析するには，このオプショ
ンを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

中心線から3シグマ以上で1ポイント

中心線から同じ側に9 ポイント連続

6 ポイント連続，すべて増加または減少

14 ポイント連続，交互に上がり下がり

3 ポイント中2ポイントが中心線から> 2シグマ（同じ側）

5 ポイント中4 ポイントが中心線から> 1シグマ（同じ側）

中心線から（いずれかの側）1シグマ以内に15ポイント連続

中心線から> 1シグマ（いずれかの側）に8ポイント連続

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

ウェストガード・ルールを適用: ウェストガード・ルールによって管理図のポイントを分析す
るには，このオプションを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

ルール 1 2s

http://localhost:50286/NOR.md
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ルール 1 3

ルール 2 2s

ルール 4s

ルール 4 1s

ルール 10 X

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

チャート タブ:

管理図を表示: 管理図をグラフィカルに表示するには，このオプションを有効にする．

正規 Q-Q プロット: 正規分布に基づいてQ-Q プロットを表示するには，このオプションをチェ
ックする．

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

につていは，密度関数が表示される．

ラン・チャート: 最新のデータ・ポイントの管理図を表示するには，このオプションを有効に
する．各個別測定が表示される．

結果  

推定値:

推定平均: この表は，さまざまなフェーズでの推定平均値を表示する．

推定標準偏差: この表は，さまざまなフェーズでの推定標準偏差の値を表示する．

Box-Cox 変換:

モデルのパラメータの推定: この表は，ラムダ・パラメータが最適化された場合にのみ利用可

能である．これは，ラムダの推定値を表示する．

変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．ラムダが最適化された場合は，
変換された系列は，モデルの残差に一している．最適化されなかった場合は，変換された系列

は，Box-Cox 変換の直接適用になる．

工程能力:
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工程能力: これらの表は，“工程能力” オプションが選択された場合に表示される．各フェーズ
について1つの表がある．表は，工程についての以下の指標と，もし可能であれば，対応する
信頼区間を含む：Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5,
Cpmk, Cs (Wright).

Cp, Cpl, および Cpuについては工程性能に関する情報が提供され，Cp については解釈を助け
るために状態情報が提供される．

Cp の値は，Ekvall および Juran (1974)に基づく下記の状態を持つ：

 なら，"不十分"

 なら，"よい"

 なら，"十分"

Montgomery (2001)に基づき，Cp は期待される工程性能について以下の最小値を持つ必要があ
る：

既存工程では1.33

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.50

その変数が重要な場合の新規工程では1.67

Montgomery (2001)に基づき，Cpu と Cpl は期待される工程性能について以下の最小値を持つ
必要がある：

既存工程では，1.25

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.45

その変数が重要な場合の新規工程では1.60

能力: この管理図は，規格限界と管理限界に関する情報を含む．下限と上限の間の線は，垂直

の補助マークで中央線での区間を表する．各フェーズのさまざまな管理限界が，それぞれ引か
れる．

管理図情報:

リクエストされた各管理図について，以下の結果がそれぞれ表示される．管理図は単独，また
は X 個別管理図との組み合わせで選択できる．

X 個別 / MR 移動範囲管理図: この表は，選択された管理図の中央線と上方および下方管理限界

に関する情報を含む．各フェーズについて1列となる．

オブザベーション詳細: この表は，各サブグループの詳細情報を表示する．各サブグループ
で，対応するフェーズ，サイズ，平均，最小および最大値，中心線，下方および上方管理限界
が表示される．ゾーンA，B および C に関する情報が有効になっている場合，ゾーン A および
B の下方および上方管理限界も表示される．

ルール詳細: ルール・オプションが有効になっている場合，ルールに関する詳細の表が表示さ
れる．各サブグループについて，適用する各ルールに1行が充てられる．“Yes” は，対応うるル

Cp < 1

1 ≤ Cp ≤ 1.33

Cp > 1.33
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ールが対応するサブグループに活性化することを示し，“No” は，ルールが適用されないことを
示す．

X 個別 / MR 移動範囲管理図: 管理図が有効になっている場合は，上記の2つの表の情報を含む
管理図が表示される．各サブグループが表示される．中心線と下方および上方管理限界も表示

される．対応するオプションが有効にされた場合，ゾーン A および B の下方および上方管理限

界が含まれ，ルールが活性化されたサブグループのラベルがある．有効化されたルールのリジ
ェンドと対応するル番号が管理図の下部に表示される．

正規性検定:

4つの検定のそれぞれについて，検定に鑑定する統計量が表示される．とくにあとで検定の解

釈で，選んだ有意度しきい値と比較して使用するp-値が含まれる．

リクエストされた場合は，Q-Q プロットが表示される．

ヒストグラム: ヒストグラムが表示される．必要であれば，Excel のグラフと同様，線の色，ス
ケール，タイトルを変更できる．

ラン・チャート: 最後のデータ・ポイントの管理図が表示される．

事例  

SPC 個別管理図の使用法を説明するチュートリアルが Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの個別管理図チュートリアル?language=ja
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New York.
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属性管理図  
各時点で単一の測定値がある場合に，生産品質を監視するために，このツールを使用する． 測
定値は，工程の属性または属性数に基づきます．

このツールは，測定された生産品質のカテゴリ値を要約するのに便利である．

このツールには，分析を完成するために，Box-Cox 変換，工程能力の計算，特殊要因のルール
とウェストガード・ルール（特殊要因を識別するための代替ルールの集合）の適用が統合され
ている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

管理図が最初に言及されたのは， Walter Shewhart （シューハート）がベル研究所で働いてい
た1924年に書いた論文の中である．彼は，彼の本（1931年）で，彼の手法を完全に説明した．

長い間，管理図の領域では重要なイノベーションがなかった．1936年に CUSUM，UWMA お
よび EWMA 図の開発によって，Deming（デミング）が利用可能な管理図の種類を拡張した．

管理図は，もともと物品の生産の領域で使用されていた．したがって，用語がその領域に由来

している．今日，このアプローチは，たとえば，人事や販売など，さまざまなたくさんの分野

にも適用されている． 以下の章では，生産や作業現場の用語が用いられる．

属性管理図

属性管理図は，下記の種類の管理図を提供する：

P 管理図: これは製造工程の不適合ユニットの割合を追跡するのに有用である．

NP 管理図: これは製造工程の不適合ユニットの絶対数を追跡するのに有用である．

C 管理図: これは，各検査ユニットが一定サイズの製造の場合に有用である．これは検査

ごとの不適合アイテムの絶対数を追跡するのに使用できる．

U 管理図: これは製造での各検査ユニットのサイズが一定ではない場合に有用である．こ
れは検査ごとの不適合アイテムの割合を追跡するのに使用できる．

これらの管理図は，“不適合製品” または “不適合”のいずれかを分析する．それらは通常.，納品

前(製品の出荷前)か，納品時（製品の受け入れ時）に ，品質を検査するために使用される． す



統計的工程管理  1249 属性管理図  

べての製品を検査する要はない．

検査は，よく定義されたサイズの検査単位で行われる．倉庫でのテレビの受け入れの場合，そ
のサイズは 1 かもしれない．24 個の桃の箱詰めの場合は，24であろう．

P および NP 管理図は，生産工程の不適合製品の比率，絶対数をそれぞれ分析できる． たとえ
ば，不適合なテレビ・セットの数，または痛んだ桃が少なくとも1個入っている箱の数を数え
ることができる．

C および U 管理図は，検査単位での不適合の発生の比率，絶対数をそれぞれ分析できる．たと
えば，各検査単位での不良トランジスタの数（1台のテレビで動作しないトランジスタがいく
つか存在するかもしれない），または箱ごとの痛んだ桃の数を数えることができる．

P 管理図は，生産工程の不適合単位の比率を追うのに役立つ．

NP 管理図は，生産工程の不適合単位の絶対数を追うのに役立つ．

C 管理図は，各検査単位での生産が一定サイズである場合に，検査ごとの不適合アイテムの絶

対数を追うのに使用できる．

U 管理図は，各検査単位での生産が一定サイズでない場合に，検査ごとの不適合アイテムの比

率を追うのに使用できる．

工程能力

工程能力は，工程を説明して，工程が管理下にあり測定された変数の分布が工程の規格限界内

にあるかどうかを知らせる．測定された変数の分布が技術的な管理限界内にある場合，その工

程は“能力がある”という．

工程能力のさまざまな指標を解釈する際，いくつかの指標が測定された変数の分布の正規性ま
たは，少なくとも対称性を仮定していることに注意を払うべきである．正規性検定の使用によ
って，これらの前提を検証できる（XLSTAT-Proの正規性の検定を参照)．

データが正規分布でない場合，工程能力の結果を得るために以下の選択がある．

データ集合の正規性を改善するために Box-Cox 変換を使用する．そして，正規性検定を用い
て，再び正規性を検証する．

工程能力指標 Cp 5.5を用いる．

， ， ， をそれぞれ工程の推定平均，標準偏差，下限規格限界，上限規格限界と
し，そしてTを選択された目標値であるとする． と  を工程の真の平均と標準偏差とする．
XLSTATは，工程能力を評価するために，下記の性能指標を計算することができる：

Cp: 短期工程能力は，次式で定義される：

Cpl: 下限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

m s LSL USL

μ σ

Cp =  

6s
USL − LSL

Cpl =  

3s
m − LSL
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Cpu: 上限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

Cpk: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Pp: 長期工程能力は，次式で定義される：

Ppl: 下限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppu: 上限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppk: 対称分布（中心化）を仮定した長期工程能力は，次式で定義される：

Cpm: 田口による短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これ
は次式で定義される：

Cpm Boyles: Boyles (1991)によって改良された田口の短期工程能力．この値は，目標値

が指定された場合に計算できる．これは次式で定義される：

Cp 5.15: 短期工程能力は次式で定義される：

Cpk 5.15: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Cpu =  

3s
USL − m

Cpk = min(Cpl,Cpu)

Pp =  

6σ
USL − LSL

Ppl =  

3σ
m − LSL

Ppu =  

3σ
USL − m

Ppk = min(Ppl,Ppu)

Cpm =  

6  s + m − T2 ( )2

USL − LSL

Cpm Boyles =  

6  (n − 1)s /n + m − T2 ( )2

USL − LSL

Cp 5.15 =  

5.15s
USL − LSL
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Cpmk: Pearnの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これは
次式で定義される：

Cs Wright: Wrightの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．こ
れは次式で定義される：

Z below: 平均と下限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z above: 平均と上限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z total: 平均と下限または上限規格限界の間のそれぞれの標準偏差の量は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) below: 下限規格限界の下側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) above: 上限規格限界の上側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

Cpk 5.15 =  

2.57s
(USL − LSL)/2 − ∣m − (USL + LSL)/2∣

Cpmk =  

 s + m − T2 ( )2

s ⋅ Cpk
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3    (x  − T ) +   ×  ×   

n
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i=1
∑
n

i
2

∣
∣
∣
∣

(n−1)(n−2)
n m  

2
3 (
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n

c  4
2

m  2 )
−1/2

∣
∣
∣
∣
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with
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i=1

∑
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c  =  Γ(  )/Γ(  )4 [
n − 1

2 ]
1/2

2
n

2
n − 1 −1

Zbelow = (m − LSL)/s

Zabove = (USL − m)/s

Ztotal = Φ (p(not conform)total)−1

p(not conform)below = Φ(Zbelow)

p(not conform)above = Φ(Zabove)
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p(not conform) total: 規格限界の下または上で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

PPM below: 100万個の製品を生産したときの下限規格限界の下側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM above: 100万個の製品を生産したときの上限規格限界の上側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM total: 100万個の製品を生産したときの規格限界の下または上の不良品の数は，次式

で定義される：

Box-Cox 変換

Box-Cox 変換は，時系列の正規性を改善するために使用される；Box-Cox 変換は，下記の式で
定義される：

ここで系列 が系列 に変換される．ただし ：

注意: の場合，1番目の式は有効であるが， は厳密に正値でなければならない．
XLSTAT は，固定された の値を採用するか，尤度値を最大化する値を見つけることができ，
モデルは時間を単一の説明変数として持つ単純な線形モデルになっている．

管理図ルール

XLSTAT は，データ集合で特殊要因のルールとウェストガード・ルールを適用する選択を提供
する．管理図を解釈するために，2種類のルールが利用可能である．各ルールを別々に有効ま
たは無効にできる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

p(not conform)total = p(not conform)below + p(not conform)above

PPMbelow = p(notconform)below × 106

PPMabove = p(notconform)above × 106

PPMtotal = PPMbelow + PPMabove

Y  =t  {  ,  (X  ≥ 0, λ  = 0) ou (X  ≥ 0, λ > 0),
λ

X  −1t
λ

t  t

ln(X  ),  X  > 0, λ = 0,t t

X  t Y  t t = 1, … ,n

λ < 0 X  t

λ
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で
きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

管理図タイプ: 使用したい管理図のタイプを選択する(詳細：

P 管理図

NP 管理図

C 管理図

U 管理図

データ: すべてのデータを含む固有の列または行を選ぶ．

グループ: データ形式“1列/行” が選択された場合，グループ識別子が含まれる列/行を選択する
ために，このオプションを有効にする．データ選択の各要素の対応するグループを識別するデ
ータを選択する．

共通サブグループ・サイズ: データ形式“1列/行” が選択され，サブグループ・サイズが一定の場

合，グループ・オプションを無効にして，このフィールドに共通サブグループ・サイズを入力

する．

フェーズ: フェーズ識別子を持つ1つの行/列を供給するには，このオプションを有効にする．

さまざまな仕様: 工程能力パラメータについて，各フェーズに特有な仕様を入力したい場

合は，このオプションを有効にする．この場合，オプション．タブで，各フェーズの
USL値，LSL値，および 目標値を入力しなければならない．
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オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，XLSTAT
がオブザベーション・ラベルを自動で生成する（Obs1, Obs2 …）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: データ選択の最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベルを含む
場合，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

上方管理限界(UCL):

境界: 工程の上方管理限界に採用する最大値を入力したい場合は，このオプションを有効にす
る．この値は，上方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 上方管理限界を入力する．この値が使用されて，計算された上方管理限界が変更される．

下方管理限界(LCL):

境界: 工程の下方管理限界に採用する最小値を入力したい場合は，このオプションを有効にす
る．この値は，計算された下方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 下方管理限界を入力する．この値が使用されて，計算された下方管理限界が変更される．

工程能力を計算: 入力データに基づいて工程能力を計算するには，このオプションを有効にす
る（より詳細は解説を参照）．

USL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の上方規格限界(USL)を入力する．

LSL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の下方規格限界(LSL)を入力する．

目標値: 工程能力の計算が有効になっている場合，工程の目標値を追加するためにこのオプシ
ョンを有効にする．

信頼区間 (%):“工程能力を計算” オプションが有効になっている場合，工程能力の信頼区間を計
算するために使用する信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95．
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Box-Cox変換: Box-Cox 変換を計算するには，このオプションを有効にする．ラムダ・パラメ
ータの値を調整するか， XLSTAT にそれを最適化させることができる（詳細は解説を参照）．

k シグマ: 上方および下方管理限界の間の距離と管理図の中心線を入力するには，このオプショ
ンを有効にする．入力した係数kを推定標準偏差に乗じて，距離が調整される．Burr (1969) の
補正係数が適用される．

アルファ (%): 管理図の中心線の信頼範囲のサイズを定義するには，このオプションを有効にす
る．管理図の分布の100 – アルファ % が管理限界の内側である．Burr (1969) の補正係数が適

用される．

P bar / C bar / U bar: 管理図に中央線の値を入力するには，このオプションを有効にする．こ
の値は，過去データに基づくべきである．

出力 タブ:

ゾーン表示: 下方および上方管理限界の傍にゾーン A および Bの限界も表示するには，このオ
プションを有効にする．

正規性検定: データの正規性をチェックするには，このオプションを有効にする（より詳細は
正規性検定 を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

特殊要因の検定: 特殊要因のルールによって管理図のポイントを分析するには，このオプショ
ンを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

中心線から3シグマ以上で1 ポイント

中心線から同じ側に9 ポイント連続

6 ポイント連続，すべて増加または減少

14 ポイント連続，交互に上がり下がり

3 ポイント中2ポイント中心線から > 2シグマ（同じ側）

5 ポイント中4 ポイント中心線から > 1シグマ（同じ側）

中心線から（いずれかの側）1シグマ以内に15ポイント連続

8 ポイント連続中心線から > 1シグマ（いずれかの側）

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

ウェストガード・ルールを適用: ウェストガード・ルールによって管理図のポイントを分析す
るには，このオプションを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

ルール 1 2s.
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ルール 1 3.

ルール 2 2s.

ルール 4s.

ルール 4 1s.

ルール 10 X.

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

チャート タブ:

管理図を表示: 管理図をグラフィカルに表示するには，このオプションを有効にする．

正規 Q-Q プロット: 正規分布に基づいてQ-Q プロットを表示するには，このオプションをチェ
ックする．

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布
につていは，密度関数が表示される．

ラン・チャート: 最新のデータ・ポイントの管理図を表示するには，このオプションを有効に
する．各個別測定が表示される．

結果  

推定値:

推定平均: この表は，さまざまなフェーズでの推定平均値を表示する．

推定標準偏差: この表は，さまざまなフェーズでの推定標準偏差の値を表示する．

Box-Cox変換:

モデルのパラメータの推定: この表は，ラムダ・パラメータが最適化された場合にのみ利用可

能である．これは，ラムダの推定値を表示する．

変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．ラムダが最適化された場合は，
変換された系列は，モデルの残差に一している．最適化されなかった場合は，変換された系列
は，Box-Cox 変換の直接適用になる．

工程能力:

工程能力: これらの表は，“工程能力” オプションが選択された場合に表示される．各フェーズ
について1つの表がある．表は，工程についての以下の指標と，もし可能であれば，対応する
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信頼区間を含む：Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5,
Cpmk, Cs (Wright).

Cp, Cpl, および Cpuについては工程性能に関する情報が提供され，Cp については解釈を助け
るために状態情報が提供される．

Cp の値は，Ekvall および Juran (1974)に基づく下記の状態を持つ：

Cp < 1 なら，"不十分"

1 <= Cp <= 1.33 なら，"よい"

Cp > 1.33なら，"十分"

Montgomery (2001)に基づき，Cp は期待される工程性能について以下の最小値を持つ必要があ
る：

既存工程では1.33

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.50

その変数が重要な場合の新規工程では1.67

Montgomery (2001)に基づき，Cpu と Cpl は期待される工程性能について以下の最小値を持つ
必要がある：

既存工程では，1.25

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.45

その変数が重要な場合の新規工程では1.60

能力: この管理図は，規格限界と管理限界に関する情報を含む．下限と上限の間の線は，垂直

の補助マークで中央線での区間を表する．各フェーズのさまざまな管理限界が，それぞれ引か
れる．

管理図情報:

リクエストされた各管理図について，以下の結果がそれぞれ表示される．管理図は単独，また
は X 属性管理図との組み合わせで選択できる．

P / NP / C / U 管理図: この表は，選択された管理図の中央線と上方および下方管理限界に関す
る情報を含む．フェーズごとに1列ある．

オブザベーション詳細: この表は，各オブザベーションの詳細情報を表示する．各オブザベー
ションで，対応するフェーズ，P，NP，C，Uの値，サブグループのサイズ，中心線，下方およ
び上方管理限界が表示される．ゾーンA，B および C に関する情報が有効になっている場合，
ゾーン A および B の下方および上方管理限界も表示される．

ルール詳細: ルール・オプションが有効になっている場合，ルールに関する詳細の表が表示さ
れる．各サブグループについて，適用する各ルールに1行が充てられる．“Yes” は，対応うるル
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ールが活性化することを示し，“No” は，ルールが適用されないことを示す．

P / NP / C / U 管理図: 管理図が有効になっている場合は，上記の2つの表の情報を含む管理図が
表示される．中心線と下方および上方管理限界も表示される．対応するオプションが有効にさ
れた場合，ゾーン A および B の下方および上方管理限界が含まれ，ルールが活性化されたサブ
グループのラベルがある．有効化されたルールのリジェンドと対応するル番号が管理図の下部

に表示される．

正規性検定:

4つの検定のそれぞれについて，検定に鑑定する統計量が表示される．とくにあとで検定の解

釈で，選んだ有意度しきい値と比較して使用するp値が含まれる．

リクエストされた場合は，Q-Q プロットが表示される．

ヒストグラム: ヒストグラムが表示される．必要であれば，Excel のグラフと同様，線の色，ス
ケール，タイトルを変更できる．

ラン・チャート: 最後のデータ・ポイントの管理図が表示される．

事例  

属性管理図の使用法を説明するチュートリアルが Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの属性管理図チュートリアル?language=ja
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時間荷重管理図  
各時点で測定値のグループまたは単一の測定値がある場合に，生産品質を監視するために，こ
のツールを使用する．測定値は量的変数である必要がある．

このツールは，測定された生産品質の平均と変動を要約するのに便利である．

このツールには，分析を完成するために，Box-Cox 変換，工程能力の計算，特殊要因のルール
とウェストガード・ルール（特殊要因を識別するための代替ルールの集合）の適用が統合され
ている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

管理図が最初に言及されたのは， Walter Shewhart （シューハート）がベル研究所で働いてい
た1924年に書いた論文の中である．彼は，彼の本（1931年）で，彼の手法を完全に説明した．

長い間，管理図の領域では重要なイノベーションがなかった．1936年に CUSUM，UWMA お
よび EWMA 図の開発によって，Deming（デミング）が利用可能な管理図の種類を拡張した．

管理図は，もともと物品の生産の領域で使用されていた．したがって，用語がその領域に由来

している．今日，このアプローチは，たとえば，人事や販売など，さまざまなたくさんの分野

にも適用されている． 以下の章では，生産や作業現場の用語が用いられる．

時間荷重管理図

時間荷重管理図ツールは，下記の種類の管理図を提供する：

CUSUM または CUSUM 個別

UWMA または UWMA 個別

EWMA または EWMA 個別

CUSUM，UWMA または EWMA 管理図は，生産工程の平均を追うのに便利である．平均シフ
トがダイアグラムで簡単に可視化できる．

UWMA および EWMA 管理図
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この管理図は，生データに直接には基づかない．それらは，平滑化されたデータに基づく．

UWMA 管理図の場合，データは，移動窓内で一様な重みづけを用いて平滑化される．そして管

理図は，シューハート管理図のように分析される．

EWMA 管理図の場合，データは指数重みづけを用いて平滑化される．そして，管理図は，シュ
ーハート管理図のように分析される．

CUSUM 管理図

これらの管理図は，生データに直接には基づかない．それらは正規化データに基づく．

これらの管理図は，ユーザー定義の粒度での平均シフトを検出することを支援する．粒度は，
設計パラメータ kで定義される． k は検出される平均シフトの半分である． 1 シグマのシフト
を検出するには，k は0.5に設定される．

2種類のCUSUM 管理図が描かれる：片側と両側の管理図．片側CUSUM 管理図の場合，上方お
よび下方累積和 SH および SL が再帰的に計算される．

または がしきい値 より大きい場合，平均シフトが検出される． の値は，ユーザーに
よって選べる（ は通常 4 または 5に設定される）．

計算の始めと平均シフト検出後のSH と SL の初期値は常に0である．オプションFIR （Fast
Initial Response）を用いて，この初期値をユーザー定義値に変更できる．

両側CUSUM 管理図の場合，正規化データが計算される．上方または下方管理限界は，“U マス
ク” または “V マスク”と呼ばれる．これらの名前は，管理限界が管理図上に引かれる形に由来す
る．任意のデータ・ポイントについて，平均シフト検出のための最大上方および下方限界が，
後ろ向きに計算されて，U または V マスク形式で管理図に引かれる．マスクの原点でのデフォ
ルトのデータ・ポイントは，最後のデータ・ポイントである．オプション原点で，これを変更

できる．

このツールは，任意の k 個のサブグループとサブグループごとに 個の測定値

を持つデータ集合の標準偏差（シグマ）の推定のために，下記のオプションを提供する：

合併標準偏差（Pooled standard deviation）: 個のサブグループ内分散を用いてシグ
マが計算される:

R bar: 個のサブグループの平均範囲に基づいて，シグマの推定値が計算される: 
 ここで は，Burr (1969)による管理図定数である．

SH  =i max(0, (z  −i k) + SH  )i−1

SL  =i min(0, (z  +i k) + SL  )i−1

SH SL h h

h

n   (i =i 1, … , k)

k

=ŝ  /c  1 +  n  − 1 

 n  − 1
i=1
∑
k

( i )

 n  − 1 s  

i=1
∑
k

( i )
i
2

4 (
i=1

∑
k

( i ))

k =ŝ

/d  R 2 d  2
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S bar: 個のサブグループの標準偏差の平均に基づいて，シグマの推定値が計算される：

個の個別測定値の場合:

平均移動範囲: 個の測定値の窓長を用いた平均移動範囲に基づいて，シグマの推定値が
計算される: , ここで は，Burr (1969)による管理図定数である

中央値移動範囲: 個の測定値の窓長を用いた移動範囲の中央値に基づいて，シグマの推

定値が計算される．  ここで  は，Burr (1969)による管理図定数であ
る．

標準偏差: 個の測定値の標準偏差に基づいて，シグマの推定値が計算される: 
ここで は，Burr (1969)による管理図定数である．

工程能力

工程能力は，工程を説明して，工程が管理下にあり測定された変数の分布が工程の規格限界内
にあるかどうかを知らせる．測定された変数の分布が技術的な管理限界内にある場合，その工

程は“能力がある”という．

工程能力のさまざまな指標を解釈する際，いくつかの指標が測定された変数の分布の正規性ま
たは，少なくとも対称性を仮定していることに注意を払うべきである．正規性検定の使用によ
って，これらの前提を検証できる（XLSTAT-Proの正規性の検定を参照)．

データが正規分布でない場合，工程能力の結果を得るために以下の選択がある．

データ集合の正規性を改善するために Box-Cox 変換を使用する．そして，正規性検定を
用いて，再び正規性を検証する．

工程能力指標 Cp 5.5を用いる．

， ， ， をそれぞれ工程の推定平均，標準偏差，下限規格限界，上限規格限界と
し，そしてTを選択された目標値であるとする． と  を工程の真の平均と標準偏差とする．
XLSTATは，工程能力を評価するために，下記の性能指標を計算することができる：

Cp: 短期工程能力は，次式で定義される：

Cpl: 下限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

Cpu: 上限規格に関する短期工程能力は，次式で定義される：

k

=Ŝ /c    s  

k
1

i=1
∑
k

i
2

4

n

m

=ŝ /d  m 2 d  2

m

=ŝ /d  median 4 d  4

n =ŝ s/c  4

c  4

m s LSL USL

μ σ
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6s
USL − LSL

Cpl =  

3s
m − LSL
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Cpk: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Pp: 長期工程能力は，次式で定義される：

Ppl: 下限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppu: 上限規格に関する長期工程能力は，次式で定義される：

Ppk: 対称分布（中心化）を仮定した長期工程能力は，次式で定義される：

Cpm: 田口による短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これ
は次式で定義される：

Cpm Boyles: Boyles (1991)によって改良された田口の短期工程能力．この値は，目標値

が指定された場合に計算できる．これは次式で定義される：

Cp 5.15: 短期工程能力は次式で定義される：

Cpk 5.15: 中心化分布を仮定した短期工程能力は，次式で定義される：

Cpu =  

3s
USL − m

Cpk = min(Cpl,Cpu)

Pp =  

6σ
USL − LSL

Ppl =  

3σ
m − LSL

Ppu =  

3σ
USL − m

Ppk = min(Ppl,Ppu)

Cpm =  

6  s + m − T2 ( )2

USL − LSL

Cpm Boyles =  

6  (n − 1)s /n + m − T2 ( )2

USL − LSL

Cp 5.15 =  

5.15s
USL − LSL

Cpk 5.15 =  

2.57s
(USL − LSL)/2 − ∣m − (USL + LSL)/2∣
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Cpmk: Pearnの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．これは
次式で定義される：

Cs Wright: Wrightの短期工程能力．この値は，目標値が指定された場合に計算できる．こ
れは次式で定義される：

Z below: 平均と下限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z above: 平均と上限規格限界の間の標準偏差の量は，次式で定義される：

Z total: 平均と下限または上限規格限界の間のそれぞれの標準偏差の量は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) below: 下限規格限界の下側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) above: 上限規格限界の上側で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

p(not conform) total: 規格限界の下または上で不良品が生産される確率は，次式で定義さ
れる：

Cpmk =  

 s + m − T2 ( )2

s ⋅ Cpk
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3    (x  − T ) +   ×  ×   
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Zbelow = (m − LSL)/s

Zabove = (USL − m)/s

Ztotal = Φ (p(not conform)total)−1

p(not conform)below = Φ(Zbelow)

p(not conform)above = Φ(Zabove)
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PPM below: 100万個の製品を生産したときの下限規格限界の下側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM above: 100万個の製品を生産したときの上限規格限界の上側の不良品の数は，次式

で定義される：

PPM total: 100万個の製品を生産したときの規格限界の下または上の不良品の数は，次式

で定義される：

Box-Cox変換: Box-Cox 変換は，時系列の正規性を改善するために使用される；Box-Cox 変換

は，下記の式で定義される：

ここで系列 が系列 に変換される．ただし ：

注意: の場合，1番目の式は有効であるが， は厳密に正値でなければならない．
XLSTAT は，固定された の値を採用するか，尤度値を最大化する値を見つけることができ，モ
デルは時間を単一の説明変数として持つ単純な線形モデルになっている．

 チャート・ルール

XLSTAT は，データ集合で特殊要因のルールとウェストガード・ルールを適用する選択を提供

する．管理図を解釈するために，2種類のルールが利用可能である．各ルールを別々に有効ま
たは無効にできる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

p(not conform)total = p(not conform)below + p(not conform)above

PPMbelow = p(notconform)below × 106

PPMabove = p(notconform)above × 106

PPMtotal = PPMbelow + PPMabove

Y  =t   {  ,
λ

X  −1t
λ

ln X  ,( t)
X  > 0,λ  = 0  or  X  ≥ 0,λ > 0( t  ) ( t )
X  > 0, λ = 0t

{X  }t {Y  }t (t = 1, … ,n)

l < 0 X  t

l
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

管理図タイプ: 使用したい管理図のタイプを選択する(詳細は 解説：

CUSUM 管理図

CUSUM 個別管理図

UWMA 管理図

UWMA 個別管理図

EWMA 管理図

EWMA 個別管理図

データ形式: データ形式を選択する．

列/行: XLSTAT が，同じサブグループに属する別々の測定値として，各列（列モード）ま
たは各行（行モード）を取るようにするには，このオプションを有効にする．

1列/行: サブグループの測定値が1つの列または行で連続的につながっている場合，この
オプションを有効にする．さまざまな測定値を対応するサブグループに割り当てるに
は，一定のグループ・サイズを入力するか，グループ識別子が入っている列または行を
選択する．

データ: データ形式« 1列/行 » が選択されている場合，すべてのデータを含む固有の列または行

を選ぶ．対応するサブグループへのデータを割り当ては，グループ・フィールドを用いるか，
共通のサブグループ・サイズを設定して指定されなければならない．データ« 列/行 » オプショ
ンを選択する場合，サブグループ内の測定値ごとに1列/行でデータ領域を選択する．

グループ: データ形式 «1列/行 »が選択されている場合，グループ識別子を格納する列/行を選択

するために，このオプションを有効にする．データ選択の各要素の対応するグループを識別す
るデータを選択する．
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共通サブグループ・サイズ: データ形式 « 1列/行 » が選択されていてサブグループのサイズが
一定である場合，グループ・オプションを無効にして，このフィールドに共通サブグループ・
サイズを入力することができる．

フェーズ: フェーズ識別子を持つ1つの行/列を供給するには，このオプションを有効にする．

さまざまな仕様: 工程能力パラメータについて，各フェーズに特有な仕様を入力したい場

合は，このオプションを有効にする．この場合，オプション．タブで，各フェーズの
USL値，LSL値，および 目標値を入力しなければならない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，XLSTAT
がオブザベーション・ラベルを自動で生成する（Obs1, Obs2 …）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．.

列/行ラベル: データ選択の最初の行（列モード）または最初の列（行モード）がラベルを含む
場合，このオプションを有効にする．

標準化: CUSUM 管理図の場合，計算された合計と正規化管理限界を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

目標値: CUSUM 管理図の場合，データの正規化の際に使用される目標値を入力するには，こ
このオプションを有効にする．デフォルト値は，推定平均である．

重み: EWMA 管理図の場合，指数平滑化の重み係数を入力するには，このオプションを有効に
する．

MA 長: UWMA 管理図の場合，移動平均の窓の長さを入力するには，このオプションを有効に
する．

オプション  タブ:

上方管理限界:

境界: 工程の上方管理限界に採用する最大値を入力したい場合は，このオプションを有効にす
る．この値は，上方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 上方管理限界を入力する．この値が使用されて，計算された上方管理限界が変更される．
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下方管理限界:

境界: 工程の下方管理限界に採用する最小値を入力したい場合は，このオプションを有効にす
る．この値は，計算された下方管理限界がここに入力された値より大きいときに使用される．

値: 下方管理限界を入力する．この値が使用されて，計算された下方管理限界が変更される．

工程能力を計算: 入力データに基づいて工程能力を計算するには，このオプションを有効にす
る（より詳細は解説を参照）．

USL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の上方規格限界(USL)を入力する．

LSL: 工程能力の計算が有効になっている場合，ここで工程の下方規格限界(LSL)を入力する．

目標値: 工程能力の計算が有効になっている場合，工程の目標値を追加するためにこのオプシ
ョンを有効にする．

信頼区間 (%):“工程能力を計算” オプションが有効になっている場合，工程能力の信頼区間を計

算するために使用する信頼区間のパーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値： 95．

Box-Cox: Box-Cox 変換を計算するには，このオプションを有効にする． パラメータの値を調

整するか， XLSTAT にそれを最適化させることができる（詳細は解説 を参照）．

k シグマ: 上方および下方管理限界の間の距離と管理図の中心線を入力するには，このオプショ
ンを有効にする．入力した係数kを推定標準偏差に乗じて，距離が調整される．Burr (1969) の
補正係数が適用される．

アルファ: 管理図の中心線の信頼範囲のサイズを定義するには，このオプションを有効にす
る．管理図の分布の が管理限界の内側である．Burr (1969) の補正係数が適用され
る．

平均: 管理図の中心線の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過去デ
ータに基づくべきである．

シグマ: 管理図の標準偏差の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過

去データに基づくべきである．このオプションが有効になっている場合， “推定” タブで標準偏

差の推定方法を選ぶことができる．

推定 タブ:

シグマための手法: 管理図の標準偏差の推定方法を決定するには，このオプションを選択する
（詳細は解説を参照）：

合併標準偏差: すべての利用可能な測定値を用いて標準偏差が計算される．それは，各サ
ブグループについてk個の測定値を持つ，n個のサブグループを持ち，標準偏差を計算す
るために，すべての n * k個の測定値が 等しく重み付けされることを意味する．

R bar: 個のサブグループの平均範囲を用いて，シグマの推定値が計算される．

λ

(100 − α)%

n
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S bar: 個のサブグループの平均標準偏差を用いて，シグマの推定値が計算される．

平均移動範囲: 個の測定値の窓長を用いた平均移動範囲を用いて，シグマの推定値が計

算される．

中央値移動範囲: 個の窓長を用いた移動範囲の中央値を用いて，シグマの推定値が計算

される．

MR 長: 移動範囲の窓長を変更するには，このオプションを有効にする．

標準偏差: n 個の測定値の標準偏差を用いて，シグマの推定値が計算される．

計画 タブ:

CUSUM 管理図が選択されている場合のみ，このタブが有効になる．

スキーム: 使用したい管理図の種類に基づいて，下記のオプションの1つを選ぶ（より詳細は解

説 を参照）：

片側 (LCL/UCL): 上方および下方累積和が，各ポイントで別々に計算される．

FIR: 上方および下方累積和の初期値を変更するには，このオプションを有効にする．デ
フォルト値は 0．

両側(U-Mask): 正規化された値が表示される．原点から開始して，平均シフト検出ごとに
上方および下方限界が，マスクの形式で後ろ向きに表示される．

原点: マスクの原点を変更するには，このオプションを有効にする．デフォルト値は，最

後のデータ･ポイントである．

計画: ここでは，平均シフト検出のパラメータを決定できる（より詳細は解説を参照）：

h: 上方および下方累積和のしきい値または平均シフトが検出された上方からのマスクを
入力する．

k: 平均シフト検出の粒度を入力する．K は，検出する平均シフトの半分である． デフォ
ルト値は，1 シグマの平均シフトを検出する 0.5 である．

出力 タブ:

ゾーン表示: 下方および上方管理限界の傍にゾーン A および Bの限界も表示するには，このオ
プションを有効にする．

正規性検定: データの正規性をチェックするには，このオプションを有効にする（より詳細は
正規性検定を参照）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

特殊要因の検定: 特殊要因のルールによって管理図のポイントを分析するには，このオプショ
ンを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

n

m

m

http://localhost:50286/NOR.md
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中心線から3シグマ以上で1 ポイント

中心線から同じ側に9 ポイント連続

6 ポイント連続，すべて増加または減少

14 ポイント連続，交互に上がり下がり

3 ポイント中2ポイント、中心線から> 2シグマ（同じ側）

5 ポイント中4 ポイント、中心線から> 1シグマ（同じ側）

中心線から（いずれかの側）1シグマ以内に15ポイント連続

8 ポイント連続、中心線から> 1シグマ（いずれかの側）

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

ウェストガード・ルールを適用: ウェストガード・ルールによって管理図のポイントを分析す
るには，このオプションを有効にする．以下のルールを個別に有効にできる：

ルール 1 2s

ルール 1 3

ルール 2 2s

ルール 4s

ルール 4 1s

ルール 10 X

すべて: すべてのオプションを選択するには，このボタンをクリックする．

なし: すべてのオプションを非選択にするには，このボタンをクリックする．

チャート タブ:

管理図を表示: 管理図をグラフィカルに表示するには，このオプションを有効にする．

正規 Q-Q プロット: 正規分布に基づいてQ-Q プロットを表示するには，このオプションをチェ
ックする．

ヒストグラム: 標本のヒストグラムを表示するには，このオプションを有効にする．理論分布

につていは，密度関数が表示される．

ラン・チャート: 最新のデータ・ポイントの管理図を表示するには，このオプションを有効に
する．各個別測定が表示される．
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結果  

推定値:

推定平均: この表は，さまざまなフェーズでの推定平均値を表示する．

推定標準偏差: この表は，さまざまなフェーズでの推定標準偏差の値を表示する．

Box-Cox変換:

モデルのパラメータの推定: この表は，ラムダ・パラメータが最適化された場合にのみ利用可
能である．これは，ラムダの推定値を表示する．

変換前と後の系列: この表は，変換前と後の系列を表示する．ラムダが最適化された場合は，
変換された系列は，モデルの残差に一している．最適化されなかった場合は，変換された系列

は，Box-Cox 変換の直接適用になる．

工程能力:

工程能力: これらの表は，“工程能力” オプションが選択された場合に表示される．各フェーズ
について1つの表がある．表は，工程についての以下の指標と，もし可能であれば，対応する
信頼区間を含む：Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5,
Cpmk, Cs (Wright).

Cp, Cpl, および Cpuについては工程性能に関する情報が提供され，Cp については解釈を助け
るために状態情報が提供される．

Cp の値は，Ekvall および Juran (1974)に基づく下記の状態を持つ：

Cp < 1 なら，"不十分"

1 <= Cp <= 1.33 なら，"よい"

Cp > 1.33なら，"十分"

Montgomery (2001)に基づき，Cp は期待される工程性能について以下の最小値を持つ必要があ
る：

既存工程では1.33

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.50

その変数が重要な場合の新規工程では1.67

Montgomery (2001)に基づき，Cpu と Cpl は期待される工程性能について以下の最小値を持つ
必要がある：

既存工程では，1.25

新規工程または，その変数が重要な場合の既存工程では1.45
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その変数が重要な場合の新規工程では1.60

能力: この管理図は，規格限界と管理限界に関する情報を含む．下限と上限の間の線は，垂直

の補助マークで中央線での区間を表する．各フェーズのさまざまな管理限界が，それぞれ引か
れる．

管理図情報:

リクエストされた各管理図について，以下の結果がそれぞれ表示される．

UWMA / EWMA / CUSUM 管理図: この表は，選択された管理図の中央線と上方および下方管

理限界に関する情報を含む．各フェーズについて1列となる．

オブザベーション詳細: この表は，各サブグループについての詳細な情報を表示する．各サブ
グループで，対応するフェーズ，選択されたダイアグラムの種類による値，中央線，下方およ
び上方管理限界が表示される． ゾーンA，B および C に関する情報が有効になっている場合，

ゾーン A および B の下方および上方管理限界も表示される．

ルール詳細: ルール・オプションが有効になっている場合，ルールに関する詳細の表が表示さ
れる．各サブグループについて，適用する各ルールに1行が充てられる．“Yes” は，対応うるル
ールが活性化することを示し，“No” は，ルールが適用されないことを示す．

UWMA / EWMA / CUSUM 管理図: 管理図が有効になっている場合は，上記の2つの表の情報を
含む管理図が表示される．中心線と下方および上方管理限界も表示される．対応するオプショ
ンが有効にされた場合，ゾーン A および B の下方および上方管理限界が含まれ，ルールが活性

化されたサブグループのラベルがある．有効化されたルールのリジェンドと対応するル番号が
管理図の下部に表示される．

正規性検定:

4つの検定のそれぞれについて，検定に鑑定する統計量が表示される．とくにあとで検定の解

釈で，選んだ有意度しきい値と比較して使用するp-値が含まれる．

リクエストされた場合は，Q-Q プロットが表示される．

ヒストグラム: ヒストグラムが表示される．必要であれば，Excel のグラフと同様，線の色，ス
ケール，タイトルを変更できる．

ラン・チャート: 最後のデータ・ポイントの管理図が表示される．

事例  

SPC 時間荷重管理図ツールの使用法を説明するチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトに
ある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの時間荷重管理図チュートリアル?language=ja

参考文献  

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E8%8D%B7%E9%87%8D%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9B%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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パレート図  
要因（または質的変数）の集合について記述統計量を計算してパレート図を表示するには，こ
のツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

事例

参考文献

解説  

パレート図の名前はイタリアの経済学者に由来するが，産業問題に最初に適用したのは，J. M.
Juran であると認められている．

調査されるべき原因（未確認項目など）が，一覧され，合計が100 %になるように，それぞれ
にパーセンテージが割り当てられる．パーセンテージは，実質的には並べ替えされた棒グラフ
や関連する累積曲線であるダイアグラムを構築するために使用される．パレート分析は，原因

を順位づけして，それらのどれに最初に取り組むべきかを決定するために使用する．

複数の変数（または標本）を同時に選択できるが，XLSTAT は標本のそれぞれのすべての記述

統計量を別々に計算する．さまざまな副標本を組わせたグラフを表示できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

要因: 記述統計量を計算したい要因のリストを表現する質的データの列（または行モードでは
行）を選択する．

度数: データがすでに要因のリストで集計されていて，これらの要因の度数のリストに対応し
ている場合は，このオプションをチェックする．ここで，選択された要因のリストに対応する
度数のリストを選択する．

副標本: 各オブザベーションの副標本の名前またはインデックスを示す列を選択するには，こ
のオプションをチェックする．

変数-カテゴリ・ラベル: 変数名と続くカテゴリ名を指定して，副標本を表示したい場合

は，このオプションをチェックする．

全標本と比較: 副標本を完全な標本と比較したい場合は，このオプションをチェックす
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行がラベルを含むなら，このオプションをチェックする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合，このオプションをチェックする． このオ
プションをチェックしない場合は，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．
列ヘッダが選択された場合，"標本ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

並べ替えオプション: 並べ替えオプションを下記から選ぶ:

並べ替えなし: 要因が並べ替えられない．
降順: 要因がその度数によって降順で並べ替えられる．
第1降順:要因が最初の系列の度数によって降順で並べ替えられる．
アルファベット順: 要因がアルファベットの昇順で並べ替えられる．

カテゴリを合成: 質的データのカテゴリを合成させるべきか，どのように合成させるかを決定
するオプションを選択する．
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度数が低い: ユーザー定義値よりも度数が小さいカテゴリを合成させるには，このオプシ
ョンを選ぶ．

% 小さい: ユーザー定義値よりも%小さいカテゴリを合成するには，このオプションを選

ぶ．

K個のM小カテゴリ: 個の最小カテゴリを合成するには，このオプションを選ぶ． の値

は，ユーザーが定義する．

累積 %: パレート図の累積%がユーザー定義値よりも大きくなると，残りのすべてのカテ
ゴリを合成するには，このオプションを選ぶ

チャート タブ:

使用する値: 左縦軸に表示されるべきデータのタイプを選ぶ：

度数: カテゴリの度数に対応するプロットのスケールを作成するには，このオプションを
選ぶ．

相対度数: カテゴリの相対度数に対応するプロットのスケールを作成するには，このオプ
ションを選ぶ．

色を変更する場所: 特定の累積 % に達したとき，バーの色を変更したい場合は，このオプショ
ンを有効にする．is reached.

すべての系列を1つのグラフに: 複数の要因の系列または複数の度数を選択した場合は，単一の
要約グラフにすべての系列を表示するために，このオプションを有効にする．

事例  

パレート図の作成方法を示す事例が，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのパレート図チュートリアル?language=ja

参考文献  

Juran J.M. (1960). Pareto, Lorenz, Cournot, Bernouli, Juran and others. Industrial Quality-
Control, 17(4), 25.

Pareto V. (1906). Manuel d’Economie Politique. 1. Edition, Paris.

Pyzdek Th. (2003). The Six Sigma Handbook Revised and Expanded, McGraw Hill, New York.

Ryan Th. P. (2000). Statistical Methods for Quality Improvement, Second Edition, Wiley Series
in probability and statistics, John Wiley & Sons, New York.

k k

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9B%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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量的変数のゲージ R&R （測定システム分析）  
複数のパーツについて1人または複数のオペレータによって取られた複数の量的測定がある場

合，測定手法を管理し検証するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

測定システム分析（MSA ：Measurement System Analysis）またはゲージ  R&R （Gage
Repeatability and Reproducibility）は，測定プロセスを管理または審査するための手法であ
る． どのソースが測定データの変動の原因であるかを決定するのに有用である．変動は測定シ
ステム，オペレータまたはパーツによって起こり得る．量的測定値に適用されるゲージ R&R
は，2つの一般的な手法に基づいている： ANOVA および R 管理図．

“ゲージ” という言葉は，この手法が計器または測定手法の検証を目的としていることに由来す
る．

同じオブジェクト（アプリケーションの領域によって，製品，ユニット，パーツ，またはサン
プル）について，任意のオペレータで何度もある測定値が取られて，しきい値より上に変化す
ることがなければ，その測定は“反復性がある” という．測定システムの反復性が満足でない場

合，測定システムの品質を疑うか，または測定システムが高い変動の原因として現れないな
ら，反復性の結果を得ないようにオペレータを訓練するべきである．

任意のオプジェクト（アプリケーションの領域によって，製品，ユニット，パーツ，またはサ
ンプル）について，複数のオペレータによって取られた測定値が，しきい値より上に変化する
ことがなければ，その測定は “再現性がある” という．測定システムの再現性が満足でない場

合，オペレータの結果がより均質になるようにオペレータを訓練するべきである．

ゲージ R&R 分析の目的は，バラツキの根本原因を識別し，必要であれば，それを削減するた
めに必要な措置をとることである．

測定値が量的データの場合，ゲージR&R 分析には2つの代替手法がある．1つは分散分析

（ANOVA ）に基づき，もう1つはR 管理図(範囲と平均)に基づく．

以下の説明では， は，反復性に対応する分散を表す．これが低いほど，測定値が
より反復される（オペレータが任意のパーツで均一な結果を得る）．この計算は，ANOVA の
場合と R 管理図の場合では異なる． は，再現性に対応する合計分散の比であ

 σ̂Repeatability
2

 σ̂  Reproducibility 
2
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る．これが低いほど，測定値がより再現される（さまざまなオペレータが任意のパーツで一貫

した測定値を得る）．この計算は，ANOVA の場合と R 管理図の場合では異なる．

は，ゲージ R&Rの分散である．計算は常に前の 2つの分散の合計

である．

ANOVA

R&R 分析でANOVA モデルが使用される場合，測定値のバラツキがオペレータに関係するか否

か，測定されているパーツ自体に関係するか否か，両方の交互作用に関係するか（何人かのオ
ペレータがいくつかの部品で有意に高いまたは低い測定値を得る）否かを統計的に検定でき
る．ゲージ R&R 分析を行う場合，2つの計画が可能である：交差計画（バランス）および入れ
子計画．

交差計画:

2つの要因，OperatorとPartを持つバランス型ANOVA が実行される．主要因だけを含む縮約型

ANOVA モデル，または交互作用の項（Part*Operator）も含む完全モデルのいずれかを選べ
る．

クロス型ANOVAでは，データはバランス型ANOVAの要件を満たさなければならない． それ
は，任意の要因について，すべてのカテゴリで等しい度数を持ち，各オペレータが各パーツを
測定することを意味する．完全ANOVAの場合，F 統計量が以下のように計算される：

ここでMSE は，誤差の2乗の平均を意味する． 交互作用 Operator*Part のp-値が，ユーザー定
義しきい値（通常25 %）以上であれば，交互作用の項は，モデルから除去される．したがっ
て，モデルを縮約する．

交互作用のある交差型ANOVA の場合，分散は以下のように定義される：

縮約されたモデル（交互作用なし）の場合，分散は以下のように定義される：

 σ̂R&R
2

 =σ̂R&R
2

 +σ̂Repeatability
2

 σ̂  Reproducibility 
2

F  =operator MSE  /MSE  operator part∗operator

F  =part MSE  /MSE  part part∗operator

  

= MSE  σ̂2
Error

 = MSE  − MSE  /nRepσ̂part∗operator
2 ( part∗operator Error)

 = MSE  − MSE  /(nPart.nRep)σ̂operator
2 ( operator part∗operator)

 = MSE  − MSE  /(nOperator.nRep)σ̂part
2 ( part part∗operator)

 =σ̂Repeatability
2 σ̂2

 =  +  σ̂  Reproducibility 
2 σ̂operator

2 σ̂part∗operator
2

 =  +  σ̂R&R
2 σ̂Repeatability

2 σ̂  Reproducibility 
2
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ここで MSE は平均2乗誤差，  は反復の数，  はパーツの数， はオペ
レータの数を意味する．

入れ子計画:

2つの要因，Operator および Part(Operator)を持つ入れ子型ANOVA が実行される． 入れ子型

ANOVAでは，以下の条件を満たさなければならない：任意の要因について，すべてのカテゴリ
で等しい度数を持ち，1つのパーツが1人のオペレータによってのみチェックされる． F 統計量

が以下のように計算される：

ここで MSE は，平均2乗誤差の略である．

ここで MSE は平均2乗誤差， は反復の数， はパーツの数， はオペレ
ータの数である．

R管理図

ANOVA法ほど強力ではないが，範囲と平均の分析に基づくゲージ R&R 分析は， 計算が簡単で
管理図（R管理図）を作成する． ANOVA 法と同様，これは測定プロセスの反復性と再現性を
計算できる．この手法を使用するには，複数のパーツ，オペレータ，繰り返し（通常10 パー
ツ，3 オペレータ，2 繰り返し)が必要である．

R 管理図に基づいて，さまざまな分散が以下のように計算できる：

  

= MSE  σ̂2
Error

 = 0σ̂part∗operator
2

 = MSE  /(nPart.nRep)σ̂operator
2 ( operator)

 = MSE  /(nOperator.nRep)σ̂part
2 ( part)

 =σ̂Repeatability
2 σ̂2

 =  +  σ̂  Reproducibility 
2 σ̂operator

2 σ̂part∗operator
2

 =  +  σ̂R&R
2 σ̂Repeatability

2 σ̂  Reproducibility 
2

nRep nPart nOperator

F  =operator MSE  /MSE  operator part(operator)

F  =part(operator) MSE  /MSE  part(operator) Error

  

= MSE  σ̂2
Error

 =σ̂Repeatability
2 σ̂2

 = MSE  − MSE  /(nPart.nRep)σ̂  Reproducibility 
2 ( operator part(operator))

 =  +  σ̂R&R
2 σ̂Repeatability

2 σ̂  Reproducibility 
2

nRep nPart nOperator
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ここで  
は，各パーツ（それぞれのオペレータ）での平均の全オペレータ（それぞれのパーツ）の最大

と最小の差で， は繰り返しの回数， はパーツの数， はオペレータの
数， はBurr (1969)の管理図定数である．

反復性の計算の際，範囲管理図の平均振幅が使用されることがわかる．パーツのバラツキと再

現性は， 管理図の平均値に基づいている．

インジケータ

XLSTAT は，測定システムを説明するために分散から派生するさまざまなインジケータ（指
標）を提供する．

異なるソースでのスタディの変動（study variation）は，ソースの対応する標準偏差とユーザ定

義係数の積k シグマとして計算される：

パーセントでの許容度は，スタディ中の分散とユーザー定義の交差の比として定義される：

パーセントでのプロセス・シグマは，ソースの標準偏差とユーザー定義の過去のプロセス・シ
グマの比として定義される：

的中率対許容度比 (P/T):

Rho P (Rho Part):

Rho M:

  

 = /d  (nRep,nPart ∗ nOperator)σ̂Repeatability
2 R̄ 2

∗

 =  −  σ̂  Reproducibility 
2 (

d  (nOperator, 1)2
∗

Max(μ  ) − Min(μ  )Part Part )
2

nPart ∗ nOperator

 σ̂
Repeatability
2

 =  +  σ̂R&R
2 σ̂Repeatability

2 σ̂  Reproducibility 
2

 =  σ̂part
2 (

d  (nPart, 1)2
∗

Max(μ  ) − Min(μ  )Operator Operator )
2

=  +  σ̂2 σ̂R&R
2 σ̂part

2

Max(μ   (respectively Operator) ) −Part Min(μ   (respectively Operator) )Part

nRep nPart nOperator

d  (m, k)2
∗

X̄

Study variation = k ∗ σ̂

 tolerance = Study variation/tolerance

 process = standard deviation of the source/process sigma

P/T =  

tolerance

k ∗  σ̂
R&R
2

ρ  =Part  

σ̂2

 σ̂Part
2
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信号対ノイズ比 (SNR):

弁別比 (DR):

バイアス:

パーセントでのバイアス:

分解能:

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対
応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

ρ  =M  

σ̂2

 σ̂R&R
2

SNR =  

1 − ρ  Part

2ρ  Part

DR =  

1 − ρ  Part

1 + ρ  Part

Bias = μ  −Measurements target

Bias % = (μ  −Measurements target)/tolerance

Resolution = Biais + 3 ∗  σ̂R&R
2
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Y / 測定値: すべてのデータを格納する固有の列または行を選ぶ．対応するサブグループへのデ
ータの割り当ては，オペレータおよびパーツのフィールドを用いて指定されなければならな
い．

X / オペレータ: データ選択の各要素で対応するオペレータを識別するデータを選択する．

パーツ: データ選択の各要素で対応するパーツを識別するデータを選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックする

列/行ラベル: データ選択の最初の行（列モード）または列（行モード）がラベルを含む場合

は，このオプションを有効にする．

カテゴリをアルファベット順に並べ替え: 変数のカテゴリをアルファベット順に並べ替えるに
は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

手法: 使用する手法を選ぶ：

ANOVA: ANOVA 分析に基づいて分散を計算するには，このオプションを有効にする．

R 管理図: R 管理図に基づいて分散を計算するには，このオプションを有効にする．

k シグマ: ユーザー定義のディスパージョンを入力する．デフォルト値は6．

許容差: 許容差の振幅（またはUSL – LSL）を定義するには，このオプションを有効にする．

シグマ: 管理図の標準偏差の値を入力するには，このオプションを有効にする．この値は，過

去データに基づくべきである．

目標値: 測定値の参照値を追加するには，このオプションを有効にする．

ANOVA: 分析に使用するべきANOVA モデルを選ぶ：

縮約

交差

有意水準 (%): 交差モデル交互作用が考慮に入れるべきしきい値を入力する．デフォルト
値は5．
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入れ子

推定 タブ:

シグマの手法: 管理図の標準偏差を推定するために手法を選択する（詳細は解説を参照）：

合併標準偏差(Pooled standard deviation)

R-bar

S-bar

出力 タブ:

分散成分: さまざまな分散成分を表示する表を示すには，このオプションを有効にする．

状態インジケータ: 測定システムの評価のための状態インジケータを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

分散分析: 分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

管理図を表示: 管理図をグラフィカルに表示するには，このオプションを有効にする．

ゾーンを表示: 下方および上方管理限界の近くに，A および B ゾーンの限界を表示するには，
このオプションを有効にする．

箱ひげ図: 箱ひげ図を表示するには，このオプションをチェックする．より詳細については単

変量プロットの解説を参照する．

散布図: 散布図を表示するには，このオプションをチェックする．平均（赤い +）と中央値（赤

い線）が常に表示される．

M小/M大: 最小と最大（箱ひげ図）に対応するポイントをシステマティックに表示する
には，このオプションをチェックする．

はずれ値: はずれ値（箱ひげ図）に対応するポイントをくり抜き円で表示するには，この
オプションをチェックする．

ラベル位置: 箱ひげ図と散布図でラベルを置くべき位置を選択する．

http://localhost:50286/UNI.md
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平均管理図: さまざまな要因のさまざまなカテゴリの平均を表示するために使用する管理図を
表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

分散成分:

最初の表と対応する図は，異なるソースに分割された分散を表示する．合計分散およびユーザ
ー定義のディスパージョン値を用いて計算される調査での分散への寄与率が，その後に与えら
れる．

許容差が定義された場合，許容差による分散での分散の分布も表示される．

プロセス・シグマが定義されている場合，プロセス・シグマによる分散での分散の分布も表示

される．

次の表は，さまざまなソースでの分散の分布の詳細を示す．分散成分の絶対値と合計分散のパ
ーセンテージが表示される．

3番目の表は，さまざまなソースでの標準偏差の分布を示す．これは分散成分の絶対値，標準

偏差とディスパージョンの積で計算されるスタディ・バリエーション，スタディ・バリエーシ
ョンのパーセンテージ，スタデイの変動とプロセス・シグマの間の比として定義される許容変

動 ，およびプロセス変動のパーセンテージを表示する．

状態インジケータ:

最初の表は，測定システムの評価に関する情報を示す．許容度比(P/T：Precision to tolerance
ratio)，Rho P，Rho M，信号対ノイズ比 ,(SNR：Signal to noise ratio)，弁別比 , (DR：

Discrimination ratio)，絶対バイアス，パーセンテージおよび分解能が表示される．さまざまな
インジケータの定義は，解説で説明している．

P/T 値は，以下の状態を持つ:

P/T \<= 0.1 なら"十分"

0.1 \< P/T \<= 0.3 なら"よい"

P/T > 0.3なら"不十分"

SNR 値は以下の状態を持つ:

SNR \< 2なら"採用できない"

2 \<= SNR \<= 5 なら"不十分"

SNR > 5なら"よい"

適合度統計量: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：
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オブザベーション: 計算で使用するオブザベーションの数．下記の式では，n はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算で使用するオブザベーションの重みの合計．下記の式では，W は重みの
合計．

DF: 選択されたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．0 から1の値をとるこの係数は，モデルの定数がユーザーによっ
て固定された場合だけ表示される．この値は，次式で定義される：

は，モデルによって説明された従属変数の変動の比率として解釈される． が1に近いほど
よいモデルである． の問題は，モデルの適合に使用される変数の数を考慮に入れていないこ
とである．

調整済みR²: モデルの修正済み決定係数．調整済み は， がゼロに近いと負値になる
場合がある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定された場合だけ表示さ
れる．この値は，次式で定義される：

調整済み は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 2乗平均平方根誤差 (RMSE) はMSEの平方根である．

分散分析:

分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．説明変数は，最終モデルの適合度

（最小2乗）と独立変数を平均に等しい定数とした基本モデルの適合度の比較によって評価さ
れる．

管理図情報:

リスクエストされた各管理図について，別々に以下の結果が表示される．管理図は，単独また
はX bar 管理図との組み合わせで選択できる．

R =2 1 −   where   =
 w  (y  −  )

i=1
∑
n

i i ȳ 2

 w  (y  −   )
i=1
∑
n

i i ŷi
2

ȳ   w  y  

n

1

i=1

∑
n

i i

R2 R2

R2

R2 R2

=R̂2 1 − (1 − R )  

2

W − p − 1
W − 1

R2 R2

MSE =   w  (y  −
W − p∗

1

i=1

∑
x

i i   )ŷi
2
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X bar/ R 管理図: この表は，選択された管理図の中心線と下方および上方管理限界に関する情

報を含む．各フェーズごとに1列となっている．

オブザベーション詳細: この表は，各サブグループ（Operator*Partの対に対応するサブグルー
プ)についての詳細な情報を表示する．各サブグループについて，対応するフェーズ，サイズ，
平均，最小値と最大値，中心線，下方および上方管理限界が表示される．ゾーン A，B および
C に関する情報が有効な場合，ゾーン A および B の下方および上方管理限界も表示される．

X bar/ R 管理図: 管理図が有効な場合，上記の2つの表の上方を含む管理図が表示される．各サ
ブグループが表示される．中心線および下方と上方の管理限界も表示される．対応するオプシ
ョンが有効にされた場合，ゾーン A と B の下方および上方管理限界が含まれ，ルールが励起す
るサブグループのラベルが表示される．有効化されたルールによるリジェンドと対応するルの
数が管理図の下に表示される．

最後に，各オペレータ，各パーツ，交互作用Operator*Part での平均管理図が表示される．

事例  

ゲージR&R ツールの使用法を説明するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの量的データのゲージR-Rチュートリアル?language=ja>
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属性用ゲージ R&R （測定システム分析）  
複数のパーツで1人または複数のオペレータで取られた質的測定値（属性）名義，または順序

の測定値がある場合，測定手法と測定システムを管理したり検証するには，このツールを使用

する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

参考文献

解説  

測定システム分析（MSA ：Measurement System Analysis）またはゲージ  R&R （Gage
Repeatability and Reproducibility）は，測定プロセスを管理または審査するための手法であ
る． どのソースが測定データの変動の原因であるかを決定するのに有用である．“ゲージ” とい
う言葉は，この手法が計器または測定手法の検証を目的としていることに由来する．

属性データは，カテゴライズできカウントできる品質特性（または属性）である．データは，
自然の順序を持たない複数の水準を持つ名義値か，または 少なくとも3水準を持ち，かつ自然

の順序を持つ順序値であり得る．

量的測定値のゲージ R&R とは異なり，この分析は，“一致度” および “正確さ”の情報を与える
属性に基づいている．この場合は，分散，反復性，再現性のコンセプトは関係しない．

同じオブジェクト（応用の領域によって，製品，ユニット，パーツ，またはサンプル）で，繰

り返し任意のオペレータによって，測定の高い “一致度” が取られることは，そのオペレータが
一貫性がある（矛盾がない）ことを示す．測定システムの一致度が低い場合，測定システムま
たはプロトコルの品質を疑うか，測定システムが一致度の欠如の原因でないようであれば，高

い一致度が得られないオペレータを訓練するべきである．

所与の参照値または標準値との比較で，同じオブジェクト（応用の領域によって，製品，ユニ
ット，パーツ，またはサンプル）で1人のオペレータによって，測定の高い“正確さ” が取れれる
ことは，そのオペレータが正確な結果をもたらすことを示している．測定システムの正確さが
低い場合，結果がより正確になるようにオペレータを訓練するべきである．

属性のためのゲージR&R の目的は，低い一致度と低い正確さを識別し，必要なアクションをと
ることである．

属性のためのゲージR&R 分析は，一致度と正確さを計算するために，以下の統計量に基づいて
いる：

一致度統計

カッパ係数
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Kendall係数

もし可能であれば，以下の比較が実行される：

オペレータ内

オペレータ間

各オペレータ 対 参照

すべてのオペレータ 対 参照

参照（または標準）は，専門家または信頼性が高いとみなされる手法によってレポートされた
測定値に対応する．

一致度統計s

すべてのセクションで，これらの統計量を計算することができる．各セクションで，検査され
るパーツの数，マッチするスコアの数とマッチするスコアのパーセンテージ，および信頼区間

が表示される．

オペレータ内のセクションでは，XLSTATは，すべての反復の中で，任意のパーツについてオ
ペレータが自分自身の結果と一致するケースの数を，各オペレータについて計算する．

オペレータ間のセクションでは，XLSTATは，すべての反復の中で，任意のパーツについて，
すべてのオペレータが一致するケースの数を計算する．

オペレータ 対.参照のセクションでは，XLSTATは，すべての反復の中で，オペレータが参照と
一致するケースの数を与える．

すべてのオペレータ 対 参照のセクションでは，XLSTAT は，すべての反復の中であるべてのオ
ペレータが参照と一致するケースの数が計算される．

カッパ係数

Cohen および Fleiss のカッパは，質的変数によく適している．これらの係数は対応のある標本
から得られる分割表（クロス表）で計算される．Fleissのカッパは，Cohenのカッパの一般化

である．カッパ係数は，-1 と1の間の値をとる．カッパの値が高いほど一致/正確さが強い．

オペレータ内分析の場合，正確に2回の試行がある場合のみ，Cohenのカッパが計算できる．

オペレータ間分析の場合，1回の試行を持つ2人のオペレータについてのみCohenのカッパが計

算できる．

Kendall 係数

これらの指標は，少なくとも3 つのカテゴリを持つ順序変数で利用できる．

Kendallの一致係数は，2つの順序変数の間の一致度を0（一致なし）から1（完全な一致）の間

の尺度で定量化する．
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Kendallの一致係数（Kendallタウまたはタウ-bともいう）は， 2つの順序変数の間の一致度を-1
から 1の尺度で定量化する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ形式: データ形式を選ぶ：

オブザベーション/変数の表: データがすべての測定について1列を格納するなら，このオ
プションを有効にする．

複数列: データがオペレータと反復ごとに1列を格納するなら，このオプションを有効に
する．

オブザベーション/変数の表を選択した場合:

測定値: すべての測定データを格納する固有の列または行を選ぶ．

データのタイプを選ぶ：

順序: 測定データが順序値の場合，このオプションを有効にする．

名義: 測定データが名義値の場合，このオプションを有効にする．

オペレータ: データ選択の各要素で対応するオペレータを識別する列または行を選択する．

パーツ: データ選択の各要素で対応するパーツを識別する列または行を選択する．
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参照: 参照（または標準）値が利用可能な場合は，このオプションを有効にする．各測定値に
対する参照値を示す列または行を選択する．

複数列形式を選択した場合:

測定値: すべての測定データを含む表を選ぶ。

データのタイプを選ぶ：

順序: 測定データが順序値の場合，このオプションを有効にする．

名義: 測定データが名義値の場合，このオプションを有効にする．

オペレータの数: パーツを評価するオペレータの数を入れる．

反復の数: 反復の数を入れる．

オペレータ: データ選択の各要素で対応するオペレータを識別する列または行を選択する．

パーツ: データ選択の各要素で対応するパーツを識別する列または行を選択する．

参照: 参照（または標準）値が利用可能な場合は，このオプションを有効にする．各測定値に
対する参照値を示す列または行を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル:データ選択の最初の行（列モード）または列（行モード）がラベルを含むなら，
このオプションを有効にする．

オプション タブ:

統計量:

Fleissのカッパ: Fleissのカッパを計算するには，このオプションを有効にする．

Cohenのカッパ: Cohenのカッパを計算するには，このオプションを有効にする．

Kendallの一致係数: Kendallの一致係数を計算するには，このオプションを有効にする
（このオプションは、順序データにのみ利用可能である．）

Kendallの相関係数: Kendallの相関係数を計算するには，このオプションを有効にする
（このオプションは参照があるときに、順序データに対しのみ利用可能である．）

信頼区間 (%) : 信頼区間を入れる（デフォルト値: 95）
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出力 タブ:

一致度: 一致統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

一致度管理図: 一致統計量での平均値およびそれらの対応する信頼区間を示す管理図を表示す
るには，このオプションを有効にする．

オペレータ内: 反復での各オペレータの一致度管理図を表示するには、このオプションを
有効にする。

オペレータ対参照: 参照と比較した各オペレータの一致度管理図を表示するには、このオ
プションを有効にする。

結果  

選択された統計量の表が表示される． 結果は下記の4つの部分に分かれている：

オペレータ内

オペレータ間

オペレータ 対 参照

すべてのオペレータ 対 参照

各セクション内では，計算が望まれ可能な限り，以下のインジケータが表示される：

一致度統計量

カッパ統計量

Kendall 統計量
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実験計画法  
スクリーニング計画  
1つまたは複数の応答での2 から 35 個の因子の効果を分析するための計画を生成するには，こ
のモジュールを使用する．この一連のスクリーニング計画は，調査されたすべての要因から最

も影響している因子を発見するために使用される．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

スクリーニング計画のファミリは，2個またはそれ以上の因子の効果の調査を目的とする．一

般に，要因計画がこのタイプの調査に最も有効である．ただし，要因計画を用いると，必要な
検定の数がしばしば大きくなりすぎる．実行できる実験の数の限界を考慮に入れるために，可

能な他のタイプの計画がある．

このツールは，数100個の直交計画表のナレッジベースを統合している． ANOVA 分析は釣合
い型計画に基づくので，直交計画表が好ましい．ユーザー入力によって記述される計画に近い
計画が，最適計画の計算を必要とせずに選択できる．それぞれ2 から 7 個のカテゴリを持つ 35
個までの因子のための既存のすべての直交計画が利用可能である．完全実施要因計画，ラテン
方格，Placket and Burman計画のような最も一般的なファミリが含まれる．

ナレッジベース内の既存の直交計画が，ニーズを満足しない場合，D-最適計画を探索すること
もできる．しかしながら，これらの計画は，直交でない場合もある．

出力で，応答の入力を促進するために，各実験に関する個別シートがExcelシート上に生成され
るので，それを印刷して記入するために使用する．

モデル

このツールは，平均因子効果の推定のために，交互作用なしで加法モデルを使用して分析でき
る計画を生成する． pが因子の数であるとすると，ANOVA モデルは次式で書ける：

y  =i β  +0  β  +
j=1

∑
p

k(i,j),j ϵ  i
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一般計画

実験計画の作成を開始すると，問題に近い一般直交計画を内部ナレッジベースで探索する．問

題と各一般計画の間の距離測度dが，下記の方法で計算される：

 = 問題でのi個のカテゴリを持つ因子の数

 = 一般計画でのi個のカテゴリを持つ因子の数

 = 問題での実験の数

 = 一般計画での実験の数

 =  (1)

問題と同じ因子数を持ち，距離 を持つすべての一般計画が選択リストに提案される．

一般計画の正式名は，以下の2つの方法で書かれる：

ここで，

 = 実験の数

 = 因子 のグループのカテゴリの数

 = 個のカテゴリを持つ因子の数

各計画の一般名が，もしあれば，リスト中に表示される．

D-M適化

D-最適化計画を生成するために，XLSTATは 並べ替え法を用いるFedorovのアルゴリスムを使

用する（Cook and Nachtsheim, 1980を参照）．各繰り返しで，単純な交換が行われる．そし
て，アルゴリズムは，下記の基準に従って計画を最適化する対を交換する．

計画行列の内部表現は，下記のエンコードを使用する．  個のカテゴリを持つ因子 では，
のさまざまなカテゴリについて，下記の方法で，  列の が計画行列 に追加

されている：

完備計画行列 は 行からなり，ここで は実験の数である．この行列は，各行の最初の列に1
が入っていて，計画中の各因子fi で 列を持つ．ここで， は対応する因子 のカテゴリ
の数である．

p  i

c  i

p  exp

c  exp

d(c, p)  ∣c  −∑i=2
7

i p  ∣ +i c  −exp p  exp

d < 20

L  (p  , ..., p  )n 1
c  1

m
c  m

n

c  i p  i

p  i c  i

c  i f  i f  i

c  −i 1 k  , ..., k  1 c  −1i
X

X n n

c  −i 1 c  i f  i
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はエンコードされた計画行列で，各行は，実験計画に対応するエンコードされた実験を表

す．

最適化に使用される基準は，次のように定義される：

ただし

 = 情報行列

 = エンコードされた計画行列

この基準は，結果では以下のように名づけられる:

以下の通常使用される基準も結果に表示される:

異なる実験数の実験計画を比較するとき，異なる基準値を比較できるようにするため，正規化

log が使用される:

この基準は，結果中では以下のように名づけられる:

この測度は，実験数が異なっていても，さまざまな実験計画の最適性を比較できるようにす
る．

ユーザーは，良い特性を持つ局所最適を発見するために，繰り返し数を選択できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対
応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

X

c = log  (det(X X))10
t (2)

X Xt

X

c = Log(∣I∣)

Log(∣I∣ )1/p

Norm. log = log  ((det  (X X)) )10 N

1 t 1/p (3)

Norm. log = Log(∣1/n ∗ I∣∣ )1/p
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．

一般 タブ:

量的因子 (M小/M大): 量的因子の最小と最大を選択する．選択は2行で，最初の行が各因子の最

小であり，2行目が最大に対応する．

質的因子: 質的因子とそれらのモダリティを選択する．

応答の数: 分析する応答の数を入れる．

実験の数: 計画で実行されるべき実験の数を入れる．

反復: 計画の反復の数を選ぶには，このオプションを有効にする．

無作為化: 計画の順序をランダムに変更するには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプションを
有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

手法: 計画を生成するために使用したい手法を選ぶ．

完全要因計画: 完全実施要因計画を作成するには，このオプションを選択する．

D-M適化計画: この手法は，最適な計画を見つけることを可能にする．

反復: 乱数初期パーティションの場合，実行する繰り返しの数を入力する．

停止条件:
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繰り返し: アルゴリズムの繰り返し最大数を入力する．繰り返しの最大数を超える
と，計算が停止する．デフォルト値: 50.

収束:その値に達するとアルゴリズムが収束したとみなされる，1つの繰り返しから
もう1つの繰り返しへの基準の進展の最大値を入力する．デフォルト値: 0.0001．

直交計画: この手法は，ユーザーが入力したパラメータに近く，XLSTATデータベースに
ある直交計画を見つけることを可能にする．

出力 タブ:

M適化の概要: 最適化の概要を表示するには，このオプションを有効にする．

繰り返しの詳細: 繰り返しの詳細を表示するには，このオプションを有効にする．

Burt表: 実験計画のBurt 表を表示するには，このオプションを有効にする．

エンコードされた計画: d-最適計画の場合，エンコードされた実験計画を表示するには，このオ
プションを有効にする．

野外実験: プロットの形式で計画を表示するには，このオプションを有効にする．

実験シートを表示: 核実験の個別Excelシートを表示したい場合は，このオプションを有効にす
る．それはそれらを印刷して，実験を実施するのに役立つ．

並べ替え: 並べ替えの基準がカテゴリの値で，カテゴリを昇順に並べ替えするには，このオプ
ションを有効にする．このオプションが有効になっていると，並べ替えは昇順になる．

カテゴリをアルファベット順に並べ替える: すべての変数のカテゴリがアルファベット順に並

べられるようにするには，このオプションを有効にする．

変数-カテゴリ・ラベル: 出力を表示するときに変数-カテゴリ・ラベルを使用するには，このオ
プションを有効にする．変数-カテゴリ・ラベルは，変数名を接頭に，カテゴリ名を接尾に含

む．

チャート タブ:

Burt表の3D表示: Burt表の3D可視化を表示するには，このオプションを有効にする．

スクリーニング計画 / 一般計画 ダイアログ・ボックス:

実験計画の選択: このダイアログ・ボックスは，使用したい実験計画を選択することを可能に
する．したがって，一部実施要因計画のリストが，生成されるはずだった計画への 個別の距離

とともに提示される．計画を選択して，選択をクリックすると，選択された計画が現れる．ニ
ーズに合った計画がない場合は，"最適化" ボタンをクリックして，アルゴリズムが選択された
因子に正確に対応する計画を提供する．

結果  
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変数情報: この表は，因子に関する情報を示す．各因子について，ショート名，ロング名，単

位，物理単位が表示される．

実験計画: この表は，完成した実験計画を表示する．追加の列は，因子と応答に関する情報，

各実験のラベル，ソート順序，実行順序，および反復を含む．

応答M適化: 実験計画の後に応答最適化の表が表示される．そして，以下のパラメータを選択

しなくてはならない：

目的: 最適化の目的を選ぶ．最小，最適および最大から選べる．

選択された目的が最適または最大であれば，次のフィールドが有効になる:

下限: 回答ごとに，望ましさが0になる下限の値を入れる．

ターゲット (左): 回答ごとに望ましさが1にな下限の値を入れる．

選択された目的が最適または最小であれば，次のフィールドが有効になる:

ターゲット (右): 回答ごとに望ましさが1に等しい上限の値を入れる．

上限: 回答ごとに望ましさが0になる上限の値を入れる．

s: 増加する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入れる．

t: 減少する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入れる．

Weight: 望ましさの計算の際，回答の指数値が1と異ならなければならない場合は，この
オプションを有効にする．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入れる．

応答最適化の詳細に関しては，因子効果の分析を参照．

エンコードされた計画; この表は，エンコードされた実験計画を表示する．この表は，d-最適実

験計画の場合のみに表示される．

Burt表: Burt表は，ダイアログ・ボックスで対応するオプションが有効になっている場合に表示

される．続く **3D棒グラフ**は，この表のグラフィカルな可視化である．

最適化が選択されると，下記のセクションが表示される：

M適化概要: 実験の最小数が実験の最大数よりも厳格に低いなら，各実験数の情報を持つ表が
表示される．この表は，各最適化の実行ごとに，実験の回数，基準log(determinant)，基準

 および基準 を表示する．最も良い結果が，1行目に太

字で表示される． 基準  がグラフに示される．

各繰り返しでの統計量: この表は，選択された実験計画について，最適化の繰り返しの間の基

準の進展を示す．チャートタブで対応するオプションが有効にされると，基準の進展を示すチ
ャートが表示される．

ダイアログ・ボックスで**実験シート*:の生成が有効にされ，実施されるべき実験が200 より少

ない場合，実験計画の各行について，別々のExcel シートに実験シートが生成される．

norm.log(determinant) Log(∣I∣ )1/p

norm.log(determinant)
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これらのシートは，実験計画のレポート・ヘッダ，および，そのシートが属する実験計画の識
別を簡単にするためのモデル名で始まります．そして実験の通し番号，および実験の合計数が
表示される．実験計画の追加の列の値，すなわち，実験のソート順序，実行順序，反復が 与え
られる．

最後に，ユーザーがさまざまな応答について得られる結果を入力できるよフィールドととも
に，因子の実験条件の情報が表示される．ショート名，ロング名，単位，物理単位，および値

が，各因子について表示される．

これらのシートは，実験の実施の際にアシストするために，印刷できるか，または電子フォー
マットで使用できる．

事例  

スクリーニング計画の生成と分析に関するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにあ
る：

https://help.xlstat.com/s/article/factor-effect-screening-design-in-excel-tutorial?language=ja

参考文献  

Louvet, F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les plans
d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet, 2005.

Montgomery D.C. (2005), Design and Analysis of Experiments, 6th edition, John Wiley & Sons.

Myers, R. H., Khuri, I. K. and Carter W. H. Jr. (1989). Response Surface Methodology: 1966 –
1988, Technometrics, 31, 137-157.

https://help.xlstat.com/s/article/factor-effect-screening-design-in-excel-tutorial?language=ja
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スクリーニング計画の分析  
2から35個の因子とユーザー定義された結果の数のスクリーニング計画を分析するには，この
ツールを使用する．交互作用のある，または交互作用のない線形モデルが，分析のために使用
される．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

スクリーニング計画の分析は，線形回帰や分散分析(ANOVA)と同じ概念的枠組みを使用する．
主な違いは，内在するモデルの性質に起因する．ANOVAでは，説明変数をしばしば因子と呼び
ます．

が因子の数であるとすると，ANOVAモデルは次式で書けます：

ここで はオブザベーション で観察された従属変数の値で， はオブザベーション での
因子 のカテゴリのインデックスで， はモデルの誤差である．

ANOVA で使用される仮説は，線形回帰で使用されるのと同一である: 誤差 は同じ正規分布

に従い，独立である．

この追加の仮説とともにモデルが書かれる方法は，線形回帰モデルの枠組み内で， が平均

および 分散 を持つ確率変数であることを意味する．ここで，

線形回帰の結果において提案されたさまざまな検定を使用するために， 内在する仮説が正しく
検証されたことをレトロスペクティブに確認することが推奨される．特定のグラフを分析する
ことにより，または正規性検定を用いて，残差の正規性が確認できる．特定のグラフを分析す
ることにより，またはDurbin Watson 検定を用いて，残差の独立性が確認できる．

ANOVAおよび線形回帰 に関する詳細は，オンライン・ヘルプの対応するセクションを参照す
る．

p

y  =i β  +0  β  +
j=1

∑
p

k(i,j),j ϵ  i

Y  i i k(i, j) i

j ϵ  i

ϵ  i

N (0, s)

Y  i μ  i

s2

μ  =i β  +0  β  

j=1

∑
p

k(i,j),j
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応答M適化と望ましさ（desirability）

多数の応答値 がある場合，各応答を個別に最適化して，combined desirability
function（各応答を組み合わせた望ましさ関数）を作成し，その値を分析することが可能であ
る． Derringer および Suich (1980)によって提案されたこのアプローチは，まず各応答 を

の範囲で変化する個別の望ましさ関数 に変換する．

yi がその目標値に達すると， となる． が目標値の許容範囲外であれば， とな
る．これらの極端なケースの間で， の中間の値が下記に示すように存在する．

での3種類の最適化ケースが以下の定義により提示される:

 = より低い値． より小さいあらゆる値が を持つ．

 = より高い値． より大きいあらゆる値が を持つ．

 = 左側目標値．

T(R) = 右側目標値． と の間のあらゆる値が を持つ．

 = と と と の間の最適化関数の形で定義する重みパラメータ．

， ， ， を定義するときに，下記の式が尊重されなければならない：

の値を**最大化**:

の値を**最小化**:

y  , ..., y  1 m

y  i

0 ≤ d  ≤i 1 d  i

d  =i 1 y  i d  =i 0
d  i

d  i

L L d  =i 0

U U d  =i 0

T (L)

T (L) T (R) d  =i 1

s, t L T (L) T (R) U

L U T (L) T (R)

L ≤ T (L) ≤ T (R) ≤ U

y  i

d  =i    ⎩⎨
⎧ 0

(  )
T (L)−L

y  −Li s

1

y  < Li

L ≤ y  ≤ T (L)i

y  > T (L)i

y  i
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下記に示すように のある区間を**目標**とする両側望ましさ関数:

計画変数は，全体の 望ましさ を最大化するように選ばれる．

ここで は，個別の望ましさ関数の重みである． が小さいほど，最適化で考慮に
入れられる の重要度がより高くなる．

表示では，XLSTATは最適化の際に発見された5個の最良解を提供する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対
応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

d  =i    ⎩⎨
⎧ 1

(  )
U−T (R)
U−y  i t

0

y  < T (R)i

T (R) ≤ y  ≤ Ui

y  > Ui

y  i

d  =i    

⎩⎪⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎧ 0

(  )
T (L)−L
y  −Li s

1
(  )
U−T (R)
U−y  i t

0

y  < Li

L ≤ y  ≤ T (L)i

T (L) < y  < T (R)i

T (R) ≤ y  ≤ Ui

y  > Ui

D

D = (d  ⋅1
w  1 d  ⋅2

w  2 ... ⋅ d  )m
w  m  

w  ⋅w  ⋅...⋅w  1 2 m

1

1 ≤ w  ≤i 10 w  i

d  i
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，これらのボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．

一般 タブ:

Y / 結果: 結果を格納する実験計画の列を選択する．これらの列は，実施された実験の結果を保

持する．複数の結果変数が選択された場合，XLSTAT は変数のそれぞれで別々に計算を実行

し，そして望ましさの分析が実行される．

実験計画: 実験計画を選択する．計画を変更した場合は，質的因子が量的因子の前に置かれて
いることを確認する．計画のすべての列が選択されなければならない．

量的因子の数: 実験計画の量的因子の数を入れる．

質的因子の数: 実験計画の質的因子の数を入れる．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: このオプションは常に有効である．選択されたデータ（データとオブザベーショ
ン・ラベル）の最初の行はラベルを含まなければならない．

応答 タブ:

応答のM適化: 応答を最適化したい場合は，このオプションを有効にする．この場合，計画が
作成されたときに生成された応答最適化の表を選択する．選択内に表のヘッダが含まれなけれ
ばならない．

目的: 最適化の目的を選ぶ．最小，最適，最大のいずれかを選ぶことができる．
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選択された目的が，最適または最大の場合，以下のフィールドが有効である:

下限: 各回答について，望ましさが0になる下限の値を入力する．

目標(左): 各応答について，望ましさが1になる下限の値を入力する．

選択された目的が，最適または最小の場合，以下のフィールドが有効である:

目標 (右): 各応答について，望ましさが1になる上限の値を入力する．

上限: 各回答について，望ましさが0になる上限の値を入力する．

s: 増加する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入力する．

t: 減少する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入力する．

重み: 望ましさの計算の際，応答が1とは異なる指数値を持つ場合，このオプションを有

効にする．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入力する．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大皇后作用

水準（1から5の間の値）を入力する．

出力 タブ:

分散分析: 分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度の表を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与度: 因子のモデルへの寄与率を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示させたい場合は，このオプションを有

効にする．.

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

調整済み予測値: 予測値と残差の表に修正済み予測値を計算して表示するには，このオプ
ションを有効にする．

CookのD: 予測値と残差の表にCookの距離を表示するには，このオプションを有効にす
る．

スチューデント化残差: 予測値と残差の表にスチューデント化残差を計算して表示するに
は、このオプションを有効にする。

平均: 主因子と交互作用因子のカテゴリごとの平均を計算して表示するには，このオプション
を有効にする．

LS平均: 観察平均の代わりに最小2乗平均を計算するには，このオプションを有効にす
る．

標準誤差: 平均とともに標準誤差を表示するには，このオプションを有効にする．
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信頼区間: 平均の信頼区間を追加で表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰チャートを表示するには，このオプションを有効にする:

標準化係数: モデルの標準化パラメータとそれらの信頼区間をグラフ上に表示するには，
このオプションを有効にする．

予測値と残差: 以下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 回帰の線: 説明変数が1つだけで，かつ量的変数である場合のみ，このグラフが表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: 説明変数が1つだけで，かつ量的変数である場合のみ，このグラ
フが表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) と (4)で信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

パレート図: 応答への因子の寄与率をパレ―ト図で表現するグラフを表示するには，このオプ
ションを有効にする．

平均グラフ: さまざまな因子のさまざまなカテゴリに平均値を表示するために使用されるグラ
フを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

変数情報: この表は，因子に関する情報を示す．各因子について，ショート名，ロング名，単

位および物理単位が表示される．

応答M適化: この表は，応答最適化で得られた5個の最良解を与える．

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算に使用されたオブザベーションの数．下記の式で， はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算に使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が0から1の間であるこの係数は，モデルの定数がユーザーによ
って固定されなかった場合にもに表示される．その値は次式で定義される：

n

W
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 iは，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が1に近いほ
ど，より良いモデルである． の問題は，モデルに使用された変数の数が考慮に入れられてい
ないことである．

修正済みR²: モデルの修正済み決定係数．修正済み は， がゼロに近い場合，負にな
ることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定された場合だけ表示

される．この値は，次式で定義される：

修正済み は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて を修正したものである．

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 2乗平均平方根誤差 (RMSE) はMSEの平方根である．

MAPE: 平均絶対%誤差率（Mean Absolute Percentage Error ）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることから，
モデルの残差が自己相関していないことを確認するために用いる．ユーザーは，残差の独立性

の仮説が受け入れられるかどうかを確認するために， Durbin-Watson 統計量の表を参照でき
る．

Cp: Mallowsの 係数は次式で定義される：
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∑
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∑
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ここで，SSE は 個の説明変数によるモデルの2乗誤差の合計で，  はすべての説明変数からな
るモデルの残差の分散の推定量である． 係数が に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

Akaike (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から派生しており， Kullback および
Leiblerの測度(1951)を使用している．これは，新しい説明変数を追加してもモデルに有意な情

報量をもたらさないモデルにペナルティを課すモデル選択基準である．情報量は MSEで測定さ
れる． 目的は， AIC基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978)によって提案されたこの基準は，このように AICに似ていて， 目的はそれを最

小化することである．.

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

Amemiya (1980) によって提案されたこの基準は，修正済み のように，モデルの節減を考慮

するために用いられる．

Press RMSE: Press（予測残差平方和）の統計量は，対応するオプションが有効にされ
た場合のみ表示される．これは次式で定義される：

ここで は，後者がパラメータ推定に使用されない場合のオブザベーション iの予測値であ
る．そして，次式が得られる：

そして，Pressの RMSE はRMSEと比較できる．この2つの差が大きいほど，そのモデルが特定

のオブベーションの有無に敏感であることを示す．

Q²: 統計量が表示される．これは次式で定義される：

Cp =  +
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が1に近いほど，より良く，ロバストなモデルである．

**分散分析表**は，説明変数の説明力を計算するために使用される．モデルの定数が任意の値

に設定されていない場合，説明変数の説明力は，最終モデルの適合（最小2乗に着目）と従属

変数の平均に等しい定数のみを含む原始的モデルの適合を比較して計算される．モデルの定数

が設定されている場合は，従属変数が設定された定数に等しいモデルに関して比較が行われ
る．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効なら，対応する表が表示される．

**Type I SS**値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視化する
のに使用する．ある変数の確率が低いほど，モデルに対して，モデル中にすでに存在している
他のすべての変数に対して，その変数の寄与度がより高い． Type I 表での平方和は，常に
model SSとつじつまが合う．注意：モデル中での変数が選択される順序が，得られる値に影響

する．

**Type II SS**値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関係する確率について，説明変数を除去することが，まだ残っている他のすべての変数の
モデルに持つ影響を可視化するのに使用する．確率が低いほど，モデルに対して，モデル中に
すでに存在している他のすべての変数に対して，その変数の寄与度がより高い．注意：Type I
SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．

**Type III SS**値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisher
のFに関係する確率について，説明変数を除去することが，効果（交互作用）があると期待さ
れ，まだ残っている他のすべての変数のモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．
確率が低いほど，モデルに対して，モデル中にすでに存在している他のすべての変数に対し
て，その変数の寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される
順序が，得られる値に影響しない．交互作用がないか，計画がバランスしている場合，Type II
とType IIIは同一である．

**モデルのパラメータ**の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する
確率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読みやすくしたり，再利用したりするために，**モデル**の式が表示され
る．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するために用いられる．係

数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みより重要になる．標準化係数の信頼区間が値0を
含む（これは標準化係数のグラフで簡単に見ることができる）場合は，モデル中の変数の重み
は有意でない．

**予測値と残差の表**では，重み，説明変数の値（もしそれが1つだけの場合），従属変数の観

測値，対応する予測値，残差，信頼区間，修正済み予測値，Cookの Dが各オブザベーションに
ついて表示される．2種類の信頼区間が表示される：平均値の信頼区間（これは任意の説明変

数の値の集合によって，無限の数のオブザベーションについて予測がなされる場合に対応）お
よび個々の予測値の信頼区間（これは1つのみのオブザベーションについて予測がなされる場

合に対応）．2つ目の区間は，常に最初のものよりも広くなり，ランダム地がより大きい．．

Q =2 1 −  

SSE

PressRMSE

Q2
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上記の結果を示す**チャート**が続く．モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート**が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間  の外側に異常値がある場合，素早く
それを示す．

事例  

スクリーニング計画の生成と分析に関するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにあ
る：

https://help.xlstat.com/s/article/factor-effect-screening-design-in-excel-tutorial?language=ja

参考文献  

Derringer R. and Suich R. ( 1980). Simultaneous optimization of several response variables,
Journal of Quality Technoloty, 12, 214-219.

Louvet, F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les plans
d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet, 2005.

Montgomery D.C. (2005), Design and Analysis of Experiments, 6th edition, John Wiley & Sons.

Myers, R. H., Khuri, I. K. and Carter W. H. Jr. (1989). Response Surface Methodology: 1966 –
1988, Technometrics, 31, 137-157.

] − 2, 2[

https://help.xlstat.com/s/article/factor-effect-screening-design-in-excel-tutorial?language=ja
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応答曲面計画  
2 から 10 因子と複数の応答での応答曲面を分析する計画を生成するには，このモジュールを使

用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

応答曲面計画のファミリは，興味の応答が複数の変数に影響されていて，目的がこの応答を最

適化することである問題のモデリングと分析に使用される．

注釈: これに対して，スクリーニング計画は，応答値ではなく，入力因子を調査することが目

的である．

たとえば，エンジニアが最大硬度y を持つべきコンクリートを生産する製造工程の圧力( )と
温度( ) の最適水準を見つけたいとする．

モデル

このツールは，2次のモデルを仮定する． が因子の数とすると，2次モデルが次式で書ける：

  (2)

計画

このツールは，曲面モデルのために，下記の計画アプローチを提供する：

2水準の完全実施要因計画: 各因子の2つの値（最小および最大）のすべての組み合わせが，計

画中に生成される． 個の因子での実験の数 は次式で与えられる：

x  1

x  2

y = f(x  ,x  ) +1 2 ϵ  i (1)

k
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∑
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3 水準の完全実施要因計画: 各因子の3 つの値（最小，平均，最大）のすべての組み合わせが，
計画中に生成される． 個の因子での実験の数 は次式で与えられる：

中心複合計画: Box G.E.P. および Wilson K.B. (1951)によって提案された実験のポイントが中心

点の周りの球面に生成される．さまざまな因子の水準の数が最小化される．仮定される最適の
周囲の予測精度を最大化するために，中心点が繰り返される．一様な精度に基づいて， 因子

では，中心点の複製の数 は，次式で計算される：

および

ここで，floor は，引数よりも小さい最大の正数値を指定する． 因子での実験の数 は，次式

で与えられる：

Box-Behnken: この計画は，Box G.E.P. および Behnken D.W (1960) によって提案され，中心

複合計画と同じ原理に基づきますが，より少ない実験の数を用いる． 因子での実験の数 は，
次式で与えられる：

Doehlert: この計画は，  Doehlert D.H. (1970) によって提案され，中心複合計画や  Box-
Behnken 計画と同じ原理に基づくが，より少ない実験の数を用いる．この計画は，計画の複数

の因子でのたくさんのさまざまな因子水準を持ち，したがって，使用するのが難しいかもしれ
ない． 因子での実験の数 は，次式で与えられる：

 
 
 
以下の表は， 4 つの計画のそれぞれでの実験の数と，分析される因子の数 を表示する．この
計算では，中心点は1回だけ提示される．

k n

n = 3k

k

n  0

γ =  

4(k + 2)
(k + 3) +  9k + 14k − 72

n  =0 floor(γ(  +2 2) −2 2 −k 2k)

k n

n = 2 +k 2k + 1

k n

n = 2k −2 2k + 1

k n

n = k +2 k + 1

k
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

量的因子 (M小/M大): 量的因子の最小と最大を選択する． 選択は2行でなければならず，最初

の行は各因子の最小であり，2行目は最大に対応する．

質的因子: 質的因子とそれらのモダリティを選択する．

応答の数: 分析したい応答の数を入力する．

反復: 計画の繰り返しの数を選ぶには，このオプションを有効にする．

無作為化: 計画の行の順序を無作為な順序に変更するには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプションを
有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．
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変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

実験の計画: 使用したい実験計画を選ぶ．因子の数に応じて，さまざまな計画が提供される．

中心ポイントの数: 中心化複合計画の場合，中心ポイントの反復数を変更することができる．
この数の値を入力するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

コード化された計画: エンコードされた実験計画の表を表示するには，このオプションを有効

にする．

実験シートを表示: 各実験の個別のExcelシートを表示したい場合は，このオプションを有効に
する．これは，それらを印刷して，実験を実行するのに便利である．

結果  

変数情報: この表は，因子に関する情報を示す．各因子について，ショート名，ロング名，単

位および物理単位を表示する．

実験計画: この表は，完成した実験計画を表示する．追加の列は，因子と応答に関する情報，

各実験のラベル，ソート順序，実行順序，および反復を含む．

応答M適化: 実験計画の後に，応答最適化の表が表示される．そして，以下のパラメータを選

択しなければならない:

目標: 最適化の目標を選ぶ．最小，最適，最大の間で選択できる．

選択された目標が最適または最大なら，下記のフィールドが有効になる：

下限: 望ましさが0になる下限の値を応答ごとに入力する．

目標 (左): 各応答の望ましさが1になる下限の値を入力する．

選択された目標が最適または最小なら，下記のフィールドが有効になる：

目標 (右): 望ましさが1になる上限の値を応答ごとに入力する．

下限: 望ましさが0になる上限の値を応答ごとに入力する．

s: 増大する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．

t: 減少する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．

重み: 望ましさの計算の際，応答が1とは異なる指数値でなければならない場合は，この
オプションを有効にする．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力す
る．
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応答の最適化に関する詳細は，因子効果計画の分析を参照する．

エンコードされた計画 ; この表は，エンコードされた計画を示す．この表は，d-最適化実験計

画の場合にのみ表示される．

事例  

応答曲面計画の生成に関するチュートリアルが， Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの応答曲面計画チュートリアル?language=ja

参考文献  

Box G. E. P. and Behnken D. W. (19 60). Some new three level designs for the study of
quantitative variables, Technometrics, 2, Number 4, 455-475.

Box G. E. P. and Wilson K. B. (19 51). On the experimental attainment of optimum conditions,
Journal of Royal Statistical Society, 13, Serie B, 1-45.

Doehlert D. H. (19 70). Uniform shell designs, Journal of Royal Statistical Society, 19, Serie C,
231-239.

Louvet, F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les plans
d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet, 2005.

Montgomery D.C. (2005), Design and Analysis of Experiments, 6th edition, John Wiley & Sons.

Myers, R. H., Khuri, I. K. and Carter W. H. Jr. (1989). Response Surface Methodology: 1966 –
1988, Technometrics, 31, 137-157.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BF%9C%E7%AD%94%E6%9B%B2%E9%9D%A2%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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応答曲面計画の分析  
2から10個の因子とユーザー定義された結果の数での曲面応答計画を分析するには，このツー
ルを使用する．分析のために2次モデルが使用される．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

曲面応答計画の分析は，線形回帰と同じ統計的および概念的枠組みを使用する．主な違いは使

用されるモデルに由来する．2次形式がモデルとして使用される．

k が要因の数とすると，2次モデルが次式で書かれる：

ANOVAおよび線形回帰に関する詳細な情報は，オンライン・ヘルプの対応するセクションを参

照する．

応答M適化と望ましさ（desirability）

多数の応答値  がある場合，各応答を個別に最適化して，combined desirability
function （各応答を組み合わせた望ましさ関数）を作成し，その値を分析することが可能であ
る． Derringer および Suich (1980)によって提案されたこのアプローチは，まず各応答 を

の範囲で変化する個別の望ましさ関数 に変換する．

がその目標値に達すると， となる． が目標値の許容範囲外であれば， とな
る．これらの極端なケースの間で， の中間の値が下記に示すように存在する．

での3種類の最適化ケースが以下の定義により提示される:

 = より低い値．  より小さいあらゆる値が となる．

 = より高い値． より大きいあらゆる値が となる．

Y = β  +0  β  x  +
i=1

∑
k

i i  β  x  +
i=1

∑
k

ii i
2

 β  x  x  +
i<j

∑∑ ij i j ϵ

(1)
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d  i

d  i

L L d  =i 0
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 = 左側目標値．

 = 右側目標値． と の間のあらゆる値が となる．

 = と と と の間の最適化関数の形で定義する重みパラメータ．

， ， ， を定義するときに，下記の式が尊重されなければならない：

の値を**最大化**:

の値を**最小化**:

下記に示すように のある区間を**目標**とする両側望ましさ関数:

T (L)

T (R) T (L) T (R) d  =i 1

s, t L T (L) T (R) U

L U T (L) T (R)

L ≤ T (L) ≤ T (R) ≤ U

y  i

d  =i    ⎩⎨
⎧ 0

(  )
T (L)−L

y  −Li s

1

y  < Li

L ≤ y  ≤ T (L)i

y  > T (L)i

y  i

d  =i    ⎩⎨
⎧ 1

(  )
U−T (R)
U−y  i t

0

y  < T (R)i

T (R) ≤ y  ≤ Ui

y  > Ui

y  i
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計画変数は，全体の望ましさ を最大化するように選ばれる．

ここで は，個別の望ましさ関数の重みである． が小さいほど，最適化で考慮に
入れられる の重要度がより高くなる．

画面では，XLSTATは最適化の際に見つかった5個の最良解を提供する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ

d  =i    

⎩⎪⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎪⎧ 0

(  )
T (L)−L
y  −Li s

1
(  )U−T (R)

U−y  i t

0

y  < Li

L ≤ y  ≤ T (L)i

T (L) < y  < T (R)i

T (R) ≤ y  ≤ Ui

y  > Ui

D

D = (d  ⋅1
w  1 d  ⋅2

w  2 ... ⋅ d  )m
w  m  w  ⋅w  ⋅...⋅w  1 2 m

1

1 ≤ w  ≤i 10 w  i

d  i
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ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

Y / 結果: 結果を格納する実験計画の列を選択する．これらの列は，実施された実験の結果を保
持する．複数の結果変数が選択された場合，XLSTAT は変数のそれぞれで別々に計算を実行

し，そして望ましさの分析が実行される．

実験計画: 実験計画を選択する．計画をい変更した場合，質的因子が量的因子の前に置かれて
いることを確認する．計画のすべての列が選択されていなければならない．

量的因子の数: 実験計画内の量的因子の数を入力する．

質的因子の数: 実験計画内の質的因子の数を入力する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（データおよびオブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含

む場合は，このオプションを有効にする．

応答 タブ:

応答のM適化: 応答を最適化したい場合は，このオプションを有効にする．その場合，計画が
作成されたときに生成される最適化表を選択する．選択内に表のヘッダが含まれなければなら
ない．

目的: 最適化の目的を選ぶ．最小，最適，最大から選べる．

選択された目的が，最適または最大であれば，下記のフィールドが有効になる：

下限: 望ましさが0になる下限の値を応答ごとに入力する．

目標 (左): 各応答で望ましさが1になる下限の値を入力する．

選択された目的が最適または最小であれば，下記のフィールドが有効になる：

目標 (右): 望ましさが0に等しい下限の値を応答ごとに入力する．

上限: 望ましさが0になる上限の値を応答ごとに入力する．

s: 増加する望ましさが非線形でなければならないなら，このオプションを有効にする．
そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．
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t: 減少する望ましさが非線形でなければならないなら，このオプションを有効にする．
そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．

重み: 望ましさの計算のとき，応答が1とは異なる指数値を持つなら，このオプションを
有効にする．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大交互作用

水準（1から4の間の値）を入力する．

出力 タブ:

分散分析:分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度統計の表を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与度: モデルへの因子の寄与度を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

調整済み予測値: 予測値と残差の表に調整された予測値を計算して表示するには，このオ
プションを有効にする．

CookのD: 予測値と残差の表にCookの距離を計算して表示するには，このオプションを
有効にする．

スチューデント化残差: 予測値と残差の表にスチューデント化残差を計算して表示するに
は，このオプションを有効にする．

平均: 主因子と交互作用因子のカテゴリでの平均を計算して表示するには，このオプションを
有効にする．

LS 平均: 観察平均の代わりに最小2乗平均を計算するには，このオプションを有効にす
る．

標準誤差: 平均との標準誤差を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 平均の信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: モデルの標準化パラメータとそれらの信頼区間をグラフ上に表示するには，
このオプションを有効にする．

予測値と残差: 以下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．
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(1) 回帰の線: 説明変数が1つだけで，かつ量的変数である場合のみ，このグラフが表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: 説明変数が1つだけで，かつ量的変数である場合のみ，このグラ
フが表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) と (4)で信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

等高線プロット: 2 因子を持つモデルの場合に，望ましさ関数を等高線プロットで表現するグラ
フを表示するには，このオプションを有効にしください．

トレース・プロット: 他の因子を平均値に設定して，因子のそれぞれの望ましさのトレースを
表現するグラフを表示するには，このオプションを有効にしください．

結果  

変数情報: この表は，因子に関する情報を示す．各因子について，ショート名，ロング名，単
位および物理単位が表示される．

応答M適化: この表は，応答最適化で得られた5個の最良解を与える．

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算に使用されたオブザベーションの数．下記の式で， はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算に使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から 1の間であるこの係数は，モデルの定数がユーザーに
よって固定されなかった場合にもに表示される．その値は次式で定義される：

は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，より良いモデルである． の問題は，モデルに使用された変数の数が考慮に入れられて
いないことである．

n
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 w  (y  −   )
i=1
∑
n

i i ŷi
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修正済みR²: モデルの修正済み決定係数．修正済み R² は，R² がゼロに近い場合，負にな
ることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定された場合だけ表示

される．この値は，次式で定義される：

修正済み は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて を修正したものである

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 2乗平均平方根誤差 (RMSE) はMSEの平方根である．

MAPE: 平均絶対%誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることから，
モデルの残差が自己相関していないことを確認するために用いる．ユーザーは，残差の独立性

の仮説が受け入れられるかどうかを確認するために， Durbin-Watson 統計量の表を参照でき
る．

Cp: Mallowsの 係数は次式で定義される：

ここで，SSE は  個の説明変数によるモデルの2乗誤差の合計で，  はすべての説明変数から
なるモデルの残差の分散の推定量である． 係数が に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

Akaike (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から派生しており， Kullback および
Leiblerの測度(1951)を使用している．これは，新しい説明変数を追加してもモデルに有意な情
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報量をもたらさないモデルにペナルティを課すモデル選択基準である．情報量は MSEで測定さ
れる． 目的は， AIC基準を最小化することである．

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978)によって提案されたこの基準は，このように AICに似ていて， 目的はそれを最
小化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

Amemiya (1980) によって提案されたこの基準は，修正済みR²のように，モデルの節減を考慮

するために用いられる．

Press RMSE: Pressの統計量は，対応するオプションが有効にされた場合のみ表示され
る．これは次式で定義される：

ここで は，後者がパラメータ推定に使用されない場合のオブザベーション iの予測値であ
る．そして，次式が得られる：

そして，Pressの RMSE はRMSEと比較できる．この2つの差が大きいほど，そのモデルが特定

のオブベーションの有無に敏感であることを示す．

Q²: 統計量が表示される．これは次式で定義される：

が1に近いほど，より良く，ロバストなモデルである．

**分散分析表**は，説明変数の説明力を計算するために使用される．モデルの定数が任意の値

に設定されていない場合，説明変数の説明力は，最終モデルの適合（最小2乗に着目）と従属

変数の平均に等しい定数のみを含む原始的モデルの適合を比較して計算される．モデルの定数

が設定されている場合は，従属変数が設定された定数に等しいモデルに関して比較が行われ
る．

Type I/II/III SS (SS: Sum of Squares（平方和）) が有効なら，対応する表が表示される．

SBC = W ln(  ) +
W

SSE
ln(W )p∗

PC =  

W − p∗

(1 − R )(W + p )2 ∗

Press =  w  (y  −
i=1

∑
n

i i   )ŷi(−i)
2

  ŷi(−i)

 Press RMCE  =   

W − p∗

Press

Q2

Q =2 1 −  

SSE

PressRMSE

Q2
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誤差の平方和 (SSE)，平均2乗誤差 (MSE)，FisherのFまたはFisherのFに関連する確率に関する
**Type I SS** の表の値は，説明変数を徐々に追加することがモデルの適合に持つ影響度を可視

化するために使用される．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに含まれるモデルへのそ
の変数の寄与度がより大きい． Type I 表の平方和は，常にモデル平方和と一致する．注意: モ
デルで変数が選択される順序が，得られる値に影響する．

誤差の平方和 (SSE)，平均2乗誤差 (MSE)，FisherのFまたはFisherのFに関連する確率に関する
**Type II SS**の表の値は，説明変数を除去することが，他のすべての変数が保持されているモ
デルの適合に待つ影響度を可視化するために使用される．確率が低いほど，他のすべての変数

がすでに含まれるモデルへのその変数の寄与度がより大きい．注意: Type I SSとは異なり，モ
デルで変数が選択される順序は，得られる値に影響を持たない．

誤差の平方和 (SSE)，平均2乗誤差 (MSE)，FisherのFまたはFisherのFに関連する確率に関する
**Type III SS**の表の値は，効果が存在すること（交互作用）を期待して，説明変数を除去する
ことが，他のすべての変数が保持されているモデルの適合に持つ影響度を可視化するために使

用される．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに含まれるモデルへのその変数の寄与度

がより大きい．注意: Type I SSとは異なり，モデルで変数が選択される順序は，得られる値に
影響を持たない．交互作用がないか，または計画が釣り合っているなら，Type II と Type IIIは
同一である．

モデルのパラメータ 表は，パラメータの推定値，対応する標準誤差，スチューデントのt，対

応する確率および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読みやすくしたり，再利用したりするために，**モデルの式**が表示され
る．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するために用いられる．係

数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みより重要になる．標準化係数の信頼区間が値0を
含む（これは標準化係数のグラフで簡単に見ることができる）場合は，モデル中の変数の重み
は有意でない．

**予測値と残差**の表では，重み，説明変数の値（もしそれが1つだけの場合），従属変数の観

測値，対応する予測値，残差，信頼区間，修正済み予測値，Cookの Dが各オブザベーションに
ついて表示される．2種類の信頼区間が表示される：平均値の信頼区間（これは任意の説明変

数の値の集合によって，無限の数のオブザベーションについて予測がなされる場合に対応）お
よび個々の予測値の信頼区間（これは1つのみのオブザベーションについて予測がなされる場
合に対応）．2つ目の区間は，もちろん確からしさが高いので，常に最初のものよりも広くな
る．

上記の結果を示す**チャート**が続く．モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート**が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．
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そして，計画が2つの因子を持ち，対応するオプションが有効になっている場合，**等高線プロ
ット**が表示される．等高線プロットが，2次元の投影および3D グラフとして表示される．こ
れらのグラフを用いて，2つの因子の従属性を同時に分析することができる．

そして，対応するオプションが有効になっている場合，**トレース・プロット**が表示され
る．トレース・プロットは，各因子について，応答変数を因子の関数として示す．すべての他

の因子がそれらの平均値に設定される．これらのグラフは，2つのオプションで示される：標
準化因子，およびオリジナルの値での因子．これらのプロットを用いて，任意の因子での応答

の従属性が分析できる．

事例  

応答曲面計画の生成と分析に関するチュートリアルが， Addinsoft のウェブサイトにある：

<https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの応答曲面計画チュートリアル?language=ja

参考文献  

Derringer R. and Suich R. ( 1980). Simultaneous optimization of several response variables,
Journal of Quality Technoloty, 12, 214-219.

Louvet, F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les plans
d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet, 2005.

Montgomery D.C. (2005), Design and Analysis of Experiments, 6th edition, John Wiley & Sons.

Myers, R. H., Khuri, I. K. and Carter W. H. Jr. (1989). Response Surface Methodology: 1966 –
1988, Technometrics, 31, 137-157.
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混合計画  
2 から6 要因の混合計画を生成するには，このモジュールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

混合計画は，調剤の最適化に関係する実験の結果をモデルするために使用される．結果のモデ
ルは， "混合分布"と呼ばれる．

混合計画は，下記の特徴により，要因計画と異なる：

調査される要因は，合計が1に等しい比率である．

要因が他の要因から独立して進展しないので（比率の合計が1であるから），実験計画の
構築が制約を受ける．

混合の実験空間

n 個の成分の濃度がどのような制約も受けない場合，実験計画はシンプレックス法で，つま
り， 次元の空間で 個の頂点を持つ正多面体である．たとえば、3個の成分の混合では、
実験フィールドは正三角形になる．4個の成分では正4面体である．

したがって、モデルの精度を最適化するために、混合計画の作成は、通常、シンプレックス法

での実験の配置で構成される． 最も一般的な計画は、Schefféの計画、Scheffé-centroid（セン
トロイド)計画、および拡張計画である．

超えてはならない最小量または最大量を定義して、モデルの成分の制約が導入される場合、実
験ドメインは、シンプレックスか、逆シンプレックス（シンプレックスBともいう）か、また
は何らかの凸多面体になるであろう． 後者の場合、もはやシンプレックス法は使用できない．

警告: 成分の数が多く，成分にたくさんの制約がある場合，実験ドメインが存在しない可能性

がある．

Scheffé シンプレックス・ネットワークは，最も構築するのが簡単な計画である．それらはど
のような次数 のモデルでも構築できる． これらのマトリックスは，多数の係数を持つ正準

モデル（完全正準モデル）に関してである．

n − 1 n

m



実験計画法  1327 混合計画  

||モデルの次数 ||| ---|---|---|--- 成分 | 2 | 3 | 43 | 6 | 10 | 15 
4 | 10 | 20 | 35 
5 | 15 | 35 | 70 
6 | 21 | 56 | 126 
8 | 36 | 120 | 330 
10 | 55 | 220 | 715

実験の連続性を改善するために，Scheffé は実験空間の中心にポイントを追加することを提案

した．これらの実験計画は，シンプレックス・セントロイド計画（Simplex Centroid Designs）
として知られる．

これらの混合計画は，成分の積項のみからなる縮小多項モデル（reduced polynomial model）
を構築することができる．したがって，実験の回数が Schefféのシンプレックスの場合ほど急
速には増大しない．中心化シンプレックス法は，伝統的なシンプレックス法と比較して，実験

空間の中心に追加の混合を加える．これは，フィールドの中心での予測品質を改善する効果が
ある．

出力

このツールは，テストのため新しい計画を提供する．各個体のテストのためのオプションの実

験シートが，印刷用にExcelスプレッド・シートに生成できる．実験を実施した後，対応する
Excel シートに作成された実験計画内の対応するセルを完成させる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢
印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

  : データ選択モードを変更するには，このボタンをクリックする．ボタンがマウ
ス・アイコンを示しているなら，XLSTATはマウスでデータを選択することを予期する．ボタ
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ンがリスト・アイコンを示しているなら，XLSTATは選択可能な変数の一覧を表示する．ボタ
ンがオレンジのシートを示しているなら，XLSTATはフラット・ファイルからデータを選択で

きるように追加のボタンを表示する ．

一般 タブ:

量的因子 (M小/M大): 量的因子の最小と最大を選択する．選択は2行でなければならず，最初の
行が各因子の最小で，2行目が最大に対応する．

応答数: 計画で分析したい応答の数を入れる．

反復: 計画の反復数を選ぶには，このオプションを有効にする．

無作為化: 計画の行の順をランダムな順序に変更するには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

実験の計画: 使用したい実験計画を選ぶ．因子の数に応じて，さまざまな計画が提供される．

モデルの次数: シンプレックス計画の場合，モデルの次数を選択できる．

混合の総量: 混合の総量を入力する．これは，実験で使用される混合の量である．

結果  

変数の情報: この表は，要因に関する情報を示す．各要因について，ショート名，ロング名，

単位，物理単位が表示される．

実験計画: この表は，完成した実験計画を表示する． 追加の列には，要因に関する情報，応答

に関する情報，各実験のラベル，ソート順，反復が含まれる．

応答M適化: 実験計画の後に，応答最適化の表が表示される．そして，以下のパラメータを選

択しなければならない:

目標: 最適化の目標を選ぶ．最小，最適，最大の間で選択できる．

選択された目標が最適または最大なら，下記のフィールドが有効になる：

下限: 望ましさが0になる下限の値を応答ごとに入力する．

目標 (左): 各応答の望ましさが1になる下限の値を入力する．



実験計画法  1329 混合計画  

選択された目標が最適または最小なら，下記のフィールドが有効になる：

目標 (右): 望ましさが1になる上限の値を応答ごとに入力する．

下限: 望ましさが0になる上限の値を応答ごとに入力する．

s: 増大する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．

t: 減少する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力する．

重み: 望ましさの計算の際，応答が1とは異なる指数値でなければならない場合は，この
オプションを有効にする．そして，0.01 から 100の間の形状パラメータの値を入力す
る．

応答の最適化に関する詳細は，スクリーニング計画の分析を参照する．

事例  

混合計画の生成と分析に関するチュートリアルが， Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの混合計画チュートリアル?language=ja

参考文献  

Droesbeke J.J., Fine J. and Saporta G. (1997). Plans d'Expériences - Application Industrielle.
Editions Technip.

Scheffé H. (1958). Experiments with mixture. _Journal of Royal Statistical Society_, B, 20, 344-
360.

Scheffé H. (1958). Simplex-centroid design for experiments with mixtures. Journal of Royal
Statistical Society, B, 25, 235-263.

Louvet F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les plans
d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B7%B7%E5%90%88%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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混合計画の分析  
2から6要因の混合計画を分析するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

混合計画の分析は，線形回帰と同じ原理に基づく．主な違いは，使用されるモデルに起因す
る．複数のモデルがある．

デフォルトでは， XLSTATは，縮小モデル（単純正準モデル）をセントロイド・シンプレック
ス法に関連づける．しかしながら， もし（実験の反復数の増大により）自由度の数が十分であ
れば，モデルを変更することも可能である．

混合計画に関する制約を満たすために，切片なしの多項モデルが使用される．我々は2種類の
モデルを区別する：単純化（特別）モデルと完全モデル（レベル 3から).

モデル式は，以下のとおりである:

- 線形モデル (レベル 1):

- 2次モデル (レベル 2):

- 完全3次モデル (レベル 3):

- 単純化3次モデル (特殊):

Y =  β  x  

i

∑ i i

Y =  β  x  +
i

∑ i i   β  x  x  

i

∑
i<j

∑ ij i j

Y =  β  x  +
i

∑ i i   β  x  x  +
i

∑
i<j

∑ ij i j  δ  x  x  (x  −
j

∑
i<j

∑ ij i j i x  ) +j   β  x  x  (x  )
k

∑
j<k

∑ ijk i j k

Y =  β  x  +
i

∑ i i   β  x  x  +
i

∑
i<j

∑ ij i j   β  x  x  (x  )
k

∑
j<k

∑ ijk i j k
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XLSTATはレベル 4までのモデルを適用できる(単純化および完全4次モデル)．

これらのモデルの推定は，伝統的な回帰で行われる． ANOVA と線形回帰に関する詳細につい
ては，これらの手法に関する章を参照のこと．

応答M適化と望ましさ（desirability）

多数の応答値  がある場合，各応答を個別に最適化して，combined desirability
function （各応答を組み合わせた望ましさ関数）を作成し，その値を分析することが可能であ
る． Derringer および Suich (1980)によって提案されたこのアプローチは，まず各応答 を

の範囲で変化する個別の望ましさ関数 に変換する．

がその目標値に達すると， となる． が目標値の許容範囲外であれば， とな
る．これらの極端なケースの間で， の中間の値が下記に示すように存在する．

での3種類の最適化ケースが以下の定義により提示される:

 = より低い値．  より小さいあらゆる値が となる．

 = より高い値． より大きいあらゆる値が となる．

 = 左側目標値．

 = 右側目標値． と の間のあらゆる値が となる．

 = と と と の間の最適化関数の形で定義する重みパラメータ．

， ， ， を定義するときに，下記の式が尊重されなければならない：

の値を**最大化**:

y  , ..., y  1 m

y  i

0 ≤ d  ≤i 1 d  i

y  i d  =i 1 y  i d  =i 0
d  i

d  i

L L d  =i 0

U U d  =i 0

T (L)

T (R) T (L) T (R) d  =i 1

s, t L T (L) T (R) U

L U T (L) T (R)

L ≤ T (L) ≤ T (R) ≤ U

y  i

d  =i    ⎩⎨
⎧ 0

(  )
T (L)−L
y  −Li s

1

y  < Li

L ≤ y  ≤ T (L)i

y  > T (L)i



実験計画法  1332 混合計画の分析  

の値を**最小化**:

下記に示すように のある区間を**目標**とする両側望ましさ関数:

計画変数は，全体の望ましさ を最大化するように選ばれる．

ここで は，個別の望ましさ関数の重みである． が小さいほど，最適化で考慮に
入れられる の重要度がより高くなる．

画面では，XLSTATは最適化の際に見つかった5個の最良解を提供する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．
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: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y / 結果: 結果を格納する実験計画の列を選択する．これらの列は，実施された実験の結果を保

持する．複数の結果変数が選択された場合，XLSTAT は変数のそれぞれで別々に計算を実行

し，そして望ましさの分析が実行される．

実験計画: 実験計画を選択する．計画を変更した場合は，質的因子が量的因子の前に置かれて
いることを確認する．計画のすべての列が選択されなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（データおよびオブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含

む場合は，このオプションを有効にする．

応答 タブ:

応答のM適化: 応答を最適化したい場合は，このオプションを有効にする．この場合，計画が
作成されたときに生成された応答最適化の表を選択する．選択内に表のヘッダが含まれなけれ
ばならない．

目的: 最適化の目的を選ぶ．最小，最適，最大のいずれかを選ぶことができる．

選択された目的が，最適または最大の場合，以下のフィールドが有効である:

下限: 各回答について，望ましさが0になる下限の値を入力する．

目標(左): 各応答について，望ましさが1になる下限の値を入力する．
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選択された目的が，最適または最小の場合，以下のフィールドが有効である:

目標 (右): 各応答について，望ましさが1になる上限の値を入力する．

上限: 各回答について，望ましさが0になる上限の値を入力する．

s: 増加する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入力する．

t: 減少する望ましさ関数が非線形でなければならない場合は，このオプションを有効に
する．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入力する．

重み: 望ましさの計算の際，応答が1とは異なる指数値を持つ場合，このオプションを有

効にする．そして，0.01から100の間の形状パラメータの値を入力する．

モデル: 分析の際に使用したいモデルのタイプを選択する．2番目のインタフェースがポップア
ップするときに，選ばれたモデルに応じて，このモデルに対応する因子が前もって選択され
る．そして，使用したい因子を選択または非選択できる．

混合の総量: 混合の総量を入力する．これは実験で使用する混合物の量である．これは，混合

計画を作成したときの入力と一致しなければならない．

出力 タブ:

相関:（従属または説明）量的変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度の表を表示するには，このオプションを有効にする．

分散分析: 分散分析表を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与度: モデルへの因子の寄与度を表示するには，このオプションを有効にする．

標準化係数: モデルの標準化係数（ベータ係数）を表示させたい場合は，このオプションを有

効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

調整済み予測値: 予測値と残差の表に修正済み予測値を計算して表示するには，このオプ
ションを有効にする．

Cookの D: 予測値と残差の表にCookの距離を表示するには，このオプションを有効にす
る．

スチューデント化残差: 予測値と残差の表にスチューデント化残差を計算して表示するに
は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: モデルの標準化パラメータとそれらの信頼区間をグラフ上に表示するには，
このオプションを有効にする．
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予測値と残差: 以下のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

(1) 回帰の線: 説明変数が1つだけで，かつ量的変数である場合のみ，このグラフが表示され
る．

(2) 説明変数 v.s. 標準化残差: 説明変数が1つだけで，かつ量的変数である場合のみ，このグラ
フが表示される．

(3) 従属変数 v.s. 標準化残差．

(4) 従属変数の予測値 v.s. 従属変数．

(5) 標準化残差の棒グラフ．

信頼区間: グラフ(1) と (4)で信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

三角ダイアグラム: 三角ダイアグラムを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

変数情報: この表は，因子に関する情報を示す．各因子について，ショート名，ロング名，単
位および物理単位が表示される．

相関行列: この表は，さまざまな選択された変数の間の相関を表示する．

適合度統計:回帰モデルの適合に関する統計量が，この表に示される：

オブザベーション: 計算に使用されたオブザベーションの数．下記の式で， はオブザベ
ーションの数．

重みの合計: 計算に使用されたオブザベーションの重みの合計．下記の式で， は重み
の合計．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．値が 0 から 1の間であるこの係数は，モデルの定数がユーザーに
よって固定されなかった場合にもに表示される．その値は次式で定義される：

は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される． が 1に近いほ
ど，より良いモデルである． の問題は，モデルに使用された変数の数が考慮に入れられて
いないことである．

修正済みR²: モデルの修正済み決定係数．修正済み R² は，R² がゼロに近い場合，負にな
ることがある．この係数は，モデルの定数がユーザーによって固定された場合だけ表示
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される．この値は，次式で定義される：

修正済み は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて を修正したものである

MSE: 平均2乗誤差(MSE) は，次式で定義される：

RMSE: 2乗平均平方根誤差 (RMSE) はMSEの平方根である．

MAPE: 平均絶対%誤差率（Mean Absolute Percentage Error）は次式で計算される：

DW: Durbin-Watson 統計量は，次式で定義される：

この係数は1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることから，
モデルの残差が自己相関していないことを確認するために用いる．ユーザーは，残差の独立性

の仮説が受け入れられるかどうかを確認するために， Durbin-Watson 統計量の表を参照でき
る．

Cp: Mallowsの 係数は次式で定義される：

ここで，SSE は  個の説明変数によるモデルの2乗誤差の合計で，  はすべての説明変数から
なるモデルの残差の分散の推定量である． 係数が に近いほど，モデルは偏りが少ない．

AIC: 赤池情報量基準は，次式で定義される：

Akaike (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から派生しており， Kullback および
Leiblerの測度(1951)を使用している．これは，新しい説明変数を追加してもモデルに有意な情

報量をもたらさないモデルにペナルティを課すモデル選択基準である．情報量は MSEで測定さ
れる． 目的は， AIC基準を最小化することである．
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SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978)によって提案されたこの基準は，このように AICに似ていて， 目的はそれを最

小化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される：

Amemiya (1980) によって提案されたこの基準は，修正済みR²のように，モデルの節減を考慮

するために用いられる．

Press RMSE: Pressの統計量は，対応するオプションが有効にされた場合のみ表示され
る．これは次式で定義される：

ここで は，後者がパラメータ推定に使用されない場合のオブザベーション iの予測値であ
る．そして，次式が得られる：

そして，Pressの RMSE はRMSEと比較できる．この2つの差が大きいほど，そのモデルが特定

のオブベーションの有無に敏感であることを示す．

Q²: 統計量が表示される．これは次式で定義される：

が1に近いほど，より良く，ロバストなモデルである．

**分散分析表**は，説明変数の説明力を計算するために使用される．モデルの定数が任意の値

に設定されていない場合，説明変数の説明力は，最終モデルの適合（最小2乗に着目）と従属

変数の平均に等しい定数のみを含む原始的モデルの適合を比較して計算される．モデルの定数

が設定されている場合は，従属変数が設定された定数に等しいモデルに関して比較が行われ
る．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効なら，対応する表が表示される．

**Type I SS**値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視化する
のに使用する．ある変数の確率が低いほど，モデルに対して，モデル中にすでに存在している
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他のすべての変数に対して，その変数の寄与度がより高い． Type I 表での平方和は，常に
model SSとつじつまが合う．注意：モデル中での変数が選択される順序が，得られる値に影響
する．

**Type II SS**値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherの
Fに関係する確率について，説明変数を除去することが，まだ残っている他のすべての変数の
モデルに持つ影響を可視化するのに使用する．確率が低いほど，モデルに対して，モデル中に
すでに存在している他のすべての変数に対して，その変数の寄与度がより高い．注意：Type I
SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．

**Type III SS**値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisher
のFに関係する確率について，説明変数を除去することが，効果（交互作用）があると期待さ
れ，まだ残っている他のすべての変数のモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．
確率が低いほど，モデルに対して，モデル中にすでに存在している他のすべての変数に対し
て，その変数の寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される
順序が，得られる値に影響しない．交互作用がないか，計画がバランスしている場合，Type II
とType IIIは同一である．

**モデルのパラメータ**の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する
確率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読みやすくしたり，再利用したりするために，**モデルの式**が表示され
る．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表は，変数の相対重みを比較するために用いられる．係

数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みより重要になる．標準化係数の信頼区間が値0を
含む（これは標準化係数のグラフで簡単に見ることができる）場合は，モデル中の変数の重み
は有意でない．

**予測値と残差**の表では，重み，説明変数の値（もしそれが1つだけの場合），従属変数の観

測値，対応する予測値，残差，信頼区間，修正済み予測値，Cookの Dが各オブザベーションに
ついて表示される．2種類の信頼区間が表示される：平均値の信頼区間（これは任意の説明変

数の値の集合によって，無限の数のオブザベーションについて予測がなされる場合に対応）お
よび個々の予測値の信頼区間（これは1つのみのオブザベーションについて予測がなされる場
合に対応）．2つ目の区間は，もちろん確からしさが高いので，常に最初のものよりも広くな
る．

上記の結果を示す**チャート**が続く．モデル中の1個だけの説明変数がある場合，最初のチャ
ートは，観察された値，回帰線，予測値の2種類の信頼区間が表示される．2番目のチャート
は，説明変数の関数として正規化された残差を示す．原理的に，残差はX-軸を挟んでランダム
に分布するはずである．もし，何らかの傾向や形がある場合，それはモデルに問題があること
を示している．

次に**3つのチャート**が表示され，これらは，それぞれ，従属変数の関数として標準化残差の
進展，予測値とオブザベーションの間の距離（理想モデルでは，ポイントがすべて2等分線の
上に並ぶ），棒グラフでの標準化残差を示す．最後のチャートは，標本が正規分布しており，
データの約95%が区間内にあると仮定して，区間]-2, 2[の外側に異常値がある場合，素早くそ
れを示す．

要因の各組み合わせについて，我々は三角ダイアグラムを描く．このグラフは，実験空間が対

応する多面体の表面の1つで応答曲面を示す．これらのグラフは，モデルの解釈を促し，最適

なコンフィギュレーションを識別することを可能にする．
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事例  

混合計画の生成と分析に関するチュートリアルが， Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの混合計画チュートリアル?language=ja

参考文献  

Droesbeke J.J., Fine J. and Saporta G. (1997). Plans d'Expériences - Application Industrielle.
Editions Technip.

Louvet F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les plans
d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet.

Scheffé H. (1958). Experiments with mixture. Journal of Royal Statistical Society, B, 20, 344-
360.

Scheffé H. (1958). Simplex-centroid design for experiments with mixtures. Journal of Royal
Statistical Society, B, 25, 235-263.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B7%B7%E5%90%88%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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タグチ計画  
環境や工程の自然な変動にロバスト（頑健）で敏感でない製品を見つけるためにタグチ計画を
生成するには，このツールうぃ使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

タグチ・メソッドは，田口玄一 (Genichi and Wu, 1980)によって提唱された手法で，完全およ
び一部実施要因計画を改良した実験計画法である．

この手法を適用するには2つのステップが必要である:

要因とそれらの水準の数によって，計画の一覧から選ぶことのできるタグチ計画の生成

ステップ．

タグチ計画が得られると，応答のバラツキを最小化するコントロール要因パラメータを
識別するために，それを分析する．この第2ステップはタグチ計画の分積ツールで実現さ
れる．

田口の方法

田口玄一の方法は，世界中で最も広く使用されているエンジニアリング技法の1つである．こ
の手法は，材料，作業者および環境での自然の変動に関わらず，良く動作する製品を開発する
ことを目的とした．

これは，田口によって事前に確立されていて，実行の回数，モデル内の因子の数，因子ごとの
水準の数に依存する直交表を使用することからなる．

タグチ・メソッドは，最適化問題を2つのカテゴリに分ける: 静的方法と動的方法．

静的タグチ計画の目的は，出力が望ましい値になるような制御因子のベストな水準を決定する
ことである．

動的計画は，信号因子を持つ．目的は，信号因子と出力応答の間の関係性を改善するために，
制御因子のベストな水準を決定することである．



実験計画法  1341 タグチ計画  

因子の数ちそれらの水準の数に応じて，XLSTATは新しいダイアログ・ボックス内で，作成可
能な計画のリストを提供する．これらの計画は，次のような独特な表記がなされる: L(nbRuns)
(nbLevel^nbFactor)

ここで nbRuns = 実行数，nbLevel = 各因子の水準の数，nbFactors = 因子の数である．

表記が次の形式の場合: L(nbRuns)(nbLevel^nbFactors nbLevel^nbFactors)，計画は混合水準の
因子を含む．

たとえば、L9(3^3) 計画は，9 回の実行と 3水準の3つの因子を持つ計画である． L18(3^3 6^1)
計画は，18回の実行，3水準の3因子、および6水準の1因子を持つ計画である．

XLSTATで利用可能な計画のリストは，次のとおり:

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

L4(2 )3

L8(2 )7

L9(3 )4

L12(2 )11

L16(2 )15

L16(4 )5

L25(5 )6

L27(3 )13

L32(2 )31

L32(2 4 )1 9

L36(2 3 )11 12

L36(2 3 )3 13

L50(2 4 )1 11

L8(4 2 )4 1

L16(4 2 )1 12

L16(4 2 )2 9

L16(4 2 )3 6

L16(4 2 )4 3

L18(2 3 )1 7

L18(3 6 )6 1
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: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

要因/カテゴリ表: 因子とそのカテゴリを一覧する表を入れる．

応答数: 分析からの応答の数を入れる．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行にラベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

オプション : タブ

信号因子を追加: タグチ計画に信号因子を追加するには，このオプションをチェックする．

水準の数: 信号因子の水準の数を選択する．

信号水準: 信号因子の水準のそれぞれのラベルを選択する．これらのラベルは数値でなけ
ればならない．

交互作用: タグチ計画に交互作用を追加するにｈ，このオプションをチェックする．

出力 タブ:

コードされた計画: コードされた計画を表示するには，このオプションを有効にする．すなわ
ち，因子のカテゴリではなく， 1, 2, 3, ... を含むタグチ計画．

結果  

変数情報: この表は，選択された因子に関するすべての情報を要約する．

実験計画: この表は，タグチ計画を示す．空の列は，応答を記入するのに使用される．
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分析を開始: 応答列が記入されると，"分析を実行" ボタンをクリックして，事前に記入された
ダイアログ・ボックスを開いて，タグチ計画の分析を実行することができる．

コードされた計画: この表は，因子のカテゴリではなく，1, 2, 3, ... を含むコードされたタグチ
計画を表示する．

事例  

タグチ計画の分析の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのタグチ計画チュートリアル?language=ja

参考文献  

Taguchi, G., & Wu, Y. (1980). Introduction to Off-Line Quality Control. Central Japan Quality
Control Association.

Taguchi, G., Chowdhury, S., Wu, Y. & Yano, H. (2005). Taguchi's Quality Engineering
Handbook. Hoboken, N.J., John Wiley & Sons.

Sabre, R. (2007). Plans d'expériences - Méthode de Taguchi. Techn. l’Ingénieur, Tech. Rep.
F1006 V1.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%83%81%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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タグチ計画の分析  
ロバストで環境やプロセスの自然変動に影響されない製品を見つけるために，タグチ計画を分

析するには，このツールを称します．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

タグチ・メソッドは，田口玄一 (Genichi and Wu, 1980)によって提唱された手法で，完全およ
び一部実施要因計画を改良した実験計画法である．

これは，すでに田口によって確立されていた直交表の使用からなっている．直交表は，実行さ
れる試行の数，モデル内の因子の数，および因子ごとの水準の数に依存する．

従来の実験計画法での目的は，平均応答に影響する因子を識別して，要求される水準でそれら
を制御することであった．タグチの実験計画法では，信号対ノイズ比 を用いて，測定

された特性値の平均と変動（バラツキ）を扱う．

タグチ・メソッド

タグチのアプローチは，世界中で最もよく使用されているエンジニアリング手法の1つであ
る．この手法は，材料，オペレータ，環境の自然変動にかかわらず，上手く機能する製品を開

発することを目的とした．

ロバストで変動に影響されない製品を見つけるために，XLSTATは，信号対ノイズ比，平均，

および標準偏差の3つのパラメーターを調査することを提案する．

またXLSTATは，これらの3つのパラメータでの線形モデルを適合させることができる．そし
て，推定された回帰係数の表が表示され，どの因子が  しきい値で統計的に有意な値

を持つかを判断することが可能になる．

信号対ノイズ比

信号対ノイズ比は，使用されているのが静的タグチ計画か動的タグチ計画かによって異なる．

静的信号対ノイズ比 :

(S/N)

α = 0.05
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伝統的に，研究や開発では，製品または工程の1つの出力のみが使用される．この場合，問題

の製品のロバスト性を改善するために，非動的信号対ノイズ比が使用される．非動的信号対ノ
イズ比では，2つの問題がある：変動の低減，および平均の調整．

実験の目的に応じて，XLSTATでは複数の信号対ノイズ比が利用可能である：

大きいほど良い（望大）: 目的が応答の最大化で負のデータが存在しない場合は，このオ
プションを選択する．この比を計算するために，我々は以下の式を用いる：

ここで  は，与えられた因子水準の組み合わせに対する応答で，  は，その因子水準の組み
合わせでの応答の数である．

ノミナルがM良（望目）: type I: 負のデータが存在しない場合は，このオプションを選

択する．"ノミナルが最良（望目）" アプリケーションでは，2段階で最適化が実行され
る．第1段階は，信号対ノイズ比を最大化することで，第2段階は平均を調整することで
ある．この比を計算するために，我々は以下の式を用いる：

ここで  は，与えられた因子水準の組み合わせでの応答の平均で，  は，与えられた因子の組

み合わせでの応答の標準偏差で， は，その因子水準の組み合わせでの応答の数である．

ノミナルがM良（望目）: type II: 実験の結果が負値を含む場合は，このオプションを選

択する．したがって，正値と負値が打ち消し合う．感度または平均の情報は得られな
い．そして，我々は変動（バラツキ）のみを示すこのタイプの信号対ノイズ比を選択す
るが，これはtype Iよりも 情報が乏しい．この比を計算するために，我々は以下の式を用

いる：

ここで  は，与えられた因子水準の組み合わせのすべてのノイズ因子での応答の標準偏差であ
る．

小さいほど良い（望小）: 目的が応答の最小化で負のデータが存在しない場合は，このオ
プションを選択する．この比を計算するために，我々は以下の式を用いる：

ここで  は，与えられた因子水準の組み合わせでの応答で，  は，その因子水準の組み合わ
せでの応答の数である．

S/N = −10 × log  (
n

(  )∑
Y 2
1

)

Y n

S/N = 10 × log  (
s2

Ȳ 2

)

Ȳ s

n

S/N = −10 × log(s )2

s

S/N = −10 × log  (
n

Y∑ 2

)

Y n



実験計画法  1346 タグチ計画の分析  

動的信号対ノイズ比 :

動的タグチ計画の場合，XLSTATはゼロ点比例式を用いる．つまり，入力がゼロに等しく，出

力は原点を通らなければならない．この比を計算するために，我々は以下の式を用いる：

ここで slope は，信号因子に対する応答の変化率であり，MSEは平均2乗誤差である．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

応答: ノイズ因子のさまざまな水準での応答を選択してください．

タグチ計画: さまざまな制御因子に対応するタグチ計画の列を選択してください．

信号因子: タグチ計画を作成するとき信号因子を選択した場合は，このオプションをチェック
してください．そして，信号因子に対応する列を選択してください．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

S/B = 10 × log  (
MSE

slope2

)
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変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にしてくだ
さい

オプション タブ:

信号対ノイズ比: 計算した信号対ノイズ比のタイプを以下の4つから有効にしてください:

大きいほど良い（望大）
ノミナルがM良（望目）: Type II
ノミナルがM良（望目）: Type I
小さいほど良い（望小）

線形モデルを適合: 出力 タブで選択した係数で線形モデルを適合させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にしてください．

交互作用: モデルに交互作用を追加したい場合は，このオプションをチェックしてくださ
い．一貫性のある結果を得るために，計画を作成するときに，選択された交互作用を用

いる必要があります．

出力 タブ:

信号対ノイズ比: 信号対ノイズ比の応答表を表示したい場合は，このオプションを有効にして
ください．

平均: 平均の応答表を表示したい場合は，このオプションを有効にしてください．このオプシ
ョンは，静的タグチ計画の場合のみに利用可能です．

スロープ: スロープの応答表を表示したい場合は，このオプションを有効にしてください．こ
のオプションは，動的タグチ計画の場合のみに利用可能です．

標準偏差: 標準偏差の応答表を表示したい場合は，このオプションを有効にしてください．

チャート タブ:

信号対ノイズ比: 信号対ノイズ比の主効果チャートを表示したい場合は，このオプションを有

効にしてください．

平均: 平均の主効果チャートを表示したい場合は，このオプションを有効にしてください．こ
のオプションｈが静的タグチ計画の場合のみに利用可能です．

スロープ: スロープの主効果チャートを表示したい場合は，このオプションを有効にしてくだ
さい．このオプションは，動的タグチ計画の場合のみに利用可能です．

標準偏差: 標準偏差の主効果チャートを表示したい場合は，このオプションを有効にしてくだ
さい．
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結果  

変数情報: この表は，選択された属性についてのすべての情報を要約します．

信号対ノイズ比: この表は，信号対ノイズ比での応答を表示します．

平均: この表は，平均での応答を表示します．

スロープ: この表は，スロープでの応答を表示します．

標準偏差: この表は，標準偏差での応答を表示します．

変数の回帰:

適合度統計: 回帰モデルの適合に関する統計量がこの表に示されます:

オブザベーション: 計算に使用されたオブザベーションの数．下記に示される式で， が
オブザベーションの数である．

重みの合計: 計算に使用されたオブザベーションの重みの合計．下記に示される式で，
が重みの合計である．

DF: 選ばれたモデルの自由度の数（誤差部に対応）．

R²: モデルの決定係数．0から1に間の値をとるこの係数は，モデルの定数がユーザーによ
って固定された場合のみ表示される．その値は次式で定義される :

は，モデルによって説明される従属変数の変動の比率として解釈される．  が1に近いほ
ど，良いモデルとなる．  の問題は，モデルを適合するために使用された変数の数が考慮に
入れられていないことである．

調整済み R²: モデルの調整済み決定係数．調整済み  は，  がゼロに近い場合負にな
ることがある．その値は次式で定義される:

調整済み R² は，モデルに使用された変数の数を考慮に入れて R² を補正したものである．

MSE: 平均2乗誤差 (MSE) は次式で定義される:

RMSE: 2乗平均平方根誤差 (RMSE) は，MSEの平方根である．

n
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MAPE: 平均絶対パーセント誤差（Mean Absolute Percentage Error) は次式で計算され
る:

DW: Durbin-Watson統計量は次式で定義される:

この係数は，1次の自己相関係数で，残差の独立性が線形回帰の基本仮説の1つであることを前

提として，モデル残差が自己相関していないことを確認するために使用される．ユーザーは，
残差の独理性仮説を採択できるかどうかを確認するために，Durbin-Watson 統計量の表を参照

できる．

Cp: Mallows Cp 係数は次式で定義される:

ここで SSE は，  個の説明変数を持つモデルの2乗誤差の合計で，  は，すべての変数で構成

されるモデルの残差の推定量である．Cp 係数が に近いほど，偏りの少ないモデルとなる．

AIC: 赤池の情報量基準は次式で定義される:

赤池 (1973) によって提案されたこの基準は，情報理論から導かれたもので， Kullback と
Leiblerの測度 (1951)を使用している．これは，新しい説明変数の追加がモデルに十分な情報量

を提供しない場合，モデルを罰するモデル選択の基準である．情報量はMSEを用いて測定して
いる．目的は AIC 基準を最小化することである．gh the MSE. The aim is to minimize the AIC
criterion.

SBC: Schwarzのベイジアン基準は，次式で定義される：

Schwarz (1978) によって提案されたこの基準は，AIC に似ていて，やはり，目的はそれを最小

化することである．

PC: 雨宮の予測基準は，次式で定義される:

雨宮 (1980) によって提案されたこの基準は，モデルの節減を考慮に入れることが，調整済みR²
に似ている．
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W
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∑
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W
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分散分析表 は，説明変数の説明力を評価するのに使用する．モデルの定数が任意の値に設定さ
れていない場合，最終モデルの適合（最小2乗について）と従属変数の平均に等しい定数のみ
を含む初歩的なモデルを比較して，説明力が評価される．モデルの定数が設定された場合，従

属変数が設定された定数に等しい場合のモデルに対して比較がなされる．

Type I/II/III SS (SS: 平方和) が有効になっている場合は，対応する表が表示される．

Type I SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのFに
関係する確率について，徐々に説明変数を追加してモデルの適合に持つ影響を可視化するのに
使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄

与度がより高い．Type I 表での平方和は，常にモデル平方和とつじつまが合う．注意：モデル
中での変数が選択される順序が，得られる値に影響する．

Type II SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべて の変数が維持されているモ
デルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が低いほど，他のすべての変数がすで
に存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．注意：Type I SSとは異なり，モデル
中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．

Type III SS 値の表は，誤差平方和 (SSE)， 平均2乗誤差(MSE)，Fisherの F，またはFisherのF
に関係する確率について，説明変数を除去することが，他のすべての変数が維持されて，効果

の存在（交互作用）が期待されるモデルの適合に持つ影響を可視化するのに使用する．確率が
低いほど，他のすべての変数がすでに存在しているモデルへのその変数の寄与度がより高い．
注意：Type I SSとは異なり，モデル中で変数が選択される順序が，得られる値に影響しない．
交互作用がないか，または計画がバランスしている場合，Type II とType IIIは同一である．

モデルのパラメータ の表は，パラメータの推定，対応する標準誤差，Studentのt，対応する確

率，および信頼区間を表示する．

そして，モデルを読んだり再利用するのを簡単にするために，**モデルの式**が表示される．

事例  

タグチ計画の分析の事例が，Addinsoftのウェブサイトにあります:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのタグチ計画チュートリアル?language=ja

参考文献  

Taguchi, G., & Wu, Y. (1980). Introduction to Off-Line Quality Control. Central Japan Quality
Control Association.

Taguchi, G., Chowdhury, S., Wu, Y. & Yano, H. (2005). Taguchi's Quality Engineering
Handbook. Hoboken, N.J., John Wiley & Sons.

Sabre, R. (2007). Plans d'expériences - Méthode de Taguchi. Techn. l’Ingénieur, Tech. Rep.
F1006 V1.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%83%81%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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生存時間分析  
Kaplan-Meier分析  
集団生存曲線（population survival curve）を構築し，生存期間中央値のような本質的な統計量

を得るために，このツールを使用する．観察区間が一定の生命表解析とは異なり，主な結果が
Kaplan-Meier表であるKaplan-Meier 分析は，不規則な観察区間に基づいている．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Kaplan Meier（product-limit法ともいう)解析は，生命表解析と共に生存解析の記述法に属す
る．生命表解析法が最初に開発されたが，Kaplan-Meier 法が多くのケースで優れていることが
示されてきた．

Kaplan-Meier 解析は，集団生存曲線と生存期間中央値のような本質的な統計量を素早く得るこ
とができる．主要な結果がKaplan-Meier 表であるKaplan-Meier解析は， 観察区間が一定の生命

表解析とは異なり，不規則な観察区間に基づいている．

Kaplan-Meier 分析は，任意の集団が時間によってそのどのように変化するかを分析するために
用いられる．この手法は，ほとんど生存データと製品の品質データに適用される．個体または
製品がなぜ変化するかの主な理由は3つある： いくつかの個体が死亡（製品が欠陥），その他

のいくつかが治癒（修理）されたので，または（個体が場所から移動，研究が打ち切られたな
どで）その追跡ができなくなったので，生存している母集団から消える．データの最初のタイ
プは，通常，"故障データ"，または"イベント・データ"と呼び，一方，2つ目のは, "打ち切りデ
ータ"と呼ぶ．

生存データの打ち切りには，複数のタイプがある：

左側打ち切り（Left censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，そのイベントが t
* t(i)で発生したことを知っている場合．

右側打ち切り（Right censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，もし過去に発生

したのなら，そのイベントがt * t(i)で発生したことを知っている場合．
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区間打ち切り（Interval censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，そのイベント
が[t(i-1); t(i)]の間に発生したことを知っている場合．

正確打ち切り（Exact censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，そのイベントが
正確にt=t(i)で発生したことを知っている場合．

Kaplan Meier 法は，オブザベーションが独立であることを必要とする．2つ目に，打ち切りは
独立でなければならない：時間 t-1の調査で2つのランダムな個体を考え，その個体の1つが, 時
間tで打ち切られ，その他が生存する場合，時間 tにおける両者の生存の確率は等しいはずであ
る．独立打ち切りには，4つの種類がある：

単純タイプ I: すべての個体が同時に打ち切られるか，または同等の個体が固定の期間追

跡される．

進行タイプ I: すべての個体が同じ日付で打ち切られる（たとえば，調査が打ち切られる
場合）．

タイプ II: n 個のイベントが記録されるまで，調査が続けられる．

無作為: 打ち切りが発生する時間が生存時間に独立．

Kaplan Meier 解析は，集団をそれらの生存曲線で比較することを可能にする．たとえば，2つ
の異なる場所で生産された同じ製品の2つの標本の生存時間を比較することに興味があるかも
しれない．検定は，生存曲線が同一の生存関数から生じているかどうかを確認することを実行

できる．これらの結果は，あとで生存曲線をモデルし，故障の確率を予測することに使用でき
る．

信頼区間/span>

生存関数の信頼区間の計算は，3種類の手法を用いて行える：

Greenwoodの方法:

指数Greenwoodの方法:

対数変換法:  with

これらの3つのアプローチは，同様な結果を与えるが，最後の手法は，標本が小さいときに好

ましい．

S(T ) ± z   1−α/2
S (T )2

Var(S(T ))

exp(− exp(log(− log(S(T ))) ± z   ))1−α/2 var(S(T ))

S(T ) ,S(T )1/θ θ

θ = exp   

⎝

⎛
log(S(T ))

z   1−α/2  

S (T )2
Var(S(T ))

⎠

⎞
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

日付データ: イベントまたは打ち切りが記録されている時間または日付に対応するデータを選
択する．最初の行で列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

重みつきデータ: 任意の時間で，複数のイベントが同じ行で記録されている場合（たとえば時

間 t=218で，10 個の故障と 2個の 打ち切りデータが観察されている），このオプションを有効

にする．このオプションを有効にすると，"イベント・インジケータ" フィールドが，"状態変

数" フィールドに，“打ち切りインジケータ” フィールドが "イベント・コード"と "打ち切りコー
ド" ボックスに置き換わります．

状態インジケータ: イベントまたは打ち切りデータに対応するデータを選択する． “重みつきデ
ータ” オプションがチェックされている場合，このフィールドは利用できない．最初の行の列
ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用するコードを入力す
る．デフォルト値は1．

打ち切りコード，イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用す
るコードを入力する．デフォルト値は1．

打ち切りコード: 状態変数内で打ち切りデータを識別するために使用するコードを入力する．
デフォルト値は 0．

イベント・インジケータ: 同時に記録されたイベントのカウントに対応するデータを選択す
る．注意：このオプションは， "重みつきデータ"が選択された場合にのみ利用可能である． 最
初の行の列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

打ち切りインジケータ: 任意の時間に記録された右側打ち切りデータのカウントに対応するデ
ータを選択する．注意：このオプションは，"重みつきデータ"が選択された場合にのみ利用可
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能である． 最初の行の列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 行ラベルと列ラベルが選択されている場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

信頼区間: 出力される表に表示される信頼区間を計算するために使用する手法を選ぶ．

データ・オプション タブ:

欠損値:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算の継続をやめるようにするに
は，このオプションう有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

グループ:

グループごとに分析: 各グループで別々に分析を実行したい場合は，このオプションを有効に
して，各オブザベーションが属するグループを記述するデータを選択する．

比較: 複数の曲線を比較して，比較検定を実行したい場合は，このオプションを有効にす
る．

フィルタ: 計算の際に別々のダイアログ・ボックスで選択できるいくつかのグループごとに
XLSTATが分析を実行するようにしたい場合は，このオプションを有効にして，オブザベーシ
ョンがどのグループに属するか記述するデータを選択する． “グループごとに分析” オプション
が有効になっている場合，XLSTAT は，グループの選択された部分集合についてのみ，各グル
ープで別々に分析を実行する．
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チャート タブ:

生存分布関数: 生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

-Log(SDF): 生存分布関数（SDF）の–Log() を表示するには，このオプションを有効にする．

Log(-Log(SDF)): 生存分布関数の Log(–Log()) を表示するには，このオプションを有効にす
る．

1 - 生存分布関数: 1 - 生存分布関数に対応するチャートを表示するには，このオプションを有

効にする．

打ち切りデータ: 打ち切りデータが記録された時間をグラフ上で識別するには，このオプショ
ンを有効にする（識別子は，くり抜き円"o"または"+"）．

結果  

基本統計量: この表は，オブザベーションの合計数，イベントの数，打ち切られたデータの数
を表示する．

Kaplan-Meier 表: この表は，分析から得られたさまざまな結果を表示する：

区間開始ライン: 観察区間の下限．

危険数（At risk）: 危険のある個体の数．

イベント: 記録されたイベントの数．

打ち切り: 打ち切られた記録データの数．

故障率: "故障" した（イベントが起きた）個体の比率．

生存率: "生存" した（イベントが起きなかった）個体の比率．

生存分布関数 (SDF): 少なくとも興味の時間まで，ある個体が生存している確率．累積生

存分布関数，または生存曲線ともいう．

生存分布関数標準化誤差: 前者の標準誤差．

生存分布関数信頼区間: 前者の信頼区間．

平均および中央値残留寿命: 最初の表は，平均残留寿命，標準誤差，信頼範囲を表示する．2番
目の表は，中央値残留寿命（50%） を含む3 分位数での統計量（推定値および信頼範囲）を表

示する．中央値残留寿命は，"故障"（死亡）する集団の半分についての残りの時間を計算する
ことができるので，Kaplan-Meier解析の要となる結果の1つである．

グラフ: 選択されたオプションによって，3つまでのグラフが表示される： (SDF)， -Log(SDF)
および Log(-Log(SDF))．

ダイアログ・ボックスで "比較" オプションが有効にされた場合，XLSTAT は以下の結果を表示

する：
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生存関数の等質性検定: この表は，3種類の検定の統計量を表示する．：Log-rank 検定，

Wilcoxon 検定，Tarone Ware 検定．これらの検定は，カイ2乗検定に基づく．対応するp値が低
いほど，グループ間の差がより有意である．

log-rank検定で得られたp値がアルファ = 5%しきい値で有意であれば，多重対比較検定がグル
ープで実行される．我々はBonferroni検定の派生で，特定の状況でより効果のあるDunn-Sidak
を実行する．

ここで g はグループの数．

グラフ: 選択されたオプションによって，3つまでのグラフが各グループについて1つの曲線で
表示される：生存分布関数 (SDF)，-Log(SDF)，Log(-Log(SDF))，1-SDF．

事例  

Kaplan-Meier 法に基づく生存分析の事例がAddinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/xlstatkaplan-meier?language=ja

参考文献  

Brookmeyer R. and Crowley J. (1982). A confidence interval for the median survival time.
Biometrics, 38, 29-41.

Collett D. (1994). Modeling Survival Data In Medical Research. Chapman and Hall, London.

Cox D.R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.

Elandt-Johnson R.C. and Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. John
Wiley & Sons, New York.

Kalbfleisch J.D. and Prentice R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. John
Wiley & Sons, New York.

α =′ 1 − (1 − α) .1/g

https://help.xlstat.com/s/article/xlstatkaplan-meier?language=ja
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生命表  
任意の集団の生存曲線を構築し，生存期間中央値のような本質的な統計量を得るために，この
ツールを使用する．Kaplan Meier解析がデータ集合中にあるのと同じ観察区間が取られるのに
対して，主要な結果が生命表（保険数理表ともいう）である生命表解析は，固定の観察区間で
作業する．XLSTAT は，打ち切りデータとグルーピング情報を考慮に入れることができる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

生命表解析は，Kaplan Meier 解析とともに生存解析の記述手法に属す．生命表解析法が最初に
開発されたが，Kaplan-Meier 法が多くのケースで優れていることが示されてきた．

生命表解析は，集団生存曲線と生存期間中央値のような本質的な統計量を素早く得ることがで
きる．Kaplan Meier解析がデータ集合中にあるのと同じ観察区間が取られるのに対して，主要
な結果が生命表（保険数理表ともいう）である生命表解析は，固定の観察区間で作業する．

生命表解析は，任意の集団が時間でどのように変化するかを分析できる．この手法は，ほとん
ど生存データと生産品質データに適用される．個体または製品の集団が変化するには，3つの
主な理由がある：いくつかの個体が死滅（製品が 故障），調査されている集団のいくつかが治

癒して（修理されて）消える，または追跡ができなくなって（個体がその場所から移動，調査

が打ち切られるなど）消える．最初のタイプのデータは，通常， "故障データ",または "イベン
ト・データ"と呼ばれ，一方，2番目は "打ち切りデータ"と呼ばれる．

生存データの打ち切りには複数の種類がある：

There are several types of censoring of survival data:

左側打ち切り（Left censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，そのイベント
がt * t(i)で発生したことを知っている場合．

右側打ち切り（Right censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，もし過去に
発生したのなら，そのイベントがt * t(i)で発生したことを知っている場合．

区間打ち切り（Interval censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，そのイベ
ントが[t(i-1); t(i)]の間に発生したことを知っている場合．

正確打ち切り（Exact censoring）: あるイベントが時間t=t(i)にレポートされ，そのイベン
トが正確にt=t(i)で発生したことを知っている場合．
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生命表法は，オブザベーションが独立であることを要求する．さらに，打ち切りは独立でなけ
ればならない：時間 t-1の調査で2つの無作為の個体を考えるとして，個体の1つが時間tで打ち
切られて，もう1つが生存している場合，両者が時間 tで生存する確率は等しいはずである．独

立打ち切りには，4つの種類がある：

単純タイプ I: すべての個体が同時に打ち切られるか，または同等の個体が固定の期間追

跡される．]

進行タイプ I: すべての個体が同じ日付で打ち切られる（たとえば，調査が打ち切られる
場合）．

タイプ II: n 個のイベントが記録されるまで，調査が続けられる．

無作為: 打ち切りが発生する時間が生存時間に独立．

生命表法は，生存曲線を通して複数の集団を比較することができる．たとえば，2つの異なる
場所で生産された同じ製品の2つの標本の生存時間を比較することは興味深いであろう．生存

曲線が同一の生存関数から発生しているかどうかをチェックするために検定が実行される．こ
れらの結果は，あとで生存曲線をモデルして，故障の確率を予測するために使用できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

日付データ: イベントまたは打ち切りが記録されている時間または日付に対応するデータを選

択する．最初の行で列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

重みつきデータ: 任意の時間で，複数のイベントが同じ行で記録されている場合（たとえば時

間time t=218で，10 個の故障と 2個の 打ち切りデータが観察されている），このオプションを
有効にする．このオプションを有効にすると，"イベント・インジケータ" フィールドが，"状態
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変数" フィールドに，“打ち切りインジケータ” フィールドが "イベント・コード"と "打ち切りコ
ード" ボックスに置き換わります．

状態インジケータ: イベントまたは打ち切りデータに対応するデータを選択する． “重みつきデ
ータ” オプションがチェックされている場合，このフィールドは利用できない．最初の行の列

ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用するコードを入力す
る．デフォルト値は1．

打ち切りコード，イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用す
るコードを入力する．デフォルト値は1．

打ち切りコード: 状態変数内で打ち切りデータを識別するために使用するコードを入力する．
デフォルト値は 0．

イベント・インジケータ: 同時に記録されたイベントのカウントに対応するデータを選択す
る．注意：このオプションは， "重みつきデータ"が選択された場合にのみ利用可能である． 最
初の行の列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

打ち切りインジケータ: 任意の時間に記録された右側打ち切りデータのカウントに対応するデ
ータを選択する．注意：このオプションは，"重みつきデータ"が選択された場合にのみ利用可

能である． 最初の行の列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 行および列のラベルが選択された場合，このオプションを有効にする

オプション タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

観察区間:

一定幅: 一定の区間幅を入力したい場合は，このオプションを有効にする．この場合，下
限が自動的に 0に設定される．

ユーザー定義: 生命表解析を実行するために使用する区間を定義するには，このオプショ
ンを有効にする．そして，最初の区間の下限とすべての区間の上限に対応するデータを
選ぶ．
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データ・オプション タブ:

欠損値:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算の継続をやめるようにす
るには，このオプションう有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプショ
ンを有効にする．

グループ

グループごとに分析: XLSTATがグループごとに別々に分析をデータを実行するようにし
たい場合は，このオプションを有効にして，各オブザベーショが属するグループを記述

するデータを選択する．

比較: 複数の生存曲線を比較して，比較検定を実行したい場合は，このオプションを有効

にする．

フィルタ: 計算の際に別々のダイアログ・ボックスで選択できるいくつかのグループごとに
XLSTATが分析を実行するようにしたい場合は，このオプションを有効にして，オブザベーシ
ョンがどのグループに属するか記述するデータを選択する． “グループごとに分析” オプション
が有効になっている場合，XLSTAT は，グループの選択された部分集合についてのみ，各グル
ープで別々に分析を実行する．

チャート タブ:

生存分布関数: 生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

-Log(SDF): 生存分布関数（SDF）の–Log() を表示するには，このオプションを有効にする．

Log(-Log(SDF)): 生存分布関数の Log(–Log()) を表示するには，このオプションを有効にす
る．

打ち切りデータ: 打ち切りデータが記録された時間をグラフ上で識別するには，このオプショ
ンを有効にする（識別子は，くり抜き円"o"）．

結果  

基本統計量: この表は，オブザベーションの合計数，イベントの数，打ち切られたデータの数

を表示する． 生命表: この表は，分析から得られたさまざまな結果を表示する．：

区間: 観察区間

危険数（At risk）: 観察区間中に危険に曝されている個体の数．

イベント: 観察区間中に記録されたイベントの数． * 打ち切り: 観察区間中に記録された打ち切

りデータの数．
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有効危険数: 区間の最初に危険に曝されていた個体から観察区間中に打ち切られた個体の
数の半分を引いた数．

生存率: 観察区間に"生存した" （イベントが発生しなかった） 個体の集団． "有効に危険

（effective at risk）"であった個体の中で生存した個体の比率．

故障の条件つき確率: "有効に危険"であった固体の中で故障した（死亡した）個体の比

率．

条件つき確率の標準誤差: 前者の標準誤差．

生存分布関数 (SDF): 少なくとも問題の観察区間まで生存する個体の確率． 生存関数（survivor
function）ともいう．

生存関数の標準誤差: 前者の標準誤差．

確率密度関数: 区間の中間点での推定密度関数．

確率密度の標準誤差: 前者の標準誤差．

ハザード率: 区間の痛感点での推定ハザード率．故障率ともいう．生存の故障率に対応す
る．

ハザード率の標準誤差: 前者の標準誤差．

中央値残留寿命: 生存集団（危険に曝された個体）が半減するまでの残り時間．余命中央

値（median future lifetime）ともいう．

中央値残留寿命標準誤差: 前者の標準誤差．

中央値残留寿命: 実験の最初での中央値残留寿命とその標準誤差を表示する表．この統計量

は，数段の半数が "故障"（死亡）するまでの時間を計算できるので，生命表解析の要となる結

果の1つである．

チャート: 選択されたオプションによって，5つまでのグラフが表示される：生存分布関数

（SDF），確率密度関数，ハザード率関数，-Log(SDF)，Log(-Log(SDF))．

ダイアログ・ボックスで"比較" オプションが有効にされた場合，XLSTAT は，下記の結果を表

示する．：

生存関数の等質性検定：この表は，3種類の検定の統計量を表示する．：Log-rank 検定，

Wilcoxon 検定，Tarone Ware 検定．これらの検定は，カイ2乗検定に基づきます．対応するp値
が低いほど，グループ間の差がより有意になる．

もしlog-rank検定で得られたp値が alpha = 5% しきい値で有意であれば，多重対比較検定がグ
ループについて実行される．我々はBonferroni検定の派生で，特定の状況により有効な Dunn-
Sidak検定を実行する．

ここで  はグループの数である．

α =′ 1 − (1 − α) .1/g

g



生存時間分析  1362 生命表  

チャート: 選択されたオプションによって，各グループごとに1つの曲線で5つまでのグラフが
表示される：生存分布関数（SDF），確率密度関数，ハザード率関数，-Log(SDF)， Log(-
Log(SDF))．

事例  

生命補油の方法による生存分析の事例が，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの生命表分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Brookmeyer R. and Crowley J. (1982). A confidence interval for the median survival time.
Biometrics, 38, 29-41.

Collett D. (1994). Modeling Survival Data In Medical Research. Chapman and Hall, London.

Cox D.R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.

Elandt-Johnson R.C. and Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. John
Wiley & Sons, New York.

Kalbfleisch J.D. and Prentice R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. John
Wiley & Sons, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%94%9F%E5%91%BD%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Nelson-Aalen 分析  
Nelson-Aalen 法を用いて累積ハザード曲線を構築するには，このツールを使用する．Nelson-
Aalen 法は，観察区間が一定の生命表解析とは対照的に，不規則の観察区間に基づくハザード
関数を推定することができる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Nelson-Aalen 分析は，生存分析の記述法に属する．Nelson-Aalen アプローチによって，累積

ハザードの曲線を素早く得ることができる．Nelson-Aalen 法は，不規則な観察区間に基づくハ
ザード関数を推定することを可能にする．

Nelson-Aalen 分析は，任意の母集団が時間でどのように変化するかを分析するために使用され
る．個体または製品の集団が変化する3つの原因がある：いくつかの個体が死亡（製品が故

障），他のいくつかは治癒する（修理される）か，またはそれらの追跡が失われる（個体がそ
の場所から移転する，または調査が打ち切られるなど）ことにより，調査される集団から 外れ
る．1番目のデータのタイプは，通常， "故障データ"，または "イベント・データ"と呼ばれ，
一方，2番目は，"打ち切りデータ"と呼ばれる．

生存データの打ち切りには，複数のタイプがある：

左側打ち切り: あるイベントが時間 で報告され，そのイベントが )に発

生したことを知っている場合．

右側打ち切り: あるイベントが時間 で報告され，もし過去に発生したのなら，そ
のイベントが に発生したことを知っている場合．

区間打ち切り:あるイベントが時間 で報告され，そのイベントが
の間に発生したことを知っている場合．

正確打ち切り: あるイベントが時間 で報告され，そのイベントが正確に
に発生したことをを知っている場合．

Nelson-Aalen 法は，オブザベーションが独立であることを必要とする．2番目に，打ち切りが
独立でなければならない：時間 での調査で2つの無作為な個体を考える場合，もし時間 で
個体の1つが打ち切られ，その他が生存するなら，両者が時間 で生存する確率は等しいはずで
ある．独立打ち切りには，4つの種類がある：

t = t(i) t < t(i)

t = t(i)
t > t(i)

t = t(i) [t(i − 1); t(i)]

t = t(i) [t(i −
1); t(i)]

t − 1 t

t
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単純タイプ I: すべての個体が同時に打ち切られるか，または同等の個体が固定の期間追

跡される．

進行タイプ I: すべての個体が同じ日付で打ち切られる（たとえば，調査が打ち切られる
場合）．

タイプ II: n 個のイベントが記録されるまで，調査が続けられる．

無作為: 打ち切りが発生する時間が生存時間に独立．

Nelson-Aalen 分析は，集団をそれらのハザード曲線によって比較することを可能にする．
Nelson-Aalen 推定量は，累積ハザード関数を分析する場合，Kaplan-Meier 推定量よりも優先さ
れるべきである．累積生存曲線を分析する場合，Kaplan-Meier 推定量が優先されるべきであ
る．

累積ハザード関数は: 

ただし は時間 で減少するオブザベーションの数で， は でリスクのあるオブザベーショ
ンの数（まだ調査中）である．

複数の分散推定量が利用可能である:

単純:  

プラグ・イン:  

2項:  

信頼区間も得られる :

Greenwoodの手法:  

Log-変換法:   with 

2番目のものは，小さな標本で優先されるであろう．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

H(T ) =   

T  ≤Ti

∑
r  i

d  i

d  i T  i r  i T  i

var(H(T )) =   

T  ≤Ti

∑
r  

i
2

d  i

var(H(T )) =   

T  ≤Ti

∑
r  i

3
d  (r  −d  )i i i

var(H(T )) =   

T  ≤Ti

∑
r  (r  −1)i

2
i

d  (r  −d  )i i i

H(T ) ± z   1−α/2 Var(H(T ))

H(T )/ϕ,  H(T ) × ϕ ϕ = exp(  )
H(T )

z   1−α/2 var(H(T ))
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: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

日付データ: イベントまたは打ち切りが記録されている時間または日付に対応するデータを選

択する．最初の行で列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

重みつきデータ: 任意の時間で，複数のイベントが同じ行で記録されている場合（たとえば時

間time t=218で，10 個の故障と 2個の 打ち切りデータが観察されている），このオプションを
有効にする．このオプションを有効にすると，"イベント・インジケータ" フィールドが，"状態

変数" フィールドに，“打ち切りインジケータ” フィールドが "イベント・コード"と "打ち切りコ
ード" ボックスに置き換わります．

状態インジケータ: イベントまたは打ち切りデータに対応するデータを選択する． “重みつきデ
ータ” オプションがチェックされている場合，このフィールドは利用できない．最初の行の列

ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用するコードを入力す
る．デフォルト値は1．

打ち切りコード，イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用す
るコードを入力する．デフォルト値は1． 打ち切りコード: 状態変数内で打ち切りデータを識別

するために使用するコードを入力する．デフォルト値は 0．

イベント・インジケータ: 同時に記録されたイベントのカウントに対応するデータを選択す
る．注意：このオプションは， "重みつきデータ"が選択された場合にのみ利用可能である． 最
初の行の列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認す
る．

打ち切りインジケータ: 任意の時間に記録された右側打ち切りデータのカウントに対応するデ
ータを選択する．注意：このオプションは，"重みつきデータ"が選択された場合にのみ利用可

能である． 最初の行の列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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ラベルを含む: 行および列のラベルが選択された場合，このオプションを有効にする．

オプション  タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

分散: 出力される表に表示される分散を計算するために使用する手法を選ぶ．

信頼区間: 出力される表に表示される信頼区間を計算するために使用する手法を選ぶ．

データ・オプション タブ:

欠損値:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算の継続をやめるようにす
るには，このオプションう有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値のあるオブザベーションを除去するには，このオプショ
ンを有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

グループ:

グループごとに分析: XLSTATが各グループで別々に分析を実行するようにしたい場合は，この
オプションを有効にして，各オブザベーションがどのグループに属するかを記述するデータを
選択する．

比較: 複数の曲線を比較して，比較検定を実行したい場合は，このオプションを有効にす
る．

フィルタ: 計算の際に別々のダイアログ・ボックスで選択できるいくつかのグループごとに
XLSTATが分析を実行するようにしたい場合は，このオプションを有効にして，オブザベーシ
ョンがどのグループに属するか記述するデータを選択する． “グループごとに分析” オプション
が有効になっている場合，XLSTAT は，グループの選択された部分集合についてのみ，各グル
ープで別々に分析を実行する．

チャート タブ:

累積ハザード関数: 累積ハザード関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有

効にする．

生存分布関数: 生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．
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Log(累積ハザード関数): 累積ハザード関数のLog() を表示するには，このオプションを有効に
する．

打ち切りデータ: 打ち切りデータが記録された時間をグラフ上で識別するには，このオプショ
ンを有効にする（識別子は，くり抜き円"o"または"+"）．

結果  

基本統計量: この表は，オブザベーションの合計数，イベントの数，打ち切られたデータの数
を表示する．

Nelson-Aalen 表: この表は，分析から得られたさまざまな結果を表示する：

区間開始線: 観察区間の下限．

危険数（At risk）: リスクに曝されていた個体の数．

イベント: 記録されたイベント の数．

打ち切り: 記録された打ち切りデータの数．

累積ハザード関数: 考慮された時間でのある個体に関連するハザード．

累積ハザード関数誤差: 前者の標準誤差．

累積ハザード関数信頼区間: 前者の信頼区間．

生存分布関数: ある個体が考慮される時間まで生存する確率（次式で計算される： 
).

チャート: 選択されたオプションによって，3つまでのグラフが表示される：累積ハザード関

数，生存分布関数，Log(ハザード関数)．

ダイアログ・ボックスで"比較" オプションが有効にされた場合，XLSTATは以下の結果を表示

する：

生存関数の等質性検定：この表は，3種類の検定の統計量を表示する．：Log-rank 検定，

Wilcoxon 検定，Tarone Ware 検定．これらの検定は，カイ2乗検定に基づきます．対応するp値
が低いほど，グループ間の差がより有意になる．

log-rank 検定で得られた値が alpha = 5% しきい値で有意であれば，多重対比較検定がグループ
について実行される．我々は，Bonferroniの派生で，ある状況ではより有効なDunn-Sidak検定

を実行する．

ここで g はグループの数．

S(T ) = exp(−H(T ))

α =′ 1 − (1 − α) .1/g
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チャート: 選択されたオプションによって，各グループに1つの曲線を伴う3つまでのチャート
が表示される：累積ハザード関数，生存分布関数，Log(ハザード関数)．

事例  

Nelson-Aalen 法に基づく生存分析の事例が， Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのNelson-Aalen分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Brookmeyer R. and Crowley J. (1982). A confidence interval for the median survival time.
Biometrics, 38, 29-41.

Collett D. (1994). Modeling Survival Data In Medical Research. Chapman and Hall, London.

Cox D.R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.

Elandt-Johnson R.C. and Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. John
Wiley & Sons, New York.

Kalbfleisch J.D. and Prentice R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. John
Wiley & Sons, New York.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AENelson-Aalen%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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累積罹患率  
競合するリスクが存在するときに生存データを分析するには，このツールを使用する． 累積罹

患率は，複数の競合イベントが発生し得る場合に，あるイベントの影響度を推定することを可

能にする．観察区間は定期である必要はない． XLSTAT は，競合リスクを伴う打ち切りデータ
を扱い，母集団内のさまざまなグループを比較することを可能にする．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

累積罹患率は，複数の競合するイベントが発生し得る場合に，影響度を推定することを可能に
する．それは通常，競合リスク・ケース （competing risks case）と呼ばれる．観察区間は定

期である必要はない． XLSTAT は，競合リスクでの打ち切りデータの取り扱いと，母集団内の
さまざまなグループの比較を可能にする．

任意の期間で，累積罹患率は，その期間の最初での分析に含まれていたあるオブザベーション
が ，期間中にあるイベントによって影響を受ける確率である．これはとくに，競合リスクの場

合，すなわち，複数のタイプのイベントが発生し得るときに適している．

この手法は，個体（たとえば，がんの研究）または製品（たとえば，製造ツールの障害時）の
いずれかの生存データの分析に使用される：いくつかの個体が死亡する（この場合，死亡には
2つの原因が考えられる：病気のため，またはその他の原因），製品が故障する（この場合，

さまざまな限界点をモデルできる）が，その他は治癒したり，追跡を失ったり（たとえば移

転），または調査が中止されて，調査から外される．1番目のタイプのデータは，通常， "故障

データ"または "イベント・データ"と呼ばれ，, 一方，2番目は "打ち切りデータ"と呼ばれる．

生存データの打ち切りには，複数のタイプがある：

左側打ち切り: あるイベントが時間 で報告され，そのイベントが に発生

したことを知っている場合．

右側打ち切り: あるイベントが時間 で報告され，もし過去に発生したのなら，そ
のイベントが に発生したことを知っている場合．

区間打ち切り:あるイベントが時間 で報告され，そのイベントが
の間に発生したことを知っている場合．

t = t(i) t × t(i)

t = t(i)
t × t(i)

t = t(i) [t(i − 1); t(i)]
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-正確打ち切り: :あるイベントが時間 で報告され，そのイベントが正確に に発

生したことをを知っている場合．

累積罹患率法は，オブザベーションが独立であることを必要とする．2番目に，打ち切りが独

立でなければならない：時間 での調査で2つの無作為な個体を考える場合，もし時間 で
個体の1つが打ち切られ，その他が生存するなら，両者が時間 で生存する確率は等しいはずで
ある．独立打ち切りには，4つの種類がある：

単純タイプ I: すべての個体が同時に打ち切られるか，または同等の個体が固定の期間追

跡される．

進行タイプ I: すべての個体が同じ日付で打ち切られる（たとえば，調査が打ち切られる
場合）．

タイプ II: n 個のイベントが記録されるまで，調査が続けられる．

無作為: 打ち切りが発生する時間が生存時間に独立．

競合リスクを伴う作業する場合，異なるタイプのイベントは1度だけ発生することができ，イ
ベントが発生すると，そのオブザベーションは分析から撤去される．競合イベントの存在の中

でのあるイベントの発生リスクを計算できる．XLSTATは，イベントのタイプを比較でき，
（たとえば，投与される処置に応じて）オブザベーションのグループを考慮に入れることもで
きる．

累積罹患率関数は：時間  でのイベント について  . ただし  

 はKaplan-Meier 推定量を用いて得られる生存分布関数で， は時間 にイベント
で故障しているオブザベーションの数で，  は時間 にリスクに曝されている（まだ調査

中の）オブザベーションの数である．

分散推定量は:

信頼区間は次式を用いて得られる:

t = t(i) t = t(i)

t − 1 t

t

T k I  (T ) =k  (T  )  

T  ≤Tj

∑ Ŝ j−1 n  j

d  kj

(T  )Ŝ j−1 d  kj T  j

k n  j T  j

  

V ar(I  (T ))k =  I  (T ) − I  (T  )  

T  ≤Tj

∑ [( k k j )2

n  (n  − d  )j j j

d  j ]

+  (T  )   

T  ≤Tj

∑ [(Ŝ j−1 )
2

n  j

(n  − d  )j j

n  j
2

d  kj ]

− 2  I  (T ) − I  (T  ) (T  )  

T  ≤Tj

∑ [( k k j ) Ŝ j−1
n  j

2

d  j ]

I  (T )k

exp  ( I  (T )log(I  (T ))k k

±z   α/2 V ar(I  (T ))k )
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グループ比較のためのGray 検定

Gray 検定は，累積罹患率の枠組みでグループを比較するために使用される．競合リスクが存在

する場合，伝統的はグループ比較の検定は適用できない． Gray はその場合のための検定を開
発した．これは，異なるグループ間で特別なタイプの故障の累世罹患率を比較する k標本の検

定に基づく．この検定の完全な説明は， Gray (1988)を参照．

各故障タイプのp値が，調査されているすべてのグループについて得られる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

日付データ: イベントまたは打ち切りが記録されている時間または日付に対応するデータを選

択する．最初の行で列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

状態インジケータ: イベントまたは打ち切りデータに対応するデータを選択する． “重みつきデ
ータ” オプションがチェックされている場合，このフィールドは利用できない．最初の行の列

ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

打ち切りコード: 状態変数内で打ち切りデータを識別するために使用するコードを入力する．
デフォルト値は 0．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．
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ラベルを含む: 行および列のラベルが選択された場合，このオプションを有効にする．

グループ: データをグループ分けしたい場合，このオプションを有効にする．そして，各オブ
ザベーションが属するグループに対応するデータを選択する．

Gray検定: 各故障タイプでのオブザベーションのグループに関連づけられた累積罹患率を比較

するためにGray検定を実行したい場合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

累積罹患率関数: 累積罹患率関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

生存分布関数: 生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効にす
る．

打ち切りデータ: 打ち切りデータが記録された時間をグラフ上で識別するには，このオプショ
ンを有効にする（識別子は，くり抜き円"o"）．

結果  

基本統計量: この表は，オブザベーションの合計数，イベントの数，打ち切られたデータの数

を表示する．

各イベント・タイプごとに各表とプロットが表示される．

**累積罹患率*:: この表は，分析から得られる下記のさまざまな結果を表示する：

区間開始線: 観察区間の下限．

危険数（At risk）: リスクに曝されていた個体の数．

イベントi: 記録されたイベント の数．

すべてのタイプのイベント: 記録されたすべてのイベントのタイプの数．

i
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打ち切り: 記録された打ち切りデータの数．

累積罹患率: 考慮されている時間でのイベント  について得られた罹患率．

累積罹患率標準誤差: 前者の標準誤差．

累積罹患率信頼区間: 前者の信頼区間．

累積生存関数: この表は，分析から得られる下記のさまざまな結果を表示する：

区間開始線: 観察区間の下限．

危険数（At risk）: リスクに曝されていた個体の数．

イベントi: 記録されたイベント の数．

すべてのタイプのイベント: 記録されたすべてのイベントのタイプの数．

打ち切り: 記録された打ち切りデータの数．

累積生存関数: 考慮されている時間でイベントi について得られた累積生存関数．

累積生存関数標準誤差: 前者の標準誤差．

累積生存関数信頼区間: 前者の信頼区間．

チャート: 選択されたオプションによって，3つまでのグラフが表示される：累積罹患率と累積

生存関数．

Gray検定: 各故障タイプについて， Gray検定統計量と関連する自由度およびp値が表示され
る．

事例  

累積罹患率法に基づく生存分析の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの累積罹患率分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Brookmeyer R. and Crowley J. (1982). A confidence interval for the median survival time.
Biometrics, 38, 29-41.

Collett D. (1994). Modeling Survival Data In Medical Research. Chapman and Hall, London.

Cox D.R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.

Elandt-Johnson R.C. and Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. John
Wiley & Sons, New York.

i

i

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%B4%AF%E7%A9%8D%E7%BD%B9%E6%82%A3%E7%8E%87%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Gray R.J. (1988) A class of K-sample tests for comparing the cumulative incidence of a
competing risk. The Annals of statistics, 16(3), 1141-1154.

Kalbfleisch J.D. and Prentice R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. John
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Cox 比例ハザード・モデル  
量的共変量や質的共変量を用いて生存時間をモデルするにはCox比例ハザードモデル（Cox回
帰ともいう）を用いる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Cox 比例ハザードモデルは，医療分野で（患者が治るか治らないかというときに）よく使用さ
れる手法である．

Cox比例ハザードモデルの原理は，個体の生存時間を共変量にリンクさせることである．たと
えば，医療分野では，我々は患者の生存時間に最も重要な影響力を持つ共変量がどれであるか
を見つけようとしている．

モデル

**Coxモデル**は，患者の生存と複数の説明変数の間の関係性を探索するためのよく知られてい
る統計的手法である．Cox モデルは，修正後の他の説明変数の生存への治療効果の推定を提供

する．これは，個体について，彼らの予後変数を与えて，死亡の危険度（またはリスク），ま
たは他の問題のイベントを推定することを可能にする．

Cox モデルの解釈は，各説明変数の係数の検討に係わる．ある説明変数の回帰係数が正値でる
ことは，危険が高いことを意味する．逆に，負の回帰係数は，その変数の値が高いほど，患者

の予後がよいことを暗示する．

Coxの手法は，生存時間にどのような特別な分布も仮定しないが，むしろさまざまな変数の生

存への効果が時間とともに一定であり，特別なスケールで加法的であることを仮定する．

ハザード関数は，個体が区間の初めまで生存していたことを仮定して，小さな観察区間内で個

体がイベント（たとえば，死亡）を経験する確率である．したがって，これは時間 tで死亡す
るリスクとして解釈できる． ハザード関数（  と表記）は，下記の式を用いて推定され
る：

最初の項は，時間のみに依存し，2番目の項は Xに従属する．我々は，2番目の項のみに興味が
ある．

λ(t,X)

λ(t,X) = λ  (t) exp(βX)0



生存時間分析  1376 Cox 比例ハザード・モデル  

2番目の項のみを推定する場合，とても重要な仮説が検証されなければならない：比例ハザー
ド仮説．これは，2つの異なるオブザベーションの間のハザード比が時間に依存することを意

味する．

Cox は，ハザード関数の時間依存項を考慮に入れない係数 を推定するために，偏尤度

（partial likelihood ）という尤度の修正版を開発した：

モデルの  パラメータ（線形関数の係数）を推定するために，我々は偏尤度関数を最大化しよ
うとする．線形回帰とは異なり，厳密な解析解は存在しない．いさがって，繰り返しアルゴリ
ズムが 使用されなければならない．XLSTAT はNewton-Raphsonアルゴリズムを使用する．ユ
ーザーは，必要であれば繰り返しの最大数と収束しきい値を変更できる．

層

比例ハザード仮説を保持しない場合，モデルは層化できる．仮説がサブ標本で保持される場

合，各サブ標本で偏尤度が推定され，推定偏尤度を得るためにこれらの偏尤度が合計される．
XLSTATでは，層は質的変数を用いて定義される．

質的変数

質的共変量は，完全分離表（ダミー変数）を用いて取り扱われる．モデルに独立変数を組み込

むために，各質的変数の最初のモーダリティに関係づけられたバイナリ変数は，モデルから除

去されなければならない．XLSTATでは，最初のモーダリティが常に選択されており，したが
って，その効果が標準に対応する．その他のカテゴリの影響度が，削除されたモーダリティと
相対的に得られる．

同値の取り扱い

比例ハザードモデルは，連続時間の生存データを取り扱うために，Cox (1972) によって開発さ
れた．しかしながら，実際の応用ではたびたび，いくつかのオブザベーションが同時に発生す
る．伝統的な偏尤度は適用できない．XLSTATでは，同値を取り扱うために，2つの代替アプロ
ーチを使用できる：

Breslowの手法 (1974) （デフォフォルト手法）： 偏尤度は以下の形をとる：

ここで T は時間の数で， di は時間t(i)に関連づけられたオブザベーションの数．

Efronの手法 (1977)： 偏尤度は以下の形をとる：

log L(β) =( )  βX  −
i=1

∑
n

i log   exp βX   

⎝

⎛

j:t  ≥t  (j) (i)

∑ ( j )
⎠

⎞

β

log L(β) =( )  β  X  −
i=1

∑
T

l=1

∑
d  i

l d  log   exp βX   i
⎝

⎛

j:t  ≥t  (j) (i)

∑ ( j )
⎠

⎞
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ここで は時間の数で， は時間 に関連づけられたオブザベーションの数．

同値がない場合は，偏尤度はCoxの偏尤度に相当する．

残差

モデル検証の診断手順は，モデリング・プロセスの重要な部分であり，これらの手順は残差に
基づく．生存時間分析で，かつ，Cox比例ハザード・モデルを構築するとき，複数の種類の残

差がさまざまな目的で使用される．

Martingale残差は，Coxモデルの適合の全体的な品質を検討するために用いられる．それらは次
式で定義される:

ここで

は累積リスク関数である．

Therneau らにより，これらの残差の問題は，それらが偏っていることである．さらに，それ
らの最大値は 1で，最小値は  である．

これらの問題を解決するために，Therneauらは尤離度（または逸脱度，deviance ）の残差を
提案した．それらは正しく予測されたオブザベーションの検出のために用いられる．それらは
Martingale 残差よりも0を中心に対称である，次式のように定義される:

ここで は Martingale 残差で， は符号関数を表す．

尤離度の重要な残差に対応するオブザベーションは，モデルによく適応しているそれではな
く，異常なオブザベーションとみなせる．

Schoenfeld 残差は，比例ハザード仮説を検証するための本質である偏残差としてSchoenfeld
によって提案された．彼はこれらの残差を時間  にまだリスクにある個体数 を知ることによ
り，観察された値 とその条件付き期待値の差として定義した:

ここで

log L(β) =( )  β  X  −
i=1

∑
T

l=1

∑
d  i

l  log   exp βX  −  exp βX   

r=0

∑
d  −1i

⎝

⎛

j:t  ≥t  (j) (i)

∑ ( j )
d  i

r

j=1

∑
d  i

( j )
⎠

⎞

T d  i t  (i)

M  =i d  −i Λ  (t  ) exp(x  β)0 i i

Λ  =0   

t  <ti

∑
 exp(x  β)∑

j∈R  t(i) j

d  i

−∞

D  =i sign(M  )  i −2(M  + d  log(d  − M  ))i i i i

M  i sign

t  i R  i

x  ik

s  =ik d  (x  −i ik  )x  k̄

 =x  k̄  

 exp(xβ)∑
j∈R(t  )i

 x  exp(xβ)∑j∈R(t  )i jk
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に対する のグラフは，比例リスクが と検証されているなら0 で中心化される．

Score 残差は，影響力のあるオブザベーションを判定するのに使用される．それらは次式で定

義

ここで

比例検定

Cox 比例リスク・モデルの中心的仮説は，リスク比が時間で一定であるということである．こ
の仮説の 違反は，回帰の係数の推定で偏りをもたらすかもしれない．この仮説が保持されてい
るかどうかを検証するには，さまざまな手法がある．

XLSTATでは，Schoenfeld 残差を用いて，この仮説を検証することができる．Grambsch と
Therneau は，これらの残差の基準化されたバージョンが， 時間 での回帰係数の変動を近似す
ることを示した: .

ここで  は，時間 での共変量 の基準化 Schoenfeld 残差 : 

ここで  は時間 での推定値 のベクトルの分散である．

したがって，我々は時間または時間の変換との交互作用を作成することにより，予測変数の比

例性を検定できる（XLSTATでは，Kaplan-Meier 推定量が時間変換として使用される）．各変

数について，我々はSchoenfeld 残差の期待値の無効を検定する:  対して 
.

A p-value <  は，比例性仮説の違反を示す．

全体検定は，全モデルでこの仮説を検証することを可能にする:  対して 
.against .

モデルを検証するための指標

XLSTAT-Life は，モデルの検証を助ける指標を表示できる．それらはブートストラッピングに
よって得られる．同時に，各指標について，平均，標準誤差，信頼区間が得られる．

利用可能な指標は：

(Cox and Snell) : この指標は，伝統的な と同様， 0 から1の値をとり，モデルの適

合度を定量化する．これは， 1 マイナス尤度比（目的のモデルの尤度と独立モデルの尤

度を比較する）に等しい；;

t s  ik E(s  ) =ik 0

score  =ik d  (x  −i ik  (t  )) −x  k̄ i  (x  −
t  <tn i

∑ ik  (t  )) exp(x  β)(Λ  (t  ))x  k̄ n i 0 n−1

 =x  k̄  

 exp(xβ)∑j∈R(t  )i

 x  exp(xβ)∑j∈R(t  )i jk

k

E(s  ) +ik
∗

 ≈β  k̂ β  (t  )k i

s  ik
∗ i k s  =ik

∗ V (β, t)S  

−1
ik

V (β, t) t β

H  :0 β  (t) =j β  j

H  :1 β  (t)  =j  β  j

α

H  :0 β(t) = β H  :1

β(t)  = β

R2 R2
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(Nagelkerke) : この指標は，伝統的な と同様， 0 から1の値をとり，モデルの適合

度を定量化する．これは， Cox and Snell を 1 マイナス独立モデルの尤度で割った比

に等しい；

Shrinkage index: この指標はモデルの過適合を定量化できる．これが0.85より低い場合，

モデル中にいくらかの過適合をあると言え，モデルのパラメータの数を減らすべきであ
る．

c index: 一致指標（concordance index，または一般判別指標： general discrimination
index）は，モデルの予測品質を評価できる．1に近いと品質が良く，0に近いと悪い．

Sommer’s D: この指標は， c indexに直接関係しており， が成り立

つ．相関と同様， -1 から 1の値をとる．

これらの指標は，得られたCox モデルを検証することをより簡単にする．ブートストラップお
よびCoxモデルの検証に関する詳細な説明は， Harrell ら (1996)を参照のこと．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対
応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

日付データ: イベントまたは打ち切りが記録されている時間または日付に対応するデータを選

択する．最初の行で列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

状態インジケータ: イベントまたは打ち切りデータに対応するデータを選択する．最初の行の
列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

R2 R2

R2

D = 2 ∗ (c − 0, 5)
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イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用するコードを入力す
る．デフォルト値は1．

打ち切りコード: 状態変数内で打ち切りデータを識別するために使用するコードを入力する．
デフォルト値は 0．

説明変数:

**量的変数*:: モデル中に1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを
有効にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータ
は，数値タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効に
なっていることを確認する．

質的変数: モデル中に1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効
にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータはどの
ようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選

択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する（解説を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（時間，状態および説明変数ラベル）の最初の行がヘッダを格納する場

合は，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 ）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

同値の取扱い: 1つの時間に複数のオブザベーションがある場合に使用するべき手法を選択する
（解説を参照）．デフォルト手法：Breslowの手法．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大

数を超えると計算が停止する．デフォルト値：100．

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの対数尤度の変化でアルゴリズムが収束した
とみなされる最大値を入力する．デフォルト値： 0.000001.

モデル選択: 提供される2つの選択手法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効にす
る：

5%
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フォワード: 選択プロセスは，モデルに最も大きな寄与率を持つ変数を追加して開始す
る．2番目の変数の投入確率が**投入しきい値**より大きいなら，それがモデルに追加さ
れる． このプロセスは，モデルに入れられる新しい変数がなくなるまで繰り返される．

バックワード: この手法は前者に似ているが，完全なモデルから開始する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

帰無仮説 の検定: 帰無仮説 の検定に関連する統計量の表（尤度比，Wald統計量

およびスコア統計量）を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．最後の列は，
ハザード比とそれに対応する信頼区間（ハザード比は，推定係数の指数として計算）を表示す
る．

比例検定: 比例検定の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

予測: 予測ベクトルを表示するには，このオプションを有効にする．これらの線形予測は次式

のように計算される: .

残差: すべてのオブザベーションごとの残差を表示するには，このオプションを有効にする
（逸脱残差（deviance residuals），マルチンゲール残差（martingale residuals）， シェーンフ
ィールド残差（Schoenfeld residuals），スコア残差（score residuals））．（解説を参照）

再標本化統計: ブートストラップ法を用いて得られた検証指標を表示するには，このオプショ
ンを有効にする (解説．

再標本化: 前のオプションが有効になっていれば，ブートストラッピングで生成する標本

の数を入力する．

H  :0 β = 0 H  0

(x  −i mean(x  ))β  i i
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チャート タブ:

生存分布関数: 累積生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

-Log(SDF): 生存分布関数（SDF）の–Log() を表示するには，このオプションを有効にする．

Log(-Log(SDF)): 生存分布関数の Log(–Log()) を表示するには，このオプションを有効にす
る．

ハザード関数: すべての共変量がそれらの平均値にあるときのハザード関数を表示するには，
このオプションを有効にする．

残差: すべての残差グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTAT は，結果の分析と解釈を助けるために，たくさんの表やグラフを表示する．

**要約統計*:: この表は，選択されたすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数について
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．質的変数につい
ては，カテゴリとそれらの度数およびパーセンテージをともに表示する．

変数選択の要約: 選択手法が選ばれた場合，XLSTAT は選択の要約を表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（共変量の影響がなく，beta=0の場合に対応）および修正

モデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れるオブザベーションの合計数;

DF: 自由度;

-2 Log(Like.): モデルに関係づけられた尤度関数の対数;

AIC: 赤池情報量基準;

SBC: Schwarzのベイズ情報量基準;

繰り返し: 収束までの繰り返し数．

帰無仮説 の検定: 帰無仮説は，独立モデル（共変量の影響なし）と一してい
る． 我々は，修正モデルがこのモデルよりも有意に強力であることを確認しようとする．3つ
の検定が利用可能である：尤度比検定 (-2 Log(Like.))，スコア検定，Wald 検定．3つの統計量

は，自由度が示された 分布に従います．

モデル・パラメータ: パラメータ推定，対応する標準偏差，Wald の ，対応するp値および信

頼区間が，モデルの各変数について表示される．各変数のハザード比も信頼区間とともに表示

される． 残差表は，各オブザベーションについて，時間変数，打ち切り変数，および残差の値

（逸脱度（尤離度），マルチンゲール，シェーンフィールド，スコア）．

比例検定: 各変数で，Schoenfeld 残差と時間ベクトル (1 - Kaplan Meier)の間の相関，検定統計

量およびそのp値が表示される．

H  :0 β = 0 H0

χ2

χ2
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予測値 が各オブザベーションで与えられる．

**残差**表は，各オブザベーションで，時間変数，打ち切変数，および残差の値（逸脱度，

martingale，Schoenfeldおよびスコア９を示す．

チャート: 選択されたオプションに応じてグラフが表示される：累積生存分布関数(SDF)， -
Log(SDF) および Log(-Log(SDF))，共変量の平均でのハザード関数，残差．

事例  

Cox 回帰の使用法のチュートリアルが  Addinsoft tutorial on how to use Cox regression is
available on the Addinsoft website:

<https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのCox 比例ハザード -モデル -チュートリアル ?
language=ja
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区間打ち切りデータによる比例ハザード・モデル  
量的および質的説明変数に基づいて生存時間をモデルするには，区間打ち切り比例ハザード・
モデルを使用する．このモデルは，生存時間データ手法の枠組みに適合する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

比例ハザード・モデルは，打ち切りデータにより生存時間をモデルするための最も一般的な回

帰モデルの1つである．

比例ハザード・モデルの原理は，個人の生存時間を共変量に関係づけることである．たとえ
ば，医療の領域では，我々は患者の生存時間にどの共変量が最も重要な影響を持つかを発見し
ようとする．

1972年にCoxが導入した最初の比例ハザード・モデルは，非打ち切りデータと右打ち切りデー
タで動作する．したがって，区間打ち切りデータによる比例ハザード・モデルの目的は Cox モ
デルと同じだが，こちらは区間打ち切りデータ， 非打ち切りデータ，左打ち切りデータ，右打

ち切りデータのいずれでも生存時間をモデルすることが可能である．

データが非打ち切りまたは右打ち切りオブザベーションのみを格納する場合，この関数によっ
て，Coxモデルの結果を再現することができる．ただし，この種のケースでは，Coxの比例ハ
ザード・モデルがより適した方法を提供するので，そちらが推奨される．

モデル

尤度

比例ハザード・モデルでは，母集団内の各個人の生存時間は，次式で定義される彼ら自身のリ
スク関数  に従うと仮定される:

ここで  は基本ハザード関数で， はi番目の個人の説明変数のベクトルで， は回帰係数

のベクトルである．

このモデルでは，分析されるオブザベーションが区間打ち切りであることを仮定する:

λ  (t)i

λ  (t) =i λ  (t) exp(X  β)0 i
′

λ  (t)0 X  i β

{(L  ,R  ],X  }  i i i i=1
n
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ここで と  は  で，個人 の打ち切られた区間の右と左の限界を表す．もし
 なら個人  の時間は非打ち切りであり，  なら個人 の時間は左打ち切りで，
 なら個人  の時間は右打ち切りであることを表せる．

そして，  は時間 での個人 の分布関数を表す．比例ハザード・モデルでは，それは次

式で与えられる:

ここで  は基本ハザードの累積関数で， は回帰係数である．

これは調査の開始とイベントの間の時間がオブザベーション・プロセスとは独立であると仮定
している．この仮定のもと，尤度関数は次式で与えられる:

今， 3つのタイプの打ち切りを区別すると，次式が得られる:

ここで，左打ち切り(resp. 区間, 右)の場合，  (resp ) = 1，それ以外は0．

3次スプライン

上記で与えられる尤度では，未知のパラメータは回帰係数  と基本ハザードの累積関数

である．したがって，I-splines (Ramsay, 1988) を用いて  を推定しようとする．このアプ
ローチは，我々に次式を与える:

ここで  はI-splinesの基底関数で，  は  が非減少であることを保証する非ゼロ係数

である．

I-splinesのこれらの基底関数の構築方法を指定するために，さまざまなパラメータがある: スプ
ラインの度数およびノードの数と配置．この関数の一部として，3次スプライン(次数 = 3)の使

用が好まれていた．ノードの数に関しては3に固定され一定間隔である．ノードのこの数を最

適化することを選ぶことも可能である．その場合，さまざまなノード数でモデルを構築して，
AICを計算し，最終モデルは最も低AICのそれになる．ここでAIC は赤池情報量基準である．

EM アルゴリズム

EM (Expectation-Maximization：期待値最大化) アルゴリズムは，繰り返しアルゴリズムであ
る．これは最大尤度法の枠組みに入るパラメトリック推定手法である．

L  i R  i L  ≤i R  i i L  =i

R  i i L  =i 0 i R  =i

∞ i

F (t∣X  )i t i

F (t∣X  ) =i 1 − exp(−Λ  (t) exp(X  β))0 i
′

Λ  (t)0 β

L =  {F (R  ∣X  ) −
i=1

∏
n

i i F (L  ∣X  )}i i

L =  {F (R  ∣X  ) {F (R  ∣X  ) −
i=1

∏
n

i i
δ  1

i i F (L  ∣X  )} {1 −i i
δ  2 F (L  ∣X  )}i i

δ  3

δ  1 δ , δ  2 3

β Λ  (t)0

Λ  (t)0

Λ  (t) =0  γ  b  (t)
l=1

∑
k

l l

b  (t)l γ  l Λ  (t)0
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これは2つのステージからなる．最初のステップは，観察されたデータとパラメータ 
 の推定に基づくモデルの対数尤度の期待値を計算することである．それは次式で

与えられる:

2番目のステップは，この関数を最適化することである．計算の後， が次式で与えられる
連立方程式の解であることがわかる:

And

ここで .

2番目の式を解くことにより，  および各lで観察されたデータに関して，  の式を直

接得る．したがって，  で  を  の式に置き換えることにより，  を
得ることができる．そして，  の計算が直接可能となる．

この関数では，最適化アルゴリズムであるNelder-Mead アルゴリズムを用いて，連立方程式

 を解く．

分散推定

Fisher の情報行列 を計算するために，Louis (Louis, 1982)の手法が使用される．そし
て，このFisher情報行列を反転すると  の分散-共分散行列が与えられる．

Fisherの情報行列は次式で与えられる:

質的変数

質的共変量は，完全分離表（ダミー変数）を用いて取り扱われる．モデルに独立変数を組み込

むために，各質的変数の最初のモーダリティに関係づけられたバイナリ変数は，モデルから除

去されなければならない．XLSTATでは，最初のモーダリティが常に選択されており，したが
って，その効果が標準に対応する．その他のカテゴリの影響度が，削除されたモーダリティと
相対的に得られる．

ダイアログ・ボックス  

θ =(d)

(β , γ )(d) (d)

Q(θ, θ ) =(d) E[log(L(θ))]

θ(d+1)

 =
∂β

∂Q(θ, θ )(d)

0

 =
∂γ  l

∂Q(θ, θ )(d)

0

l = 1, … , k

β(d+1) γ(d+1)

 =∂β
∂Q(θ,θ )(d)

0 γ  l γ(d+1) β(d+1)

γ  =
l

(d+1)
γ  (β )
l

(d) (d+1)

 =∂β
∂Q(θ,θ )(d)

0

(I(θ))
θ̂

I(θ) = −  −
∂θ∂ θ̂

∂ Q(θ, )2 θ̂
var(  )

∂θ
∂ log(L(θ))
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

左終点: 区間の左終点に対応するデータを選択する．データが左打ち切りなら0の値を置く．デ
ータが区間打ち切りなら，この値は右終点の値よりも低くなければならない．

右終点: 区間の右終点に対応するデータを選択する．データが右打ち切りなら0の値を置く．デ
ータが区間打ち切りなら，この値は左終点の値よりも大きくなければならない．

説明変数:

量的変数: モデルに1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そしてExcelワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータは数値タイ
プが可能である．変数ヘッダが選択された場合， "列ラベル" オプションが有効になっているこ
とを確認する．

質的変数: モデルに1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そしてExcelワークシート内で対応する変数を選択する． 選択されるデータはどのタイ
プでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択された場合，
"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する（解説を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．
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ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: 選択（時間，状態，説明変数ラベル）の最初の行がヘッダを含むなら，このオプシ
ョンを有効にする．

打ち切りコード: 後で入力するコードの値に対応する打ち切りのコードのベクトルをここで選

択する．

非打ち切りデータ・コード: 非打ち切りデータを識別するために使用するコードを入れる．デ
フォルト値は 0．

左打ち切りコード: 左打ち切りデータを識別するために使用するコードを入れる．デフォルト
値は 1．

区間打ち切りコード: 区間打ち切りデータを識別するために使用するコードを入れる．デフォ
ルト値は 2．

右打ち切りコード:右打ち切りデータを識別するために使用するコードを入れる．デフォルト値

は 3．

オプション タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

ノードのM適数: スプラインの計算に使用するノードの数を最適化するには，このオプション
を有効にしれください．そして "最良"なノード数は，モデルのAICを最適化する数になる．こ
のオプションが有効でない場合は，ノード数は 3になる．

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるにはこのオプションを有効にして，最大の交互作用

水準(1 から 4の間の値)を入れる．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大

数を超えると計算が停止する．デフォルト値：100．

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの対数尤度の変化でアルゴリズムが収束した
とみなされる最大値を入力する．デフォルト値： 0.000001.

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．
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オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．最後の列は，
ハザード比とそれに対応する信頼区間（ハザード比は，推定係数の指数として計算）を表示す
る．

予測値: 予測ベクトルを表示するには，このオプションを有効にする．これらの線形予測は次

式のように計算される: 

チャート タブ:

生存分布関数: 累積生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

-Log(SDF): 生存分布関数（SDF）の–Log() を表示するには，このオプションを有効にする．

Log(-Log(SDF)): 生存分布関数の Log(–Log()) を表示するには，このオプションを有効にす
る．

結果  

XLSTAT は，結果の分析と解釈を助けるために，たくさんの表やグラフを表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数について
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．質的変数につい
ては，カテゴリとそれらの度数およびパーセンテージをともに表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（共変量の影響がなく，beta=0の場合に対応）および修正

モデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れるオブザベーションの合計数;

(x  −i mean(x  ))β  i i



生存時間分析  1390 区間打ち切りデータによる比例ハザード・モデル  

DF: 自由度;

-2 Log(Like.): モデルに関係づけられた尤度関数の対数;

AIC: 赤池情報量基準;

SBC: Schwarzのベイズ情報量基準;

繰り返し: 収束までの繰り返し数．

モデル・パラメータ: パラメータ推定，対応する標準偏差，Wald のカイ2乗，対応するp値およ
び信頼区間が，モデルの各変数について表示される．各変数のハザード比も信頼区間とともに
表示される．

予測値 が各オブザベーションについて与えられる．

チャート: 選択されたオプションに応じてグラフが表示される：累積生存分布関数(SDF)， -
Log(SDF) および Log(-Log(SDF))．

事例  

区間打ち切りデータによる比例ハザード・モデルの使用法に関するチュートリアルが Addinsoft
のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの区間打ち切データによる比例ハザード -モデル?
language=ja

参考文献  
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Efficient Method for Fitting the Proportional Hazards Model to Interval-Censored Data.
Biometrics 72, 222-231.

McMahan C. S., Wang L., Tebbs J. M. (2013). Regression analysis for current status data
using the EM algorithm. Statistics in medicine, Vol. 32(25), 4452-4466.

Rosenberg P. S. (1995). Hazard function estimation using B-Splines. Biometrics 51, 874-887.

Ramsay J. O. (1988). Monotone regression splines in action. Statistical Science, Vol. 3, No. 4,
425-461.

Nash J. C. (1979). Compact numerical methods for computers: linear algebra and function
minimisation.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%8C%BA%E9%96%93%E6%89%93%E3%81%A1%E5%88%87%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%AF%94%E4%BE%8B%E3%83%8F%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB?language=ja
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パラメトリック生存モデル  
任意の確率分布，および必要であれば，量的共変量や質的共変量えを用いて，生存時間をモデ
ルするには，パラメトリック生存モデル(Weibullモデルともいう）を使用する．これらのモデ
ルは，生存データ分析の手法の枠組みに当てはまります．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

パラメトリック生存モデルは，生存データの分析の文脈で適用される手法である．これは，右

側打ち切りデータで生存時間をモデルすることを可能にする．医療分野（生存時間または患者

の治癒）で広く使用されている．

パラメトリック生存モデルの原理は，固体の生存時間を確率分布（Weibull 分布がよく使われ
る）および，必要であれば，共変量に関連づけることである．たとえば，医療領域では，どの
共変量が患者の生存時間に最も重要な影響を持つかを定義された分布に基づいて見つけようと
する．

XLSTAT-Life は，パラメトリック生存モデルのために2つのツールを提供する：

- **パラメトリック生存回帰**は，（基礎となる分布を仮定して）回帰モデルの適用と生存時間

での説明変数の影響度の分析を可能にする．

- パラメトリック生存曲線 は，生存時間をモデルするために指定された分布を用いる．

これらの2つの手法は，方法論的視点に厳密に対応し，前者は説明変数を含むということが，
実際的な違いである．

モデル

パラメトリック生存モデルは，イベント（日付でモデルされる）をたくさんの説明変数に関係

づけようとするという意味では，従来の回帰モデルと似ている．

パラメトリック生存モデルは，パラメトリックなモデルである．それは，生存時間がある分布

に従うという仮定に基づいている．これは，指定された分布に関係するハザード関数にある構
造を仮定する．

パラメトリック生存モデルは，イベントの発生の時間を調査するあらゆるシチュエーションに
適用できる．このイベントは，病気の再発，治療への反応，死亡などであり得る．各被験者に
ついて，我々は，最新のイベント（打ち切られたか否か）の日付を知っている．
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我々が状態を知らない被験者は，打ち切りデータである．説明変数は と表記され，調査の間

変わらない．

T 変数は，イベントまでの時間である．パラメトリック生存モデルは，時間 t と説明変数 の
関数としてイベントの発生のリスクを表現できる．これらの変数は，リスク因子，予後因子，

治療，内因性の特徴などを表現することができる．

と表記する生存関数は，選択された分布によって定義される．XLSTAT-Life は，指数分布

（生存率は定数， ），Weibull 分布（しばしば Weibull モデルと呼ばれる），極値の分

布などさまざまな分布を提供する．

指数およびWeibull モデルは， 同時に比例ハザード・モデル（Cox モデルのような）および
accelerated failure time models（加速度故障時間モデル）（すべての固体 について生存時間

および を持つ および ，すべての で となる定数 がある)である
ので，とても興味深い．

そのようなモデルの推定は，最大尤度法で行われる．一般的に が，（Weibull モ
デルおよび指数モデルの）従属変数として使用される．

線形回帰とは異なり，厳密な解析解は存在しない．したがって，繰り返しアルゴリズムを使用

する必要がある． XLSTAT は Newton-Raphson アルゴリズムを使用する．必要があれば，ユー
ザーは，繰り返しの最大数と収束しきい値を変更できる．

結果の解釈は，累積生存関数に関係するグラフを調査することと，係数と適合度指標の表を調

査することの両方で行われる．

質的変数

完全分離表（ダミー変数）を用いて質的共変量が取り扱われる．モデル中に独立変数を持たせ
るために，各質的変数の最初のモダリティに関するバイナリ変数は，モデルから除去されなけ
ればならない．XLSTATでは，最初または最後のモダリティを選択でき，したがって，それは
標準に対応する効果がある．その他のモダリティの影響度は，除去されたモダリティに対して
相対的に得られる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

X  j

X  j

S(t)
h(t) = l

S  ()i S  ()i i j t S  (t) =i S  (t ∗j ϕ) ϕ

Y = log(T )
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

日付データ: イベントまたは打ち切りが記録されている時間または日付に対応するデータを選

択する．最初の行で列ヘッダが選択された場合は，"列ラベル" オプションが有効になっている
ことを確認する．

状態インジケータ: イベントまたは打ち切りデータに対応するデータを選択する．最初の行の
列ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

イベント・コード: 状態変数内でイベント・データを識別するために使用するコードを入力す
る．デフォルト値は1．

打ち切りコード: 状態変数内で打ち切りデータを識別するために使用するコードを入力する．
デフォルト値は 0．

説明変数（パラメトリック生存回帰の場合）:

量的変数: モデル中に1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効

にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータは，数

値タイプが可能である．変数ヘッダが選択された場合，"列ラベル" オプションが有効になって
いることを確認する．

質的変数: モデル中に1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効
にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されるデータはどの
ようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値としてみなされる．変数ヘッダが選

択された場合，"列ラベル" オプションが有効になっていることを確認する（解説を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（時間，状態および説明変数ラベル）の最初の行がヘッダを含む場合っ
は，このオプションを有効にする．

分布: モデルを適合するために使用する分布を選択する．XLSTAT-Life は，Weibull，指数，極

値を含むさまざまな分布を提供する，



生存時間分析  1394 パラメトリック生存モデル  

回帰重み: 重みつき最小2乗を実行したい場合は，このオプションを有効にする．このオプショ
ンを有効にしない場合は，重みは 1 とみなされる．重みは0 以上でなければならない．列ヘッ
ダが選択された場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

有意水準 (%): 比較検定の有意水準を入力する（デフォルト値 5%）．この値は，推定された統

計量の信頼区間を決定するためにも使用される．

初期パラメータ:初期パラメータを考慮に入れたい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にしない場合は，初期パラメータは自動で獲得される．列ヘッダが選択され
た場合は，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

固定切片: 回帰モデルの定数を固定するには，このオプションを有効にして，値を入力する
（デフォルトは0）．

許容度: 一定であるかモデル中にすでに使用されている他の変数に相関しすぎるであろう変数

を，初期の回帰計算アルゴリズムが考慮に入れることを避けるには，このオプションを有効に
する（デフォルトでは0.0001）．

制約: さまざまなオプションの詳細は，解説の節にある．

a1 = 0: 各要因の最初のカテゴリのパラメータが 0に設定されるようにするには，このオプショ
ンを選ぶ．

an = 0: 各要因の最後のカテゴリのパラメータが 0に設定されるようにするには，このオプショ
ンを選ぶ．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．繰り返しが最

大数を超えると計算が停止する．デフォルト値: 100．

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの対数尤度の変化でアルゴリズムが収束した
とみなされる最大値を入力する．デフォルト値： 0.000001.

モデル選択: 提供されている2つの選択手法の1つを使用したい場合は，このオプションを有効

にする：

フォワード: 選択プロセスは，モデルに最も大きな寄与率を持つ変数を追加して開始す
る．2番目の変数の投入確率が投入しきい値より大きいなら，それがモデルに追加され
る． このプロセスは，モデルに入れられる新しい変数がなくなるまで繰り返される．

バックワード: この手法は前者に似ているが，完全なモデルから開始する．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．
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オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

帰無仮説 H0: beta=0の検定: 帰無仮説 H0 の検定に関する統計量の表（尤度比，Wald統計量お
よびスコア統計量）を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．最後の列は，
ハザード比とそれに対応する信頼区間（ハザード比は，推定係数の指数として計算）を表示す
る．

残差と予測値: すべてのオブザベーションの残差を表示するには，このオプションを有効にす
る（標準化残差，Cox-Snell 残差）．各オブザベーションについて，推定累積分布関数，ハザ
ード関数，および累積生存時間関数のの値が表示される．

分位数: さまざまなパーセンタイルの値(1, 5, 10, 25，50，75，90，95，99 %)での四分位値を
表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

生存分布関数: 累積生存分布関数に対応するグラフを表示するには，このオプションを有効に
する．

-Log(SDF): 生存分布関数(SDF)の –Log() を表示するには，このオプションを有効にする．

Log(-Log(SDF)): 生存分布関数の Log(–Log())を表示するには，このオプションを有効にする．

ハザード関数: すべての共変量がそれらの平均値にあるときのハザード関数を表示するには，
このオプションを有効にする．

残差: すべての残差のグラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

XLSTATは，結果を分析して解釈することを助けるためのたくさんの表やグラフを表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数について
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および 標準偏差（不偏）が表示される．質的変数につい
ては，カテゴリとそれらの度数およびパーセンテージをともに表示する．

変数選択の要約: 選択手法が選ばれると，XLSTAT は選択の要約を表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（共変量の影響がなく，beta=0の場合に対応）および修正

モデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れるオブザベーションの合計数;
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DF: 自由度;

-2 Log(Like.): モデルに関係づけられた尤度関数の対数;

AIC: 赤池情報量基準;

SBC: Schwarzのベイズ情報量基準;

繰り返し: 収束までの繰り返し数．

帰無仮説 H0: beta=0の検定: H0 帰無仮説は，独立モデル（共変量の影響なし）と一してい
る． 我々は，修正モデルがこのモデルよりも有意に強力であることを確認しようとする．3つ
の検定が利用可能である：尤度比検定 (-2 Log(Like.))，スコア検定，Wald 検定．3つの統計量

は，自由度が示されたカイ2乗分布に従います．

モデル・パラメータ: パラメータ推定，対応する標準偏差，Wald のカイ2乗，対応するp-値およ
び信頼区間が，モデルの各変数について表示される．信頼区間も表示される．

**残差と予測値**の表は，各オブザベーションについて，時間変数，打ち切り変数，残差の
値，累積分布関数，累積生存時間関数およびハザード関数を表示する．

グラフ: 選択されたオプションによって，グラフが表示される：累積生存分布関数 (SDF)， -
Log(SDF) および Log(-Log(SDF))，ハザード関数，残差．

事例  

パラメトリック生存回帰のチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのWeibull-モデル-パラメトリック生存回帰-チュートリア
ル?language=ja

パラメトリック生存曲線のチュートリルが，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのパラメトリック生存曲線分析チュートリアル ?
language=ja
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傾向スコア・マッチング  
観察研究での交絡変数の効果を制御するために2つの異なる群の参加者を照合するには，この
機能を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

傾向スコア（propensity score）は，交絡因子として知られるいくつかの変数が与えられた場

合，参加者が2つの群のうちの1つに属する確率として定義される．傾向スコア・マッチング
は，観察研究でこれらの交絡変数に関連するバイアスの可能性を低減しようとする手法であ
る．

プレゼンテーション

交絡変数に遭遇するかもしれない典型的な例は，新薬の効果を評価することを目指した研究で
あろう．参加者は新薬を受けた場合には処置群に、そうでない場合には対照群に属するであろ
う。そして，この研究は一定時間の後に各群の生存率を測定する．もし処置群の生存率が対照

群の生存率よりも低いと判明するなら，その薬が全く利益をもたらさないか、あるいは悪化さ
せる，すなわち 参加者の健康にいくらかの危険な効果さえ持つと結論づけられてしまう可能性

がある．

実際には，2群は同一ではなく，研究を開始する前に既に重篤な疾患と診断されていた人々の
群に新薬が投与される．対照的に，対照群は比較的少数の割合でしか重篤な疾患が検出されな
い比較的健全な人々で構成されている．

この例では、変数 "重篤な疾患を検出"が交絡変数で、その値が特定の参加者がある群またはそ
れ以外に属する確率に効果を持つ．この交絡変数の効果を制御することが強く推奨される．さ
もなければ，実験結果に重大な偏りを取り込むかもしれないからである．我々のケースでは、
処置群の参加者には重篤な疾患が検出され、それにより，この群の死亡率が対照群と比較して
高いことが説明できた．

交絡変数は，ある群への参加者の割り当てがランダムではない研究に特有である．非ランダム
な手順を使用することの理由には多数の可能性があり、それらは倫理的、法的、経済的、また
は単に実用的な理由かもしれない．そして，その研究は，観察研究または 非無作為化試験とし
て定義される．

傾向スコア・マッチングは，交絡変数の効果を最小化する目的の最も成功した手法の1つであ
る．基本のアイデアは，疑わしい交絡変数を予測変数として，群変数に関するロジスティック
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回帰を調整することにより，ある参加者がある群に属する確率を推定することである．この確

率は，傾向スコアと呼ばれ，識別された交絡因子の効果を反映することが期待される．

そして，傾向スコアは対照群の最も類似した参加者に処置群の各参加者をマッチ（照合）する
ことに使用される．最終的にマッチされた参加者は，交絡変数の観点でより同等な2つの群を
形成し， 実験結果であり得るバイアスを低減することが期待される．

傾向スコアの推定

傾向スコアは，共変量に対する処置割り当て条件として，  Rosenbaum P.R., Rubin D.B.
(1983a) で最初に導入された:

ここで が傾向スコアで， は群（処置または対照）を示し， は共変量または疑わしい交

絡変数を指す．

XLSTATでは，傾向スコアがロジスティック回帰またはロジット・モデル（詳細はロジスティ
ック回帰を参照）を用いて推定される．

群変数は，ロジット・モデルの従属変数である．これは，対照群に属する参加者から処置群に
属する参加者を隔てるバイナリ変数である．2つのカテゴリのどちらが処置群に対応するかを
選ぶことができる．

ロジット・モデルの説明変数は，我々の傾向スコア・モデルの交絡変数である．それらは連続

（量的）またはカテゴリカル（質的）データであり得て， XLSTATはそれらの変数間の交互作

用を推定することができる．

マッチング・アルゴリズム

傾向スコアが推定されると，処置群の各参加者は対照群の最も類似した参加者にマッチされる
(Rosenbaum P. R. (1989))．類似度は次式で定義する傾向スコアのロジット関数として計算さ
れる:

処置群と対照群の間で距離行列が計算される．XLSTATの実装は，2つのメトリクスを提案する:

ユークリッド距離

マハラノビス距離

マッチを可能にするには2人の参加者の間の距離が遠すぎると見なされる上限をユーザーが設

定することもできる．この限界を指してキャリパー半径といい， XLSTAT では次のように定義

されている:

p  =i Pr(Z  =i 1∣X  )i

p  i Z  i X  i

logit(p  ) =i log( )
1 − p  i

p  i

C = a   

2
σ  + σ  T

2
C
2
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ここで はキャリパー半径で， は処置群の の分散， は対照群の の分

散， は係数である．値 が与えられるべきである ことに関する文献での強いコンセンサスは
存在しない．最も使われる値は， 0.1, 0.2 および0.25である．それらの値および，いくつかの
あまり一般的でない値 (0.5 や 1) がXLSTATで提案されている．またユーザーは， をユーザー
の選択の値に設定することもできる．

マッチング演算を実行するために， XLSTATでは2つのアルゴリズムがある: greedy（欲張り）
アルゴリズムと最適アルゴリズム．これらのアルゴリズムの両方とも，処置群の各参加者を対

照群の1人の参加者にマッチすること，対照群の指定された人数の参加者にマッチすること，
あるいは対照群のすべての参加者にマッチすることができる．後者の2つの設定は，選ばれた
マッチング・アルゴリズムによって実質的に異なる結果を導く可能性がある．

欲張りアルゴリズムは，処理群の参加者を利用可能な対照群の参加者の中から最良の候補に順

番にマッチさせて進行する．利用可能 とは，（キャリパー・オプションが有効ならば）候補が
キャリパー半径よりも近い距離にあるべきであること，そして欲張りアルゴリズムは置き換え
なしでマッチを実行することを意味する．対照群の参加者が処置群の1人の参加者にマッチさ
れると，それは後続のマッチではもう利用可能ではない．したがって，処置群の参加者の初期

の順序が，マッチング演算の最終結果に影響を持つ．欲張りアルゴリズムのこの側面を軽減す
るために， XLSTAT は参加者のランダム・シャッフルを提案していて，ユーザーはそれを有効

にできる．

一方，最適アルゴリズムは，この種の制限に悩むことがない．これは，マッチング演算のすべ
ての参加者での合計距離を最小化する 最小コスト・フロー（minimum-cost flow）最適化に基

づく．マッチング演算は置き換えなしのままであるが，もはや順序は問題ではない．このアル
ゴリズムにより，任意の質的変数に応じてマッチング演算をバランスする追加の機能が利用可

能である．この機能は，処置群でおバランス変数の各カテゴリの発生度数が，マッチされる対

照群で再現されることが期待される場合に使用されるべきである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対
応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

C σ  T
2 logit(p  )i σ  C

2 logit(p  )i
α α

C
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一般 タブ:

グループ変数: モデルしたいグループ変数を選択する．これは，参加者が処置を受ける群に属
するか，それとも対照群に属するかを示すバイナリ 変数であるはずである．列ヘッダが選択さ
れた場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

処置モダリティ: 処置を受ける群に対応するグループ変数のモーダリティを選択する．モーダ
リティは自動で検出され，グループ変数を選択するときにドロップダウン・メニューに表示さ
れる．検出に失敗するか，選択が変更されたあとドロップダウン・リストが変数に対応しない
場合，表示を更新するために右側のリフレッシュ・ボタンをクリックする．

説明変数:

量的変数: モデルに1つまたは複数の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして， Excel ワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは数値 が可

能である．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効になっていることを
確認する．

質的変数: モデルに1つまたは複数の質的説明変数を含めたい場合は，このオプションを有効に
する．そして， Excel ワークシートで対応する変数を選択する．選択されるデータはどのタイ
プでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択された場合，

"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行にヘ
ッダを格納している場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする． ”変数ラベル” オプションが有効であれば，選択内にヘッダを含める必要がある．この
オプションが有効でない場合，オブザベーション・ラベルはXLSTATにより自動で生成される
(Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

許容度: それより下で，どの変数が自動で無視されるかの許容度しきい値を入れる．

信頼区間 (%): さまざまな検定，およびパラメータや予測値の信頼区間の計算に使用する信頼区

間のパーセンテージ範囲を入れる．デフォルト値: 95.

交互作用 / 水準: モデルに交互作用を含めるには，このオプションを有効にして，最大の交互作

用水準（1 から 4の値)を入れる．
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ファース法: Firthのペナルティ付き尤度を使用するには，このオプションを有効にする（解説

を参照）．このオプションは，バイナリ・ロジット・モデルでのみ 利用可能である．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．繰り返しが最

大数を超えると計算が停止する．デフォルト値: 100．

収束: 1つの繰り返しからもう1つの繰り返しの対数尤度の変化でアルゴリズムが収束した
とみなされる最大値を入力する．デフォルト値： 0.000001.

行をシャッフル: 欲張りマッチング手順を実行する前に行をシャッフルするには，このオプシ
ョンを有効にする．このオプションは，欲張りアルゴリズムが選択されたときだけ利用可能で
ある．

群をバランスさせる: マッチング・プロセスで処置群と対照群の間で，いくつかのグループを
バランスさせるためのカテゴリカル変数を使用したい場合は，このオプションを有効にする．
そして， Excel ワークシートで対応する変数を選択する．選択されるでーたはどのタイプでも
可能だが，数値データは自動的に名義値とみなす．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベ
ル" オプションが有効になっていることを確認する．

マッチング手法:

欲張りアルゴリズム: マッチング・プロセスで欲張りアルゴリズムを使用したい場合は，この
オプションを有効にする．

M適アルゴリズム: マッチング・プロセスで最適アルゴリズムを使用したい場合は，このオプ
ションを有効にする．

ユークリッド / マハラノビス距離: マッチング演算の実行で使用したい距離のタイプを選択す
る．

マッチングの数:

1対1: 適切な候補があることを条件として，処置群の各参加者を対照群の1人の参加者とマッチ
させるには，このオプションを有効にする．

1対多: 適切な候補があることを条件として，処置群の各参加者を対照群の任意の数の参加者と
マッチさせるには，このオプションを有効にする．そして，必要な参加者の人数を入れる．

1対全: 対照群のすべての参加者を処置群の1人の参加者とマッチさせるには，このオプション
を有効にする．

キャリパー: マッチのために許容できる距離の限界を設定するには，このオプションを有効に
する．そして，ドロップダウン・リストを用いて使用したいキャリパー半径を選択する． “ユ
ーザー定義” を選択すると，必要な値を入れなければならない．

欠損値 タブ:
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欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

Type II 分析: 分散表のtype II 分析を表示するには，このオプションを有効にする． 

Hosmer-Lemeshow 検定: Hosmer-Lemeshow 検定の結果を表示するには，このオプションを
有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．オプション
で， "プロファイル尤度（profile likelihood）" タイプの***信頼区間***を計算できる（解説を参

照）．

標準化係数: モデルを標準化係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効

にする．

マッチされたオブザベーションの要約: マッチしたオブザベーションの要約を表示したい場合
は，このオプションを有効にする．

傾向スコア: 計算された傾向スコアの一覧を表示したい場合は，このオプションを有効にす
る．

距離行列: 距離行列を表示したい場合は，このオプションを有効にする．

マッチされたオブザベーションの詳細: マッチしたオブザベーションを表示したい場合は，こ
のオプションを有効にする．

チャート タブ:

標準化係数: モデルの標準化パラメータとそれらの信頼区間をチャートに表示するには，この
オプションを有効にする．

ROC曲線: ROC 曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

スコアの箱ひげ図: 各グループに関するスコアの箱ひげ図を表示するには，このオプションを
有効にする．
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結果  

XLSTATは，結果を分析して解釈することを助けるために，多数の表やチャートを表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数について
は，欠損値の数，非欠損値の数，平均および 標準偏差（不偏）が表示される．質的変数につい
ては，カテゴリとそれらの度数およびパーセンテージをともに表示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（説明変数の線形結合が定数になる場合に対応）および修

正モデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れられるオブザベーションの合計数（オブザベーションの重

みの合計）;

重みの合計: 考慮に入れられるオブザベーションの合計数（オブザベーションの重みの合

計に回帰での重みを乗じる）;

DF: 自由度;

-2 Log(Like.): モデルに関係づけられた尤度関数の対数;

R² (McFadden): R2のような 0 から 1 の係数で，モデルがどれだけ修正されているかを
定量化する．この係数は， 1 マイナス独立モデルの尤度に対する修正モデルの尤度の比

に等しい;

R²(Cox and Snell): R2のような 0 から 1 の係数で，モデルがどれだけ修正されているか
を定量化する．この係数は，1 マイナス独立モデルの尤度の2/Sw乗に対する修正モデル
の尤度の比に等しい．ここでSw は重みの合計;

R²(Nagelkerke): R2のような 0 から 1 の係数で，モデルがどれだけ修正されているかを
定量化する．この係数は，Cox and Snellの R² をof Cox and Snell, divided by 1 マイナス
独立モデルの尤度の2/Sw乗で割った比に等しい;

AIC: 赤池情報量基準;

SBC: Schwarzのベイズ情報量基準 ;

繰り返し: 収束までの繰り返し数．

帰無仮説 H0: Y=p0の検定: H0 仮説は説明変数の値に関係なく確率p0を与える独立モデルに対

応する．我々は修正モデルがこのモデルよりも有意に強力であるかどうかを確認しようとす
る．3つ検定が利用可能である: 尤度比検定 (-2 Log(Like.))，Score検定および Wald 検定． 3つ
の統計量は自由度が示されたカイ2乗分布に従います．

Type II 分析: この表は，複数の説明変数がある場合のみ有用である．ここで，表の行中の問題

の変数が除去されたテスト・モデルに対して，修正モデルがテストされる．もし確率Pr > LR
が設定された有意しきい値（通常0.05）よりも小さければ，モデルの修正へのその変数の寄与
度が有意である．それ以外は，その変数をモデルから除去できる．

標準化係数（ベータ係数ともいう）の表が， 変数の相対重みを比較するのに使用される． 係
数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間が値 0
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（これは標準化係数のチャートで簡単にわかります）ならば，モデルでのその変数の重みは有

意でない．

ROC 曲線: ROC 曲線は曲線の下の領域 (AUC)によってモデルの性能を評価し，複数のモデル
を 比較するために使用される（詳細は解説を参照）．

**要約マッチング**の表は，マッチされた参加者の割合に関するいくつかの指標を表示する．
距離による合計コストも表の下に表示される．

傾向スコア の表は，2つのグループの各参加者で計算された傾向スコアを与えます．傾向スコ
アのロジットの値も与えられる．これは，各参加者間の距離を計算するのに使用される値であ
る．2つの変数の上限と下限も与えられる．

すべての計算された距離の全般的外観を与えるために**距離行列**も表示される．処置群の参

加者は行に，対照群の参加者は列にある．マッチする対の距離が太字で表示される．

**箱ひげ図**は，完全な処置群，マッチした処置群の部分，マッチした対照群の部分，完全な
対照群に関する複数のパラメータを表示する．

事例  

傾向スコア・マッチングの使用法に関するチュートリアルがAddinsoftのウェブサイトになる:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの傾向スコア-マッチング-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Rosenbaum P.R. and Rubin D.B. (1983a). The central role of the propensity score in
observational studies for causal effects. Biometrika, 70, 41–55

Rosenbaum P.R. (1989). Optimal matching for observational studies. Journal of the American
Statistical Association, 84(408), 1024-1032

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%82%BE%E5%90%91%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%82%A2-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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感度と特異度  
検定または検出手法に関連したとくに感度，特異度，オッズ比，予測値を計算するために，こ
のツールを使用する．これらの指標は，テストの性能を評価することに使用できる． たとえ
ば，医療では病気の診断に使用するテストの能力を評価するため，品質管理では製造された製

品での不良の存在を検出するために使用できる．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

この手法は，最初，第2次世界大戦中に日本の戦闘機を検出する効率的な方法を開発するため
に開発された．そして， 現在では広く利用されている信号検出や医療により一般的に適用され
た．

問題は次のようなことである：我々は，しばしば2値の現象（たとえば，疾患の有無）を調査

し，正確なイベントの発生（たとえば，疾患の存在）を効率的に検出するテストを開発したい
ことがある．

V を追跡されているN 個の個体に関する現象を記述する2値または多項変数であるとする．イベ
ントが発生した個体を + で，発生しなかった個体を– で記録する． Tをイベントが発生したか
しなかったかを検出することを目的としたテストであるとする．Tはバイナリ（2値，有/無）で
も質的変数（たとえば色）でも量的変数（たとえば濃度）でもかまわない． バイナリまたは質

的変数については，t1 を目的（興味）のイベントの発生に対応することとする．量的変数につ
いては，t1 をそれより上がイベントが発生したとみなされるしきい値とする．

N個の個体に検定が適用されると，各個体についてイベントが発生したかどうか，そして検定

の結果を見ることのできる個体/変数の表が得られる．
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バイナリ検定の場合    量的検定の場合

これらの表は， 2x2 分割表に要約できる：

上記の事例では，テストが疾患の存在を検出した個体が25件あり，非存在を検出した個体が 13
件ある．ただし，20件の個体の診断は間違っており，それらの8件では患者は病気であるにも
かかわらずテストは疾患がないと主張し，12件では病気ではないのに病気であると主張してい
る．

以下の用語が使用される：

真陽性（TP ：True positive ）： テストが陽性を主張し，実際にも陽性であるケースの数．

偽陽性（FP ：False positive）： テストが陽性を主張し，実際は陰性であるケースの数．

真陰性（TN ：True negative）： テストが陰性を主張し，実際にも陰性であるケースの数．

偽陰性（FN ：False negative）： テストが陰性を主張し，実際は陽性であるケースの数．

テストの性能を評価するために，複数の指標が開発されてきた：

感度（Sensitivity，**真陽性率**に相当）： テストによって正しく検出された陽性ケースの比

率．言い換えると，感度は陽性の個体で使用する場合に，テストがどれだけ効果的であるかを
測定する．感度が 1のとき，陽性の個体ではテストは完全で，感度が0.5のとき，無作為抽出に
相当する． 0.5よりも下の場合，テストは反対に機能しており，感度が0.5より高くなるよう
に，ルールを逆転させることが有用であろう（ただし，これが特異度には影響しないことが条

件）． 数学的定義は，次式で与えられる：Sensitivity = TP/(TP + FN).

特異度（Specificity ，**真陰性率**に相当）：テストによって正しく検出された陰性ケースの比

率．言い換えると，特異度は陰性の個体で使用する場合に，テストがどれだけ効果的であるか
を測定する．特異度が 1のとき，陰性の個体ではテストは完全で，特異度が0.5のとき，無作為
抽出に相当する．0.5よりも下の場合，テストは反対に機能しており，特異度が 0.5より高くな
るように，ルールを逆転させることが有用であろう（ ただし，これが感度に影響しないことが
条件）．数学的定義は，次式で与えられる：Specificity = TN/(TN + FP).
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偽陽性率 （FPR）：テストが陽性と検出した陰性のケースの比率（FPR = 1-Specificity）． 偽
陰性率 （FNR）：テストが陰性と検出した陽性のケースの比率（FNR = 1-Sensitivity）． 有病

率（Prevalence）： 全体標本中の目的のイベントの相対度数(TP+FN)/N．

陽性的中率（PPV：Positive Predictive Value）：テストによって検出された陽性ケースの中

での本当に陽性ケースの比率．すなわちPPV = TP / (TP + FP)，または PPV = Sensitivity x
Prevalence / [(Sensitivity x Prevalence + (1-Specificity)(1-Prevalence)] ．これは有病率に依存
する基本的な値であり，テストの品質に依存しない指標である．

陰性的中率（NPV）： テストによって検出された陰性ケースの中での本当に陰性ケースの比

率．すなわち NPV = TN / (TN + FN)，または PPV = Specificity x (1 - Prevalence) / [(Specificity
(1-Prevalence) + (1-Sensibility) x Prevalence]．この指標も有病率に依存し，テストの品質に依

存しない．

陽性尤度比（LR+：Positive Likelihood Ratio）： この比率は，ある固体がテストで陽性であ
ると判定されたときに，それが本当に陽性である確率がどれぐらいであるかを示す．式は，
LR+ = Sensitivity / (1-Specificity)．LR+ は正値または空値である．

陰性尤度比（LR-：Negative Likelihood Ratio）：この比率は，ある個体がテストで陰性であ
ると判定されたときに，それが本当に陰性である確率がどれぐらいであるかを示す．式は，
LR- = (1-Sensitivity) / (Specificity)． LR- は正値または空値である．

オッズ比：オッズ比（odds ratio）は，テストが陽性の場合，テストが陰性である場合と較べ
て，固体が陽性であることがどれぐらい確からしいかを示す．たとえば，オッズ比が2 という
のは，テストが陽性の場合が陰性の場合よりも2倍，陽性イベントが起きやすいことを意味す
る．オッズ比は正値または空値である．式は，Odds ratio = TPxTN / (FPxFN)．

相対リスク: 相対リスク（relative risk）は，テストが陽性を報告するとき，陰性のときより
も，どれだけよく動作するかを測定する比率である．たとえば，相対リスクが2 であること
は，陽性のときは陰性のときよりもテストが2倍強力であることを意味する． 1 に近い値は，
行と列の間が独立であり，陽性の場合も陰性の場合も同じように動作するケースに対応する．
相対リスクは，空値または正値であり，次式によって与えられる： Relative risk = TP/(TP+FP)
/ (FN/(FN+TN)).

信頼区間

上記に提示された諸々について，それらの分散を計算する複数の方法と，したがって，それら
の信頼区間が提案されている．2つのファミリーがある：1つ目は，感度や特異度のような割合
（proportions）に関連しており，2つ目は，LR +， LR-，オッズ比，相対リスクのような比

（ratios）に関連する．

割合については，XLSTATは，単純  (Wald, 1939) または修正済み  (Agresti and Coull, 1998)
Wald 区間，Wilson スコア (Wilson, 1927)に基づく計算，連続性補正の選択， または Clopper-
Pearson (1934) 区間を使用することができる．Agresti とCaffo は，修正済みWald 区間または
Wilson スコア区間を使用することを推奨している．

比率については，連続性の補正つき，またはなしで，単一の手法を用いて，分散が計算され
る．
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上記の統計量の分散が計算されると，我々は対応する信頼区間を決定するために，漸近的正規

性（またはそれらの比の対数）を仮定する．統計量の多くは比率なので， 0 から 1の間である
はずである．区間がこれらの限界の外側にかかっている場合，XLSTAT は自動的に区間の境界

を修正する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

データ形式：

2x2 表 （テスト/イベント）： テストの結果が行で陽性と陰性のイベントが列になっている2x2
分割表でデータが準備されている場合は，このオプションを選ぶ．そして，表のどの列に陽性

イベントが置かれ，どの行にテストで陽性と検出されたケースが置かれるかを指定できる．デ
ータと共に行と列のラベルが選択された場合，"ラベルを含む" オプションが有効でなければな
らない．

個体データ: データが個体/変数の表で記録されている場合は，このオプションを選ぶ．そし
て，問題の現象に対応する**イベント・データ**を選択して，どの**コード**が陽性イベントに
関連づけられるか（たとえば，病菌が診断されたときは+）を指定する．診断テストの値に対

応するテスト・データ も選択する．このテストは，量的（濃度），バイナリ（陽性まあは陰
性）または質的（色）でもかまいません．テストが量的である場合，テストが任意のしきい値

より上または下のときに， XLSTAT がそれを陽性とみなすように指定しなければならない．テ
ストが質的またはバイナリの場合，陽性テストに対応する値を選択しなければならない．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．
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シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 行と列のラベルが選択されている場合，このオプションを有効にする．このオ
プションは， “2x2 表” 形式が選択した場合に利用可能である．

変数ラベル: 列モードの場合，選択されたデータの最初の行がヘッダを含むなら，または行モ
ードの場合，選択されたデータの最初の列がヘッダを含むなら，このオプションを有効にす
る．このオプションは，“個体データ” 形式を選択した場合に利用可能である．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする． このオ
プションを有効にしない場合は，重みは1とみなされる．重みは0以上でなければならない．列
ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効になっていることを確認する．

オプション タブ:

信頼区間：

サイズ (%): %で信頼区間のサイズを入力する（デフォルト値： 95）．

Wald: 正規分布による2項分布の近似を用いてさまざまな指標の信頼区間を計算したい場

合は，このオプションを有効にする． Agresti および Coullの修正を使用するには， "修正
済み"を有効にする．

Wilsonスコア: Wilson スコア近似を用いてさまざまな指標の信頼区間を計算したい場合

は，このオプションを有効にする．

Clopper-Pearson: Clopper-Pearson 近似を用いてさまざまな指標の信頼区間を計算した
い場合は，このオプションを有効にする．

連続性補正: Wilson スコアと比率の区間に連続性補正を適用したい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

事前有病率: 全体集合である割合の個体が病気に関わっていることがわかっている場合は，標

本から計算された修正的中率にこの情報を使用できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

欠損値を除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有効にす
る．

結果  
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結果は，分割表と解説 で説明しいてるさまざまな指標を表示する表からなる．

事例  

感度と特異度の計算の仕方を示す事例が， Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの感度分析と特異度分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York.

Agresti A., and Coull B.A. (1998). Approximate is better than "exact" for interval estimation of
binomial proportions. The American Statistician, 52, 119-126.

Agresti A. and Caffo, B. (2000). Simple and effective confidence intervals for proportions and
differences of proportions result from adding two successes and two failures. The American
Statistician, 54, 280-288.

Clopper C.J. and Pearson E.S. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the
case of the binomial. Biometrika, 26, 404-413.

Newcombe R. G. (1998). Two-sided confidence intervals for the single proportion: comparison
of seven methods. Statistics in Medicine, 17, 857-872.

Zhou X.H., Obuchowski N.A., McClish D.K. (2002). Statistical Methods in Diagnostic
Medicine. John Wiley & Sons.

Pepe M.S. (2003). The Statistical Evaluation of Medical Tests for Classification and Prediction,
Oxford University Press.

Wilson, E.B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference.
Journal of the American Statistical Association, 22, 209-212.

Wald, A., & Wolfowitz, J. (1939). Confidence limits for continuous distribution functions. The
Annals of Mathematical Statistics, 10, 105-118.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%84%9F%E5%BA%A6%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%A8%E7%89%B9%E7%95%B0%E5%BA%A6%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja


生存時間分析  1411 ROC曲線  

ROC曲線  
偽陽性ケースの割合（1マイナス特異度に対応）の関数として真陽性ケースの割合（感度とも
いう）の変化を表現し，病気の診断のためのテストのようなバイナリ分類器を評価すること，
または製造された製品での欠陥の存在を管理することを可能にするROC曲線を生成するには，
このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ROC 曲線は，最初，第2次世界大戦中に日本の戦闘機を検出する効率的な方法を開発するため
に開発された．そして，この手法は，現在広く使用されている信号検出や医療により一般的に
適用された．

問題は次のようなことである：我々は，しばしば2値の現象（たとえば，疾患の有無）を調査

し，正確なイベントの発生（たとえば，疾患の存在）を効率的に検出するテストを開発したい
ことがある．

V を追跡されているN 個の個体に関する現象を記述する2値または多項変数であるとする．イベ
ントが発生した個体を + で，発生しなかった個体を – で記録する．Tをイベントが発生したか
しなかったかを検出することを目的としたテストであるとする． Tは，ほとんどの場合，連続

量（たとえば濃度）であるが，順序（水準を表現する）でもかまわない．

我々は，それより下または上でイベントが発生するしきい値を設定したい．そうするために，
さまざまな統計量を計算して，そのそれぞれについて可能なしきい値の集合を検討する．最も
簡単なな統計量は以下である：

真陽性（TP ：True positive ）： テストが陽性を主張し，実際にも陽性であるケースの
数．

偽陽性（FP ：False positive）： テストが陽性を主張し，実際は陰性であるケースの
数．

真陰性（TN ：True negative）： テストが陰性を主張し，実際にも陰性であるケースの
数．

偽陰性（FN ：False negative）： テストが陰性を主張し，実際は陽性であるケースの
数．
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有病率（Prevalence）： 全体標本中の目的のイベントの相対度数(TP+FN)/N．

任意にしきい値でのテストの性能を評価するために，複数の指標が開発されてきた：

感度 （Sensitivity，**真陽性率**に相当）： テストによって正しく検出された陽性ケースの比

率．言い換えると，感度は陽性の個体で使用する場合に，テストがどれだけ効果的であるかを
測定する．感度が 1のとき，陽性の個体ではテストは完全で，感度が0.5のとき，無作為抽出に
相当する． 0.5よりも下の場合，テストは反対に機能しており，感度が0.5より高くなるよう
に，ルールを逆転させることが有用であろう（ただし，これが特異度には影響しないことが条

件）． 数学的定義は，次式で与えられる：Sensitivity = TP/(TP + FN).

特異度（Specificity ，**真陰性率**に相当）：テストによって正しく検出された陰性ケースの
比率．言い換えると，特異度は陰性の個体で使用する場合に，テストがどれだけ効果的である
かを測定する．特異度が 1のとき，陰性の個体ではテストは完全で，特異度が0.5のとき，無作

為抽出に相当する．0.5よりも下の場合，テストは反対に機能しており，特異度が 0.5より高く
なるように，ルールを逆転させることが有用であろう（ ただし，これが感度に影響しないこと
が条件）．数学的定義は，次式で与えられる：Specificity = TN/(TN + FP).

偽陽性率 （FPR）：テストが陽性と検出した陰性のケースの比率（FPR = 1-Specificity）．

偽陰性率 （FNR）：テストが陰性と検出した陽性のケースの比率（FNR = 1-Sensitivity）．

有病率（Prevalence）： 全体標本中の目的のイベントの相対度数(TP+FN)/N．

陽性的中率（PPV：Positive Predictive Value）：テストによって検出された陽性ケースの中

での本当に陽性ケースの比率．すなわちPPV = TP / (TP + FP)，または PPV = Sensitivity x
Prevalence / [(Sensitivity x Prevalence + (1-Specificity)(1-Prevalence)]．これは有病率に依存す
る基本的な値であり，テストの品質に依存しない指標である．

陰性的中率（NPV）： テストによって検出された陰性ケースの中での本当に陰性ケースの比

率．我々は次式を使用する．すなわちNPV = TN / (TN + FN)，または PPV = Specificity x (1 -
Prevalence) / [(Specificity (1-Prevalence) + (1-Sensibility) x Prevalence]．この指標も有病率に
依存し，テストの品質に依存しない．

陽性尤度比（LR+：Positive Likelihood Ratio）： この比率は，ある固体がテストで陽性であ
ると判定されたときに，それが本当に陽性である確率がどれぐらいであるかを示す．式は，
LR+ = Sensitivity / (1-Specificity)．LR+ は正値または空値である．

陰性尤度比（LR-：Negative Likelihood Ratio）：この比率は，ある個体がテストで陰性であ
ると判定されたときに，それが本当に陰性である確率がどれぐらいであるかを示す．式は，
LR- = (1-Sensitivity) / (Specificity)． LR- は正値または空値である．

オッズ比:：オッズ比（odds ratio）は，テストが陽性の場合，テストが陰性である場合と較べ
て，固体が陽性であることがどれぐらい確からしいかを示す．たとえば，オッズ比が2 という
のは，テストが陽性の場合が陰性の場合よりも2倍，陽性イベントが起きやすいことを意味す
る．オッズ比は正値または空値である．式は，Odds ratio = TPxTN / (FPxFN)．

相対リスク: 相対リスク（relative risk）は，テストが陽性を報告するとき，陰性のときより
も，どれだけよく動作するかを測定する比率である．たとえば，相対リスクが2 であること
は，陽性のときは陰性のときよりもテストが2倍強力であることを意味する． 1 に近い値は，
行と列の間が独立であり，陽性の場合も陰性の場合も同じように動作するケースに対応する．
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相対リスクは，空値または正値であり，次式によって与えられる： Relative risk = TP/(TP+FP)
/ (FN/(FN+TN)).

信頼区間

上記に提示された諸々について，それらの分散を計算する複数の方法と，したがって，それら
の信頼区間が提案されている．2つのファミリーがある：1つ目は，感度や特異度のような割合

（proportions）に関連しており，2つ目は，LR +， LR-，オッズ比，相対リスクのような比

（ratios）に関連する．

割合については，XLSTATは，単純  (Wald, 1939) または修正済み  (Agresti and Coull, 1998)
Wald 区間，Wilson スコア (Wilson, 1927)に基づく計算，連続性補正の選択， または Clopper-
Pearson (1934) 区間を使用することができる．Agresti とCaffo は，修正済みWald 区間または
Wilson スコア区間を使用することを推奨している．

比率については，連続性の補正つき，またはなしで，単一の手法を用いて，分散が計算され
る．

上記の統計量の分散が計算されると，我々は対応する信頼区間を決定するために，漸近的正規

性（またはそれらの比の対数）を仮定する．統計量の多くは比率なので， 0 から 1の間である
はずである．区間がこれらの限界の外側にかかっている場合，XLSTAT は自動的に区間の境界

を修正する．

ROC 曲線

ROC 曲線は，さまざまな可能なしきい値についての(1 – 特異度，感度) の対のグラフィカルな
表現に対応する．

曲線の下部領域（AUC ：area under the curve）は，ROC曲線で計算された合成指標である．
AUC は，テストのすべての陽性値を与えて，テストが陽性のイベントを陽性と分類する確率で
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ある．理想モデルでは AUC = 1（上図の青線），ランダムなパターンでは AUC = 0.5 （上図の
赤線）となる．通常， AUC が0.7より大きいと，良いモデルであるとみなされる．識別力の際

立ったモデルは，0.87 から 0.9のAUCを持つべきである． 0.9 を超えるAUC を持つモデルは優

秀である．

Sen (1960)，Bamber (1975) およびHanley とMcNeil (1982) は， AUCの分散を計算するさまざ
まな手法を提案した．XLSTATではすべて利用可能である．XLSTAT は，AUCの0.5との比較検

定も提供している．0.5の値は，ランダム分類器に対応する．この検定は，AUC と 0.5 の差を3
つの手法の1つによって計算された分散で割ったものに基づく．得られる統計量は，標準正規

分布に従うことを仮定する．それによってp値の計算を可能とする．

AUCは異なるテスト間の比較に使用することもできる．異なるテストが異なる個体のグループ
に適用された場合，標本は個別である．この場合，XLSTAT はAUCを比較するためにスチュー
デントの検定を用いる（これはAUCの正規性の仮定を必要とし，標本が小さすぎない場合は採

用できる)．同じ個体に異なるテストが適用された場合は，標本は対応がある．この場合，

XLSTAT は， Senの仕事 (1960)に基づいてDelongおよびDelong (1988)が説明したようにAUC
の共分散行列を計算し， 2つの AUC間の差の分散を計算し，正規性を仮定して p値を計算す
る．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

イベント・データ: 調査している現象（たとえば，病気の有無）に対応するデータを選択し
て，どのコードが**陽性イベント**に関連付けられるかを指定する（たとえば，病気の個体にD
または + )．
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テスト・データ: 診断のテスト値に対応するデータを選択する．データは量的でなければなら
ない．データが順序の場合，それらは量的データ（たとえば，0,1,2,3,4)として記録されなけれ
ばならない．そして，計算の際に決定されるしきい値よりもテスト値が大きいときに陽性とみ
なすか，小さいときに陽性とみなすかを指定しなければならな い．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 列モードの場合，選択されたデータの最初の行がヘッダを含み，行モードpの場

合，選択されたデータの最初の列がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

重み: オブザベーションが重みづけされている場合は，このオプションを有効にする．このオ
プションを有効にしない場合，重みは1とみなされる．重みは 0以上でなければならない．列ヘ
ッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効であることを確認ｓてください．

オプション タブ:

信頼区間：

サイズ (%): %で信頼区間のサイズを入力する（デフォルト値： 95）． Wald: 正規分布に
よる2項分布の近似を用いてさまざまな指標の信頼区間を計算したい場合は，このオプシ
ョンを有効にする． Agresti および Coullの修正を使用するには， "修正済み"を有効にす
る．

Wilsonスコア: Wilson スコア近似を用いてさまざまな指標の信頼区間を計算したい場合

は，このオプションを有効にする．

Clopper-Pearson: Clopper-Pearson 近似を用いてさまざまな指標の信頼区間を計算した
い場合は，このオプションを有効にする．

連続性補正: Wilson スコアと比率の区間に連続性補正を適用したい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

事前有病率: 全体集合である割合の個体が病気に関わっていることがわかっている場合は，標

本から計算された修正的中率にこの情報を使用できる．

AUCでの検定: テスト変数が純粋にランダムであった場合にとるであろう値0.5とAUC (Area
Under the Curve) を比較できる．この検定は，上記で選んだ分散の計算方法を用いて導かれ
る．

コスト: テスト変数のしきい値に基づく可能なさまざまな決定に関連づけられたコストを計算

したい場合は，このオプションを有効にする．さまざまな状況に対応するコストを入力する必

要がある：  TP (真陽性： true positive), FP (偽陽性： false positive), FN (偽陰性： false
negative), TN (真陰性：true negative)．
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データ・オプション タブ:

欠損値:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にする．

グループ:

グループごとに分析: XLSTATが各グループで別々に分析を実行するようにしたい場合は，この
オプションを有効にして，各オブザベーションがどのグループに属するかを記述するデータを
選択する．

比較: ROC 曲線を比較して，比較検定を実行したい場合は，このオプションを有効にす
る．

フィルタ: 計算の際に別々のダイアログ・ボックスで選択できるいくつかのグループごとに
XLSTATが分析を実行するようにしたい場合は，このオプションを有効にして，オブザベーシ
ョンがどのグループに属するか記述するデータを選択する． “グループごとに分析” オプション
が有効になっている場合，XLSTAT は，グループの選択された部分集合についてのみ，各グル
ープで別々に分析を実行する．

出力 タブ:

記述統計量: 選択されたデータの記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

ROC 分析: テスト変数の各値について計算されたさまざまな指標を一覧する表を表示するに
は，このオプションを有効にする．予測値，尤度比，真/偽陽性および真/偽陰性のカウントを
表示するか表示しないかを選べます．

AUCでの検定: ランダム分類器に対応する値0.5とAUC を比較した結果を表示したい場合は，
このオプションを有効にする．

AUCの比較: 複数のテスト変数またはグループ変数を選択した場合，異なる変数または異なる
グループで得られたAUCを比較するために，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

ROC 曲線: ROC 曲線を表示するには，このオプションを有効にする．

真/偽 +/-: テスト変数のさまざまな値でのTP/TN/FP/FN の%を示す積み上げ棒グラフを表示す
るには，このオプションを有効にする．このオプションは，出力タブで真/偽 +/- オプションが
有効になっている場合のみ利用可能である．
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ディシジョン・プロット: 選択のディシジョン・プロットを表示するには，このオプションを
有効にする．このプロットは，テスト変数のどの水準が最良であるかを決定することを支援す
る．

曲線の比較: さまざまなテスト変数またはさまざまなグループに対応するROC 曲線を単一のプ
ロットで表示するには，このオプションを有効にする．このオプションは，複数のテスト変数

またはグループ変数が選択されたときのみ利用可能である．

結果  

要約統計: この1番目の表では，選択されたテストの統計量，そして，目的の現象，各イベント
が発生数，標本中の陽性イベントの有病率を回収する表が続きます．太字で表示された行が，
陽性イベントに対応する．

ROC 曲線: そしてROC 曲線が表示される． (0 ;0) から (1 ;1) までのまっすぐな点線は，無差別

のランダム・テストの曲線に対応する．色づきの線が ROC 曲線に対応する．小さな四角形が
オブザベーションに対応する（テスト変数の観察された値ごとに1つの四角形）．

ROC 分析: この表は，テスト変数の各陽性しきい値について，解説の節で説明したさまざまな
指標を表示する．表の下部の線上に，しきい値と比較された陽性ケースを識別するために，ダ
イアログ・ボックスで設定したルールのメモがある．表の下に，しきい値の値による TP, TN,
FP, FN の変化を示す積み上げ棒グラフがある．対応するオプションが有効にされた場合，**デ
ィシジョン・プロット**が表示される（たとえば，しきい値によりコストの変化）．

曲線下の領域 (AUC): この表は，AUとその標準誤差，信頼区間を表示する．

AUCと0.5の比較: これらの結果は，テストとランダム分類器を資格できる．信頼区間はその差

に対応する．そして，p値，比較検定の解釈と続くさまざまな統計量が表示される．

AUCの比較: 複数のテスト変数を選択した場合，各変数について上記の結果が表示されると，
AUCの共分散行列，信頼区間を注釈するAUCの各対の差の表，そしてp値の表と続く．太字の
値は，有意な差に対応する．最後に， ROC 曲線を比較するグラフが表示される．

事例  

ROC 曲線の計算方法を示す事例がAddinsoft のウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのROC曲線分析チュートリアル?language=ja

ROC 曲線を計算して，それらを比較する方法を示す事例が，Addinsoft のウェブサイトにあ
る：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのROC曲線比較チュートリアル?language=ja
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パラメトリック Illness-Death (疾病-死亡）モデル  
生存時間データを分析して， つの状態間での個人の遷移をモデルするには，この手法を使用

する． この手法は，状態間の遷移での説明変数の効果を推定するために共変量を導入すること
ができる．これは，XLSTATアドイン統計解析ソフトウェアを用いてExcel内で利用可能であ
る．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

マルチステート・モデルは， つ以上の状態を観察するときに使用される．illness-deathモデル
は，マルチステート・モデルの ステートによる特殊例である : 初期状態，過渡状態，吸収状

態，またはステート ，ステート ，ステート ともいう．

このモデルは，疾患の推移や死亡率を分析するために，医学的応用や研究でよく使用される．
生保数理分野では，保険や生前給付支払契約のコストを計算するための多くの応用もある．

モデル

In XLSTATでは，以下に説明する不可逆Illness-Deathモデルのみが適合できる:

を時間の経過に伴う個人の状態の推移を要約する確率過程とする．2つの関数が を定義す
る: 遷移確率と遷移強度．Illness-Death モデルでは，生存分析におけるリスク関数のアナロジ
ーである遷移強度を推定する．

は不均一なマルコフ過程であるので，状態 から状態 への遷移確率と遷移強度は，以下のよ
うに記述される:

-遷移確率（Transition probabilities） は，現在の時間 での状態のみに依存する :

-遷移強度（Transition intensities）  は時間 に依存する :

遷移強度は，打ち切りデータや切り捨てデータを含む最尤法によって推定される．

3

3
3

0 1 2
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打ち切りおよび切り捨て

生存時間分析では，切り捨てと打ち切りは，データが不完全になる原因とな現象である．デー
タを分析するときにそれらを無視すると，母集団パラメータの推定値に一貫性がなくなる．
XLSTATのIllness-Deathモデルは，打ち切りた切り捨てが有益でないことを前提として，右打ち
切り，区間打ち切り，左切り捨てが可能である．

打ち切りは，イベントの正確な時刻がわからない場合に発生するが，切り捨ては，イベント時

刻が特定の値よりも小さいまたは大きい個人を観察しない場合に発生する． します。

右打ち切り : 観察の終りに個人が吸収状態に移行しない． をイベント時間， を観察

の終了時間とするなら， である．

区間打ち切り : 2つのオブザベーションの間に発生するイベント． をイベント時間， と 
を2つの連続する時間のオブザベーションとするなら， である．

左切り捨て : イベントがしきい値より下で発生しない．我々の事例では，調査の開始の前

にイベントを発生させることはできない．

ベースライン強度のパラメトリック推定

パラメトリックIllness-Deathモデルでは，Weibull分布により，ベースライン強度が推定され
る．ここで， distributions. We denote  と をフォーム・パラメータとレート・パラメー
タとする．

 遷移では，ベースライン強度 は，次式のように書ける :

$$ \alpha_{0,kl}(t) = a_{kl} \: \Big( \frac{1}{b_{kl}}\Big)^{a_{kl}} \: t^{a_{kl}-1}. $$

Weibull仮定に関連する生存 関数と密度 関数により :

$$ S(t) = e^{ - \Big( \dfrac{t}{b} \Big)^{a}} \qquad ;\qquad f(t) = a\: \Big( \dfrac{1}{b} \Big)^{a} \:
t^{a-1} \: e^{ - \Big( \dfrac{t}{b} \Big)^{a}}.$$

推定パラメータ  と  が最尤法で得られる．

共変量効果

Illness-Deathモデルの遷移強度は共変量効果を考慮する．たとえば，ある治療法が疾病や死亡

率に与える影響など．

Cox比例ハザード・モデルに基づき，強度比例ハザード・モデルは共変量を持つ遷移強度を表

す．  遷移では，遷移強度は次式の形式を持つ :

ここで  がベースライン強度(Weibull分布による推定 distribution)で， が効果または回

帰係数であり， は共変量行列である．

このモデルには2つの前提がある :

t t  end

t > t  end

t t  l
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k → l α  0,kl

S f

a  kl b  kl

k → l

α  (t) =kl α (t) e .0,kl
β  Z  kl
T

kl

α  0,kl β  kl

Z  kl



生存時間分析  1421 パラメトリック Illness-Death (疾病-死亡）モデル  

比例ハザード仮定 : 強度比が時間で変化しないことを仮定する

ただし，この仮定は確認されなければならず，簡単な方法は開発されていない．比例性を検証

するために，各時間区間での強度が推定され，比率がすべての で一定であるかどうか確認され
る．

この面倒な方法を回避するために，C. Touraineは，比例性を促進するタイムスケールとして，
個人の年齢を考慮する．警告: この方法は，比例性を保証しない．

対数線形性仮定 : 対数尺度遷移強度が線形であるといつ仮定:

この仮定は確認されなければならず，簡単な方法は開発されていない．バイナリ共変量を考慮

すると，この仮定を回避できる．したがって，バイナリ共変量またはわずかな振幅を持つ量的

共変量のみを含めることを推奨する．

共変量による結果は，共変量 をモダリティの値に設定することで，比例強度モデルの式に
より算出される．

は，最尤法により推定される．

尤度

不可逆Illness-Deathモデルの遷移確率と尤度が、遷移強度 と生存関数 から計算され
る．

打ち切りや切り捨ては尤度に含まれるため、 個の尤度の式がある．それぞれが打ち切りと切

り捨ての組み合わせを表す．これらの式は，C. Touraine (2013)の論文で見ることができる．

個人は同じタイプの打ち切りや切り捨てを持たないので，尤度は個別に計算される． で表記

される合計尤度は，個人の寄与度 の積である :

最尤法には明示的な解がないため，パラメータを推定するために数値アルゴリズムを使用す
る．したがって，3つのベースライン遷移強度と回帰用パラメーターは，Levenberg-Marquardt
のアルゴリズムを使用して推定される．

Levenberg-Marquardtアルゴリズム (LMA)

Levenberg-Marquardtアルゴリズム(LMA)は，対数尤度を最大化することにより，遷移強度と回

帰パラメータを推定する．

LMAは2つの異なる手法の組み合わせである :
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Deepest Gradient （最深勾配）: 対数尤度を最大化し，勾配方向に従って各繰り返しでパ
ラメータを更新する．

Newton-Raphson（ニュートン-ラプソン） : 各繰り返しで対数尤度導関数と更新された
パラメータを最大化する．

LMAは，最適化の間，これらの2つの手法を交互に使用する．LMAは，パラメータが解から遠

いときに  Deepest Gradient法のように振る舞い，パラメータが解に近いときにNewton-
Raphson法のように振る舞う．これはLMAを（さまざまな収束問題に苦しむ）勾配法よりも速
くして（計算コストが高い）ニュートン法よりも頑健にする．

備考 : LMAの効率性と頑健性にもかかわらず，, Illness-Deathモデルは複雑なモデルで，収束が
補償されていない．収束の失敗は，オブザベーションの数の不足，または，たとえばある状態

がデータセットに表現されていないなどのデータに起因する可能性がある．

予測 : 遷移確率と平均余命

予測は， つの時間の間の遷移確率と平均余命を与える :

調査の開始時間

調査の終了時間

個の遷移確率が計算される :

 初期状態に留まる確率，

 初期状態から過渡状態に移行する確率，

 初期状態から吸収状態に移行する確率

 過渡状態に留まる確率，

 過渡状態から吸収状態に移行する確率．

個の平均余命が計算される :

 状態 0 での平均余命(健康余命) : 個人が初期状態にあると仮定して，初期状態に留ま
ることが期待される時間，

 平均余命 : 個人が初期状態にあると仮定して，生存し続ける（吸収状態に移行しな
い）ことが期待される時間，

 疾病余命 : 個人が過渡状態にあると仮定して，生存し続ける（吸収状態に移行しな
い）ことが期待される時間．

これらの確率と余命の数式は，Touraine C. (2013)で与えられた．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

2
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ :

状態インジケータ : ここで過渡状態および吸収状態に対応する 列を選択する．調査の開始時点

ではすべての個人が初期状態にあると仮定される．これらの列はバイナリで，個人が の状態

にあるときは で示され，それ以外は で示される．

時間データ : ここで 個のキー年齢に対応する時間データを選択する : - 開始年齢 : 個人が調査

に参加したときの年齢， - 左打ち切り年齢 : - 個人が過渡状態に至った場合，過渡状態に遷移す
る前の年齢， - それ以外は最後の観察の年齢． - 右打ち切り年齢 : - 個人が過渡状態に至った場

合，過渡状態への遷移の時の年齢， - それ以外は最後の観察の年齢． - 最後の観察の年齢 : 
- 個人が吸収情状態に至った場合，吸収状態への遷移の時の年齢， - それ以外は最後の訪問時の
年齢．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択の最初の行が変数のラベルを含む場合は，このオプションを有効にする．

重み : オブザベーションを重みづけしたい場合は，このオプションを有効にする．このオプシ
ョンが有効でないない場合は，重みは1とみなされる．重みは正の整数でなければならない．
最初の行がラベルを含む場合は，オプション"変数ラベル"が有効になっていることを確認す
る．

共変量 タブ :

共変量 : モデルに共変量を追加したい場合は，このオプションを有効にする．

遷移ごとに異なる : 各遷移で共変量をカスタマイズしたい場合は，このオプションを有効にす
る．このオプションが有効でない場合は，説明変数がすべての遷移で同じになる．

2
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1 0
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共変量 : 状態 0 -> 状態 1 "遷移ごとに異なる" が有効なら，共変量 それ以外は : - 量的 : 1個ま
たは複数の量的共変量をモデルに追加した場合は，このオプションを有効にする．そして，
Excelシートで対応する変数を選択する．選択されるデータは数値でなければならない．オプシ
ョン 遷移ごとに異なる が有効なら，選択されるデータは遷移 "状態 0 -> 状態 1"に対応する．
それ以外は，選択されるデータはすべての遷移に適用される．

質的 : 1個または複数の質的共変量をモデルに追加した場合は，このオプションを有効に
する．そして，Excelシートで対応する変数を選択する．選択されるデータはどのタイプ
でも可能だが，数値データは自動的に名義値と見なされる．オプション 遷移ごとに異な
る が有効なら，選択されるデータは，遷移 "状態 0 -> 状態 1"に多対応する．それ以外

は，選択されるデータはすべての遷移に適用される．

変数ラベルが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

"遷移ごとに異なる" が有効な場合 :

共変量 : 状態 0 -> 状態 2" : - 量的 : 遷移 状態 0 -> 状態 2のモデルに1個または複数の量的共変

量をモデルに追加した場合は，このオプションを有効にする．そして，Excelシートで対応する
変数を選択する．選択されるデータは数値でなければならない．

質的 : 遷移 状態 0 -> 状態 2のモデルに1個または複数の質的共変量をモデルに追加した場

合は，このオプションを有効にする．そして，選択されるデータはどのタイプでも可能

だが，数値データは自動的に名義値と見なされる．

変数ラベルが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

共変量 : 状態 1 -> 状態 2" : - 量的 : 遷移 状態 1 -> 状態 2のモデルに1個または複数の量的共変

量をモデルに追加した場合は，このオプションを有効にする．そして，Excelシートで対応する
変数を選択する．選択されるデータは数値でなければならない．

質的 : 遷移 状態 1 -> 状態 2のモデルに1個または複数の質的共変量をモデルに追加した場

合は，このオプションを有効にする．そして，選択されるデータはどのタイプでも可能

だが，数値データは自動的に名義値と見なされる．

変数ラベルが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

変数ラベル : 選択された共変量の最初の行に共変量のラベルが含まれるなら，このオプション
を有効にする．

オプション タブ :

有意水準 (%) : 検定で使用する有意水準の値を入力する（デフォルト値 : 5%）．信頼区間もこ
の値で計算される．

下記のオプションは，Levenberg-Marquardtアルゴリズム (LMA)の停止条件をコントロールす
る:

繰り返し : LMAの最大繰り返し数を入力する．繰り返しの最大数に達すると計算が停止

する．デフォルト値: 100.
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収束 : 下記について，アルゴリズムが収束したとみなされる評価しきい値を入力する．:

パラメータ : 勾配（パラメータの更新）の平方和．デフォルト値 : 0.00001
尤度 : 2つの繰り返し間の尤度の絶対差．デフォルト値: 0.00001.
導関数 : 勾配とヘッセ行列の計算．デフォルト値: 0.001.

予測 タブ :

一般 サブタブ :

予測 : 予測を行いたい場合は，このオプションを有効にする．モデルが**共変量**タブで共変量

を含むなら，共変量は 共変量 サブタブ（以下参照）の予測に追加できる．

開始時間 : 予測される個人の調査の開始時での年齢を入力する．

終了時間 : 予測される個人の調査の終了時での年齢を入力する．

共変量 サブタブ :

共変量 : 予測に共変量を追加したい場合は，このオプションを有効にする．このオプションを
選ぶと，予測データが（モデル）推定データと同じように構成されていることを確認しなけれ
ばならない : 同じ変数で同じ順序．このオプションは，**共変量**タブで共変量がモデルに追加

された場合のみ利用可能である．

変数ラベル : 選択された共変量の最初の行に共変量のラベルが含まれる場合は，このオプショ
ンを有効にする．

オブザベーション・ラベル : Excelシートにあるオブザベーション・ラベルを結果を表示するた
めに使用したい場合は，このオプションを有効にする．最初の行はヘッダを含まないはずであ
る．このオプションに有効にしない場合は，オブザベーション・ラベルが自動で作成される
(PredObs1, PredObs2,...)．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない : 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を停止するようにしたい場合

は，このオプションを有効にする．

オブザベーションを除去 : 欠損値を持つオブザベーションを削除したい場合は，このオプショ
ンを有効にする．

出力 タブ :

記述統計 : 状態インジケータと時間データの記述統計を表示するには，このオプションを有効

にする．

対数尤度 : 共変量あり，または，なしでの対数尤度の値を表示するには，このオプションを有

効にする．

Weibullパラメータ : 個の遷移でのweibullパラメータを表示するには，このオプションを有効

にする．
3
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回帰係数 : 回帰係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．最初の列は遷移を示

し，2番目の列は関連する共変量を示す．3番目の列は，係数の値を提供する．4番目の列は，
推定の精度を定量化する係数の標準誤差を示す．5番目と6番目の列は，Wald統計とそのp値に
よるWald検定の結果を提供する．最後の3つの列は，信頼区間つきのハザード比を示す．この
オプションは，**共変量**タブで共変量がモデルに追加された場合のみに利用可能である．.

生存分布関数 : 各遷移での生存確率の表を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間 : 生存確率に関連する信頼区間を表示するには，このオプションを有効にす
る．

共変量ごと : 共変量ごとの生存確率の表を表示するには，このオプションを有効にす
る．このオプションはモデルに共変量が追加された場合のみに利用可能である．

遷移確率 : 各遷移での遷移確率の表を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間 : 遷移確率の表に関連する信頼区間を表示するには，このオプションを有効に
する．

共変量ごと : 共変量ごとの遷移確率の表を表示するには，このオプションを有効にす
る．このオプションは，共変量がモデルに追加された場合のみに利用可能である．

遷移強度 : 各遷移での遷移強度の表を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間 : 遷移強度の表に関連する信頼区間を表示するには，このオプションを有効に
する．

共変量ごと : 共変量ごとの遷移強度の表を表示するには，このオプションを有効にす
る．このオプションは，共変量がモデルに追加された売のみに利用可能である．

チャート タブ :

生存分布関数 : 各遷移での生存分布のチャートを表示するには，このオプションを有効にす
る．

信頼区間 : 生存分布のチャートに関連する信頼区間を表示するには，このオプションを
有効にする．

共変量ごと : 共変量ごとの生存分布のチャートを表示するには，このオプションを有効

にする．このオプションは，共変量がモデルに追加された場合のみに利用可能である．

遷移確率 : 各遷移での遷移確率のチャートを表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間 : 遷移確率のチャートに関連する信頼区間を表示するには，このオプションを
有効にする．

共変量ごと : 共変量ごとの遷移確率のチャートを表示するには，このオプションを有効
にする．このオプションは，共変量がモデルに追加された場合のみに利用可能である．

遷移強度 : 各遷移での遷移強度のチャートを表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間 : 遷移強度のチャートに関連する信頼区間を表示するには，このオプションを
有効にする．
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共変量ごと : 共変量ごとの遷移強度のチャートを表示するには，このオプションを有効

にする．このオプションは，共変量がモデルに追加された場合のみに利用可能である．

結果  

XLSTATは，結果の分析と解釈を促進する多数の表やグラフを提供する．

記述統計 : 記述統計量の表は，状態インジケータおよび時間データの簡単な統計量を示す．時

間データでは，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不

偏）が表示される．状態インジケータについては，モダリティおよびそれらの数，およびそれ
らのパーセンテージが表示される．

Weibullパラメータ および 回帰係数 : これらの表は，Weibullパラメータおよび回帰係数を示

す．Weibullパラメータは，ベースライン強度を計算するために使用される．モデルに共変量が
含まれる場合，回帰係数の表が，各変数に関連する係数の推定値，標準偏差， -Wald，およ
びp値を提供する．そして，ハザード比（係数の指数）が関連する信頼区間とともに提供され
る．

遷移強度 : この表は，生存時間分析でのリスク関数のアナロジーである遷移強度を示す．遷移

強度は，状態間の遷移のリスクを比較することを助ける．

遷移確率 : この表は，遷移確率を示す．これらの量は，状態間の遷移を比較することを助け
る．遷移強度よりも直感的に，遷移確率はユーザーの解釈を助ける．

生存分布 : この表は，生存分布を示す．これらの量は，状態間の遷移を比較することを助け
る．遷移強度よりも直感的に，生存分布はユーザーの解釈を助ける．

予測 : この表は，予測された遷移確率と 個の平均余命を示す : 常識的に，疾病に留まる（過渡

状態のまま）および健康に留まる（初期状態のまま）．予測は，ユーザーが示す つの時間の
間で計算される : 調査の開始時間と終了時間．共変量が予測に追加された場合，関連する共変

量とともに，各個人について予測が行われる．それ以外は，結果は単一の個人に対応する．

事例  

パラメトリックdisease-deathモデルの応用の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある :

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのパラメトリック-Illness-Death-モデル-チュートリアル?
language=ja

参考文献  

Touraine C. (2013). Modèles illness-death pour données censurées par intervalle : Application
à l’étude de la démence, Thèse, Université de Bordeaux

Leila Bourmouche (2016). Modèle multi-état markovien en analyse de survie. Master’s thesis,
univer-sité du Quebec, Montréal, Quebec

Helmer C., Letenneur L., Joly P., Commenges D. (2002). A penalized likelihood approach for
an illness-death model with interval-censored data : application to age-specific incidence of
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https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-Illness-Death-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Putter, H., Fiocco, M., and Geskus, R. B. (2007). Tutorial in biostatistics : Competing risks and
multi-state models. Statistics in Medicine, 26 :2389–2430. 26, 27, 67

Pierre Joly Célia Tourraine, Thomas A. Gerds (2017). Smoothhazard : An r package for fitting
re-gression models to interval-censored observations of illness-death models.Journal of
statisticalsoftware, 79

Anne Gégout-Petit Daniel Commenges (2007). Likelihood for generally coarsened
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Wiley, 34 (2)

Sally R. Hinchliffe, David A. Scott, Paul C. Lambert (2013). Flexible parametric illness-death
models, The Stata Journal, 13, Number 4, pp. 759–775
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手法検証  
手法比較  
Uある手法を参照手法または比較手法と比較するには，このツールを使用します．検定，信頼

区間が計算されて，差を可視化するためのにBland Altman プロットや差分値プロットを含む，
複数のプロットが表示されます．このツールによって， Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI)の推奨に適合することができます．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

ある要素（分子，微生物，…）の濃度や量を測定する新しい手法を開発するとき，それが参照

あるいは比較手法と同様な結果を与えるか否かを確認したいだろう．もし差があるなら，それ
が変動の大きさによるバイアスが原因であるかどうかを知ることに興味があるだろう．もし新

しい測定手法が標準よりも安価だが，バイアスがわかっていて固定であれば，バイアスを考慮

に入れて結果を報告してもよいだろう．

XLSTAT は，ある手法の性能を他の手法と比較して評価するための一連のツールを提供する．

反復性分析

XLSTAT-SPC モジュールには，測定システムの反復性分析と再現性分析がある（ゲージR&Rを
参照)．ここで提供される反復性分析は，各手法の反復性を別々に分析して，手法の反復性を比

較することを目的としたより軽いバージョンである．手法の反復性を評価するために， 複数の
複製を持つ必要がある．複製は，ダイアログ・ボックスの “グループ” フィールドを用いて指定

できる（複製は同じ識別子を持たなければならない）．これは，複数の測定値が任意の標本で
取られたケースに対応する．手法が反復的である場合，複製内の分散は低い． XLSTATは，反
復性を標準偏差として計算し，信頼区間を表示する．理想的には，信頼区間は 0を含むべきで
ある．各手法について反復性プロットが表示され，各被験者ごとに複製で計算された標準偏差

v.s. 平均を示す．

対応のある t-検定
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比較手法のなかで，対応のあるt-検定が計算できる．対応のある t-検定は，対立仮説Ha に反し
て，2つの手法の結果の間の差の平均が0と異ならないという帰無仮説H0を検定することができ
る．

散布図

まず，検定されている手法に対抗する参照または比較手法を比較するために，散布図を描くこ
とができる． データが一致線（対角線）の両側にあって接近しているなら，接近してい矛盾の
ない結果を与える．データが一致線の上側にあるなら，新手法は問題の値を過大評価する．デ
ータが線の下側にあるなら，少なくとも比較または参照手法を比較して，新手法は問題の値を
過小評価する． データが一致線と交差しているなら変動の大きさによるバイアスが存在する．
データが一致線のまわりにランダムにあって，いくつかのオブザベーションが線から遠くにあ
れば，新手法はあまり良い性能ではない．

 

1. 一致手法 2. 正の一定バイアス 

 

3. 負の一定バイアス 4. 線形バイアス
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5. 不一致手法  

バイアス

バイアスは，2つの手法の間の差の平均（または差%または比）として計算される．複製がある
場合，最初のステップは複製の平均を計算する．標準偏差は，信頼区間も計算される． 理想的
には，信頼区間は0を含むべきである．

注意: バイアスはBland Altman 分析で選ばれた基準（差，差 % または比）ごとに計算される．

Bland Altman および相対比較法

Bland と Altman は，テスト (T) と比較または参照手法 (S)から得られる結果の平均(T+S)/2 で
はなく， 2つの手法の間の差(T-S)をプロットすることを推奨している．理想のケースでは，差

とバイアスがあるかないかの平均との間には，何ら相関があるべきではない． XLSTAT は相関

が有意に0 から異なるか否かを検定する．プロットの座標には選択可能性がある： 差 (T-S)，
sum (T-S)/(T+S)の%としての差， 比(T/S)から選ぶことができる． Bland Altmanプロットで
は， XLSTAT はバイアス線，バイアスまわりの信頼線，個々の差（または差%または比）まわ
りの信頼線を表示する．

ヒストグラムと箱ひげ図

差（または差%または比）が正規分布しているという仮説（バイアスと個々の差の信頼区間を
計算するために使用される）を検証するために，差（または差%または比）のヒストグラムと
箱ひげ図がプロットされる．標本のサイズが小さい場合，ヒストグラムはあまり重要ではな
く，箱ひげ図のみを考慮するべきである．分布が正規分布でないようであれば，正規性検定で
その点を検証したほうがよいかもしれない．そして信頼区間を注意深く考慮するべきである．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれています．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記に
あります．
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックします．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックします．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックします．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックします．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックします．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックしま
す．下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなします．右

向きの矢印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなします．

一般 タブ:

データ (手法 1): 1番目の手法または参照手法に対応するデータを選択してください．データの
最初の位置に手法の名前がある場合は，“変数ラベル” オプションが有効であることを確認して
ください．

データ (手法 2): 2番目の手法に対応するデータを選択してください．データの最初の位置に手

法の名前がある場合は，“変数ラベル” オプションが有効であることを確認してください．

グループ: 複製がある場合，このフィールドで測定値の識別子を選択してください．同じグル
ープ識別子を持つ2つの測定値が複製とみなされます． XLSTAT は，分析のために複製の平均

を使用し，反復性の結果を提供します．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックします．そして，対応するセルを選択してください．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックしてください．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックして
ください．

変数ラベル: 列モードでは，選択されたデータの最初の行がヘッダを含むなら，行モードで
は，選択されたデータの最初の列がヘッダを含むなら，このオプションを有効にしてくださ
い．

オプション タブ:
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Bland Altman 分析: ABland Altman 分析を実行したり，Bland Altman プロットを表示したい場

合は，このオプションを有効にしてください．そして，縦座標に使用する変数を指定する必要

があります．

差分分析: 差分分析を実行したり差分プロットを表示したい場合は，このオプションを有効に
してください．そして，横軸に使用する変数を指定する必要があります．

有意水準 (%): Studentの t 検定の臨界値を決定して，検定の結果を生成するために用いる有意

水準のサイズ値を入力してください．

信頼区間 (%): 信頼区間のサイズを%で入力してください（デフォルト値： 95）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にしてください．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にしてください．

欠損値を無視: 欠損値を無視するには，このオプションを有効にしてください．このオプショ
ンは， “グループ” オプションが有効になっているときのみ表示されます

出力 タブ:

記述統計: 2つの手法の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にしてください．

対応のあるt検定: 2つの手法の間の差が有意であるか否かを検定するために，対応のあるスチュ
ーデントの t 検定の結果を表示するには，このオプションを有効にしてください．

Bland Altman 分析: バイアス統計量と対応する信頼区間を計算するには，このオプションを有

効にしてください．

チャート タブ:

散布図: 横軸に参照または比較手法，縦軸にテスト手法を示す散布図を表示するには，このオ
プションを有効にしてください．

Bland Altman プロット: Bland Altman プロットを表示するには，このオプションを有効にして
ください．

ヒストグラム: 差（または差%または比）のヒストグラムを表示するには，このオプションを有

効にしてください．

箱ひげ図: 差（または差%または比）の箱ひげ図を表示するには，このオプションを有効にして
ください．
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差分プロット: 差分プロットを表示するには，このオプションを有効にしてください．

結果  

要約統計: 最初の表では，各手法の基本的な記述統計量があります．

2つの対応のある標本に関するt-検定: これらの結果は， 2つの手法が異ならないという帰無仮

説に対する対立仮説の検定です．注意: この検定は，両方の手法によって得られる標本が正規

分布しているという仮定から成り立ちます．

そして，2つの手法をビジュアルに比較できる**散布図**が表示されます．プロット上に同一線

が表示されます．これは，2つの手法が適用される標本が同一で，2つの手法が厳密に同じ結果

を与えるであろう理想のケースに対応します．

選択された基準（差，%での差，また比）を用いて，バイアスの推定で **Bland Altman分析**
が開始され，標準誤差および信頼区間も表示されます．2つの手法の間の差を可視化するため
に， Bland Altman プロットが表示されます．XLSTAT は，横軸と縦軸の間の相関を表示しま
す． ユーザーは0から有意な差がないことを期待するわけだが，それは相関の信頼区間が0を含

むべきであることを意味する．

**ヒストグラムと箱ひげ図**は，差（または差% または比)がどのように分布しているかを可視

化する．差の信頼区間を計算する際に正規性の仮定が使用される．

**差分プロット**は，両方の手法の平均に対する，またはバイアスの推定による参照手法に対

する2つの手法の間の差を，選ばれた基準（差，差%,または比)を用いて示し，標準誤差や信頼

区間も表示される．

事例  

A2つの手法を比較する方法を示す事例がAddinsoft のウェブサイトにあります：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのBland-Altmanプロットによる手法比較?language=ja

参考文献  
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Statistical Methods in Medical Research; 8, 135-160.
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comparison of a field method with a Reference Method by use of difference plots. Clinical
Chemistry, 43(11), 2039-2046.

Bland J. M. and Altman D. G. (2007). Agreement between methods of measurement with
multiple observations per individual. Journal of Biopharmaceutical Statistics, 17, 571-582.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEBland-Altman%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%89%8B%E6%B3%95%E6%AF%94%E8%BC%83?language=ja
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Passing and Bablok 回帰  
分布に関する最小の仮定によって，2つの測定値を比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Passing と Bablok (1983) は，2つの測定手法（たとえば，検体の濃度測定のための2つの手

法）を比較できる回帰手法を開発した．これは，この応用には不適切な従来の線形単回帰の仮

定を克服している．復習として， OLS 回帰の仮定は：

モデル の説明変数 は，決定論的である（測定誤差な
し），

従属変数 は，期待値 で正規分布に従う．

測定誤差の分散が一定である．

さらに，極値がモデルに強く影響する．

Passing と Bablok は，これらの仮定を克服する手法を提案した：2つの変数は，同じ分布を持

つということを除いては，分布の仮定をすることなしに，ランダム部（ 中くらいに測定されて
いる要素の測定誤差と分布を表現）を持つことを仮定する．そして，我々は，次のように定義

する：

ここで と は同じ分布に従う．Passing and Bablok法は、 係数と 係数（ および 
を用いて と を導く）、および、これらの値の信頼区間を計算でる．これらの値の調査

は、手法を比較することを助ける．それらがとても近い場合、 が 1 に近く、 が 0に近くな
る．

Passing と Bablok は、2つの測定法の関係性が興味のある区間で安定であることを検証する線

形性の検定も提案している．この検定は、Kolmogorov 分布に従う CUSUM 統計量に基づく．
XLSTAT は、ユーザが選ぶ有意水準での臨界値の統計量、およびその統計量に関するP値を提

供する．

y(i) = a + b × x(i) + ε(i) X

Y aX

y(i) = a + b × x(i) + η(i)

x(i) = A + B × y(i) + ξ(i)

η ξ a b B =  

b
1 A =

−  

b
1 A B

b a
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y法: 縦軸に表示される手法に対応するデータを選択する．データの最初の位置に変数の名前が
ある場合は， “変数ラベル” オプションを有効にしていることを確認する．

X法: 横軸に表示される手法に対応するデータを選択する．データの最初の位置に変数の名前が
ある場合は， “変数ラベル” オプションを有効にしていることを確認する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 列モードでは選択されたデータの最初の行がヘッダを含み，行モードでは選択さ
れたデータの最初の列がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

信頼区間 (%): 信頼区間のサイズを % で入力する（デフォルト値: 95）．

手法:
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パート I: 同じ尺度: この推定法は，PassingとBablok (1983)によって最初に開発された手

法である．これは，両手法が同じ尺度で同じ方向に移動する( と の間の正の相関)とき
に使用されるべきである．

パート III: 異なる尺度: 1988年にBablok et al. によって開発されたこの推定法は．Part I
として知られる手法の改良である．これはよりロバスト（頑健）であり， と の間の
負の相関の可能性がある異なる尺度での2つの手法の比較に使用できる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 2つの手法の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

予測値と残差: 入力データ，予測値，残差，垂直残差に対応する表を表示するには，このオプ
ションを有効にする．

結果  

要約統計: この最初の表には，各手法の基本統計量がある．

モデルの係数: この表では，モデルの係数 a と b および，それぞれの信頼区間が示される．

予測値と残差: この表は，各オブザベーションについて，Xの値，Yの値，モデル予測値，残

差，垂直残差（直交射影による回帰線への距離）が表示される．

このグラフは，回帰線，オブザベーション，モデル Y = X (平面の2分線)およびPassing and
Bablokのモデル（ただし，線形回帰での通常の手法）から得られるRMSEを用いて計算された
対応する信頼区間を可視化できる．このグラフは，手法が同一であるという仮説に対応するモ
デルから，モデルが 程遠いか否かを視覚的に確認できる．

事例  

Passing and Bablok 回帰を用いて手法をどのように比較するかを示す事例が， Addinsoftのウ
ェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのPassing-and-Bablok回帰による手法比較チュートリア
ル?language=ja

参考文献  

X Y

X Y

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEPassing-and-Bablok%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%89%8B%E6%B3%95%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Passing H. and Bablok W. (1983). A new biometrical procedure for testing the equality of
measurements from two different analytical methods. Application of linear regression
procedures for method comparison studies in Clinical Chemistry, Part I. J. Clin. Chem. Clin.
Biochem. 21, 709-720.

Bablok, W., Passing, H., Bender, R., & Schneider, B. (1988). A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison
studies in clinical chemistry, Part III. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine., 26(11), 783-
790.
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デミング回帰  
デミング回帰を用いて誤差を持つ2つの測定手法を比較するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Deming (1943) は，測定誤差が と で提供されると仮定する2つの測定手法（たとえば、検体

の濃度の測定のための2つの手法）を比較できる回帰手法を開発した．それは，この応用には
不適切な従来の線形回帰の仮定を克服する．復習として，OLS回帰の仮定は，

モデル における説明変数 は，決定論的である（測定誤差がな
い），

従属変数 は，期待値 を持つ正規分布に従う，

測定誤差の分散は一定である．

さらに，極値が強くモデルに影響する．

Deming は，これらの仮定を克服する手法を提案した： 2つの変数が（測定を表現して）ラン
ダム部を持つと仮定される．その分布は正規分布でなければならない．そして，次のように定

義する：

有効データ が，誤差 と が独立である“真” の値 の誤測定されたオブ
ザベーションであるとする．それらの分散の比率が，既知であると仮定する：

XLSTAT-Life では，XとYでの誤差測度の分散を定義できる．

我々は，残差の重み付き2乗和を最小化するような “ベスト・フィット” の線 を探

索しようとする．

X Y

y(i) = a + bx(i) + ϵ(i) X

Y aX

y(i) = y(i) +∗ ϵ(i)

x(i) = x(i) +∗ η(i)

(y(i),x(i)) ϵ η (y(i) ,x(i) )∗ ∗

δ = σ (η)/σ (ϵ)2 2

y =∗ a + bx∗
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ここで， と は正規分布に従う．デミング法は， 係数と 係数，およびこれらの値の信頼区間

を計算できる．これらの値の調査が，手法の比較を助ける．それらがとても近いならば， は1
に近く， は 0 に近い．

デミング回帰は，2つの形式を持つ：

単純デミング回帰：  誤差項と定数．推定は，式を直接用いてとても簡単にできる
(Deming, 1943)．

重み付きデミング回帰：重み付きデミング回帰は，誤差項が一定ではないが，比例的で
あると仮定する．その場合，パラメータ値を得るために繰り返し法が使用される(Linnet,
1990)．

切片とスロープ係数の信頼区間は，計算が複雑である． XLSTAT-Life は，Linnet (1993)で述べ
られているとおり，信頼区間を計算するために，ジャックナイフ・アプローチを使用する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

X: 横軸に表示する手法に対応するデータを選択する．変数名がデータの最初の位置にある場合

は “変数ラベル” オプションが有効になっていることを確認する．

Y: 縦軸に表示する手法に対応するデータを選択する．変数名がデータの最初の位置にある場合

は “変数ラベル” オプションが有効になっていることを確認する．

ϵ η a b

b

a
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範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択されたデータの最初の行がヘッダを含む，または行モードでは，選択された
データの最初の列がヘッダを含むなら，このオプションを有効にする．

定誤差: と の両誤差が一定だと想定されるなら，このオプションを有効にする．

比例誤差: と の両誤差が比例関係であると想定されるなら，このオプションを有効にす
る．

オプション タブ:

信頼区間 (%): 信頼区間のサイズを % で入力する（デフォルト値: 95）．

Xでの誤差の分散: での測定誤差の分散を入れる．

Yでの誤差の分散: での測定誤差の分散を入れる．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 2つの手法の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

予測値と残差: 入力データ，予測値，残差に対応する表を表示するには，このオプションを有
効にする

結果  

X Y

X Y

X

Y
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要約統計: この最初の表には，各手法の基本統計量がある．

モデルの係数: この表では，モデルの係数 と および，それぞれの信頼区間が示される．

予測値と残差: この表は，各オブザベーションについて， の値， の値，モデル予測値，残

差が表示される．

このグラフは，回帰線，オブザベーション，モデル （平面の2分線）および デミングの
モデルから得られたRMSE を用いて計算された対応する信頼区間を可視化できる．このグラフ
は，手法が同一であるという仮説に対応するモデルから，モデルが 程遠いか否かを視覚的に確

認できる．

事例  

デミング回帰を用いて2つの手法を比較する方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにあ
る:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのデミング回帰による手法比較チュートリアル ?
language=ja

参考文献  

Deming, W. E. (1943). Statistical adjustment of data. Wiley, NY (Dover Publications edition,
1985).

Linnet K. (1990). Estimation of the Linear Relationship between the Measurements of Two
Methods with Proportional Errors. Statistics in Medicine, Vol. 9, 1463-1473.

Linnet K. (1993). Evaluation of Regression Procedures for Method Comparison Studies.
Clin.Chem. Vol. 39(3), 424-432.

a b

X Y

Y = X

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%89%8B%E6%B3%95%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja


手法検証  1443 Youden plots  

Youden plots  
複数の研究室でそれぞれ評価された２つの材料AとBを比較するために，測定値を収集した後，

Youdenプロットを作成するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

Youden (1959) は，2個の類似した材料AとB（これらは測定方法を比較するときに同一である
こともあり，または異なる材料だが同一の値を与えることが期待される場合もある）につい
て，N個のラボで作成したデータを表すための手順を開発した．ここでの目的は，実行された2
つの測定値が異常な差異を示しているか，2つの測定値が他のラボで得られた測定値と非常に
異なるという根拠から，問題のあるラボを単純に特定することです，ここで，ラボ間変動とラ
ボ内変動の両方が分析される，

結果は，横軸に材料A，縦軸に材料Bの測定値を示すグラフである，そして，Youdenが記述し
たバージョンでは，疑わしい値を識別できるように円が表示され，それらは円の外側にある．

当初，Youdenは，テストされる2つの材料がかなり近く，測定値が同じ尺度であることを前提

としていた．しかし，それが当てはまらない場合，XLSTATユーザーはデータが標準化されて
いることをリクエストできる．２つの標本を標準化するために．，伝統の標準化（算術平均と
不偏分散に基づく）または，ISO 13528-2015-10 (algorithm A)に説明されているように，ロバ
スト統計に基づく標準化のいずれかを選ぶオプションがある．あるいは、XLSTATユーザー
は，データ標準化を取り除くことを可能にする２つの表示方法の１つを選ぶことができる．し
たがって，XLSTATは３種類の表現を提供する:

円: Youdenの手順が直接適用される．

楕円: XLSTATはオブザベーションの周辺に楕円を表示する．ロバスト統計の選択がなさ
れた場合，楕円の計算にロバスト共分散が使用される(Maronna, 2019)．楕円の計算は，
Fisherまたはカイ2乗分布のいずれかに基づいた信頼区間を使用して行える．

箱: XLSTATは，各軸で測定された標準偏差の2x2および/または2x3倍の間隔で平均を囲む
長方形を表示する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

標本 A: 各ラボで得られた標本Aに関する測定値に対応するデータを選択する．データの最初の
位置に変数の名前がある場合は， "変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認す
る．

標本 B: 各ラボで得られた標本Bに関する測定値に対応するデータを選択する．データの最初の
位置に変数の名前がある場合は， "変数ラベル"オプションが有効になっていることを確認す
る．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 列モードでは，選択の最初の行にラベルが格納されている場合，行モードでは，
選択の最初の列にラベルが格納されている場合，は，このオプションを選択する．

オブザベーション・ラベル: 各ラボに対応するラベル選択したい場合は，このオプションをチ
ェックする．このオプションが有効でない場合，XLSTATによってオブザベーション・ラベル
が自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．列ヘッダが選択された場合，”変数ラベル”オプション
が有効になっていることを確認する．

重み: プロットに結果が表示されるラボを識別したいが，統計量（平均や標準偏差）の計算に
は含めたくない場合は，このオプションを有効にする．ラボを計算から除くには，重みを値0
にするだけでよい．

オプション タブ:

円: 円を表示するには，このオプションを有効にする．
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楕円: 楕円を表示するには，このオプションを有効にする．そして， Fisherまたはカ2乗
分布のいずれかに基づく2つのアプローチから選択しなければならない．

箱: 各標本で観察される標準偏差の2倍または3倍の1個または2個の信頼”箱”を表示するに
は，このオプションを有効にする．

信頼区間 (%): 信頼区間のサイズを %で入力する（デフォルト値 : 95）．

標準化: 測定データを標準化するには，このオプションを有効にする．

ロバスト統計: 平均，標準偏差および，楕円がリクエストされた場合，共分散統計のロバスト
統計量を計算するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 2つの手法での記述統計を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

予測値と残差: 入力データ，予測値および残差に対応する表を表示するには，このオプション
を有効にする．

結果  

要約統計: 最初の表には，各手法の基本的な記述統計量がある．

データと差: この表には，標本AとBの（対応するオプションが有効なら標準化された）デー
タ，および差と中心化された絶対差（観察された差から平均の差が除去される）が表示され
る． The average of |D| の平均が，Youdenの円を計算するのに使用される．

ロバスト統計: リクエストされた場合，この表にロバスト統計量が表示される．

Youdenプロット: このグラフは（対応するオプションが有効なら標準化された）データを表示

する．データが標準化されていない場合は，平均ポイントを通る垂直線と水平線が表示され
る．2つの標本の推定された平均（データが標準化されている場合は原点）を通り，45°の角度

を持つ（円オプション）または，楕円の主軸（楕円オプション）に対応する直線が表示され
る．箱がリクエストされた場合は，グラフにそれらが表示される．

参考文献  
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投与効果分析  
投与効果分析  
もし必要があれば，自然死亡の効果を考慮に入れて，応答変数での投与の効果をモデルするに
は，この機能を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

このツールは，バイナリ現象（治癒，死亡）での化学成分（たとえば，医薬品や植物生産物）

の投与の影響をモデルするためにロジスティック回帰（ロジット，プロビット，
complementary Log-log， Gompertz モデル）を使用する．

ロジスティック回帰 のより詳細な情報は，この主題のヘルプ・セクションにある．

自然死亡

このツールは，調査された現象をより正確にモデルするために，自然死亡を考慮に入れる． 実
際，昆虫で行われた実験を考える場合，一定数が注入投与のために死亡し，その他は他の現象
によって死亡する．これらの関連する現象は，目的の投与効果の実験には 関係がないが，考慮

に入れることができる． p が投与効果にのに対応するロジスティック回帰モデルからの確率で
あり，m が自然死亡であるとすると，昆虫が死ぬことが観察された確率は次式となる：

Abbotの式 (Finney, 1971) は，次式で書かれる：

自然死亡 m は，以前の実験から既知であってユーザーが入力するか， XLSTATによって決定さ
れる．

P (obs) = m + (1 − m) × p

p =  

(1 − m)
(P (obs) − m)
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ED50, ED90, ED99

XLSTAT は，それぞれ母集団の50%，90%， 99%での効果を導く投与に対応するED 50 （また
薬品投与），ED 90， ED 99 投与を計算する．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

従属変数:

応答変数: モデルしたい応答変数（複数可）を選択する．複数の変数が選択された場合，

XLSTATは，各変数について別々に計算を行います．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベ
ル" オプションが有効にされたことを確認する．

応答タイプ: 選択した応答変数のタイプを選ぶ．

バイナリ変数: このオプションを選択すると，厳密に2つの異なる値を含む変数を選択し
なければならない．変数が0 と1の値を持つなら， XLSTAT は，モデルの高い確率がカテ
ゴリ1に対応し，低い確率がカテゴリ0に対応するとみなす．変数が 0 または1 以外（た
とえば Yes/No）の2値を持つなら，より低い確率が1番目のカテゴリ，より高い確率が2
番目のカテゴリに対応する．

バイナリ変数の合計: 応答変数がバイナリ変数の合計であるなら，それは数値タイプで，
観察されたそれらの中に陽性イベント（イベント1）の数を格納していなければならな
い．そして，このオブザベーションで格納されたイベントの合計数に対応する変数（イ
ベント1と0 の結合）が， "オブザベーション重み" フィールドで選択されなければならな
い．このケースは，たとえば，医薬品の投与D（Dは説明変数）が50人の患者（50がオブ
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ザベーション重みの値）に投与され，40人が投与効果のもとで治癒する実験（40が応答
変数）に対応する．

説明変数:

量的変数: モデル中に1個またはそれ以上の量的説明変数を含めたい場合は，このオプションを
有効にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されたデータ
は，数値タイプであることが可能である．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプシ
ョンが有効にされたことを確認する．

質的変数: モデル中に1個またはそれ以上の質的変数を含めたい場合は，このオプションを有効

にする．そして，Excel ワークシート内で対応する変数を選択する．選択されたデータは，ど
のようなタイプでも可能だが，数値データは自動的に名義値とみなされる．変数ヘッダが選択

された場合， "変数ラベル" オプションが有効にされたことを確認する．

モデル: 使用する関数のタイプを選ぶ（ 解説を参照）．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: 選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の行にラ
ベルが格納されている場合は，このオプションを選択する．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でないない場合，オブザベーシ
ョン・ラベルがXLSTATによって自動で生成される（Obs1，Obs2 …）．

オブザベーション重み: "バイナリ変数の合計" オプションが選ばれた場合，このフィールドが
入力されなければならない．さもなければ，このフィールドは有効ではない．列ヘッダが選択

された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

オプション タブ:

ファース法: Firthのペナルティつき尤度を使用するには，このオプションを有効にする（解説

を参照）．

信頼区間 (%): さまざまな検定，パラメータな予測値の信頼区間の計算に使用する信頼区間のパ
ーセンテージ範囲を入力する．デフォルト値：95．

停止条件:

繰り返し: Newton-Raphson アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．繰り返しが最大

数を超えると計算が停止される．デフォルト値：100．
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収束: そこに達するとアルゴリズムが収束したことを意味する1つの繰り返しからもう1つ
への尤度の対数の変化の最大値を入力する．デフォルト値：0.000001.

対数をとる: XLSTATがモデル中で入力変数の対数を用いるようにするには，このオプションが
有効にする． 自然死亡パラメータ:

M適化: XLSTAT が自然死パラメータの値を最適化するようにするには，このオプションを選

ぶ．

ユーザー定義: 自然死亡パラメータの値を設定するには，このオプションを選ぶ．

検証 タブ:

検証: モデルを検証するためにデータの副標本を使用したい場合は，このオプションを有効に
する．

検証集合: 検証に使用するオブザベーションを得る方法を定義するには，以下のオプションの1
つを選ぶ：

ランダム: オブザベーションが無作為に選択される．そして “オブザベーションの数” N を
指定する．

M後のN 行: 最後の N 個のオブザベーションが検証用に選択される．そして“オブザベー
ションの数” N を指定する．

M初のN 行: 最初のN 個のオブザベーションが検証用に選択される．そして“オブザベー
ションの数” N を指定する．

グループ変数:このオプションを選択すると，0と 1のみのバイナリ変数を選択する必要が
ある．1が検証に使用するオブザベーションを同定する．

予測 タブ:

予測: 予測モードで使用するデータを選択したい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にすると，予測データ集合が推定データ集合と同じように（選択中に同じ順

序で同じ変数で）構成されていることを確認する必要がある． 一方，変数ラベルは選択されて
はならない：以下に一覧される選択の最初の行は，データでなければならない．

量的変数: 量的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行は，変数ラ
ベルを含んではならない．

質的変数: 質的説明変数を選択するには，このオプションを有効にする．最初の行は，変数ラ
ベルを含んではならない．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．このオプションが有効でない場合，オブザベー
ション・ラベルは，XLSTATによって自動で生成される（PredObs1，PredObs2 …）．
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変数ラベル: データ選択（説明変数，オブザベーション・ラベル）の最初の行がヘッダを含む
なら，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 説明変数の相関行列を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

タイプIII分析: 分散分析表のタイプ III 分析を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル係数: モデルの係数の表を表示するには，このオプションを有効にする．選択的に， "プ
ロファイル尤度" タイプの係数区間が計算できる（解説を参照）． 標準化係数: モデルの標準化
係数（ベータ係数）を表示したい場合は，このオプションを有効にする．

式: モデルの式を明確に表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

確率分析: 説明変数が1つだけ選択された場合，XLSTATにさまざまな確率レベルに対応する説

明変数の値を計算させるには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

回帰チャート: 回帰グラフを表示するには，このオプションを有効にする：

標準化係数: グラフ上に信頼区間つきでモデルの標準化パラメータを表示するには，この
オプションを有効にする．

予測値: 回帰曲線を表示するには，このオプションを有効にする．
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信頼区間: グラフ (1) および (4)に信頼区間を表示するには，このオプションを有効にす
る．

結果  

XLSTAT は結果を分析して解釈することを助けるために，たくさんの表とグラフを表示する．

要約統計: この表は，選択されたすべての変数の記述統計量を表示する．量的変数では，欠損

値の数，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．質的変数では，カテゴリ
のそれぞれの度数およびパーセンテージが表示される．

相関行列: この表は，説明変数の間の相関を表示する．

応答変数のカテゴリと確率の間の対応: この表は，従属変数のどのカテゴリが確率0 および 1に
割り当てられたかを示する．

適合度係数: この表は，独立モデル（説明変数の線形結合がある定数に削減されるケースに対

応）および修正モデルに関する一連の統計量を表示する．

オブザベーション: 考慮に入れるオブザベーションの合計数（オブザベーションの重みの合

計）；

重みの合計: 考慮に入れるオブザベーションの合計数（回帰における重みを掛けたオブザベー
ションの重みの合計）；

DF: 自由度； -2 Log(Like.): モデルに関係づけられた尤度関数の対数；

R² (McFadden): モデルがどれだけよく修正されているかを測定する0 から 1の値を持つ R2の
ような係数．この係数は，1マイナス独立モデルの尤度に対する修正モデルの尤度の比 に等し
い；

R²(Cox and Snell): モデルがどれだけよく修正されているかを測定する0 から 1の値を持つ R2
のような係数．この係数は，1マイナス独立モデルに対する修正モデルの比の 乗に等しい．
ここで Sw は重みの合計．

R²(Nagelkerke): モデルがどれだけよく修正されているかを測定する0から1の値を持つ のよ
うな係数．この係数は，CoxおよびSnellのR²を 1 マイナス独立モデルの尤度の 乗で割った比

に等しい；

AIC: 赤池情報量基準；

SBC: Schwarzのベイジアン基準．

帰無仮説 H0: Y=p0の検定: 帰無仮説は，どのような説明変数の値でも確率 を与える独立

モデルに対応する．我々は，修正モデルがこのモデルよりも有意に強力であることを確認しよ
うとする．3つの検定が利用可能である：尤度比検定 (-2 Log(Like.))，スコア検定および Wald
検定．3つの統計量は，自由度が示めされている  分布に従う．

Type III 分析: この表は，複数の説明変数がある場合にのみ有用である．ここで，修正モデル
が，問題の表の行中の変数が除去されたテスト・モデルに対して検定される．確率

 

S  w

2

R2

 

S  w

2

H  0 p  0

χ2

Pr > LR
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が設定されたしきい値（通常0.05）より有意に小さいなら，その変数のモデルの修正に対する
寄与率は有意である．さもなければ，モデルから除去される．

モデル・パラメータ: パラメータ推定値，対応する標準偏差，Waldの ，対応するp-値，およ
び信頼区間がモデルの定数と各変数について表示される．対応するオプションが有効にされた
場合，"プロファイル尤度" 区間も表示される．

そして，モデルを読みやすくしたり，再利用しやすくするために，モデルの式が表示される．

**標準化係数**の表 （ベータ係数ともいう）が，変数の相対重みを比較するために使用され
る． 係数の絶対値が高いほど，対応する変数の重みがより重要である．標準化係数の信頼区間

が値 0を持つとき （これは正規化係数のグラフで簡単にわかる），モデル中の変数の重みは有

意でない．

**予測値と残差**の表は，各オブザベーションについて，その重み，質的説明変数の値を示

す．

1個だけの場合は，従属変数の観察された値，モデルの予測値，重みで割られた同じ値，標準

化残差および信頼区間を示す．

量的変数が1個だけ選択された場合，確率分析の表が， 説明変数のどの値が，成功の任意の確

率に対応するかを見ることを可能にする．

事例  

投与効果分析の使用法のチュートリアルがAddinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの投与効果分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Abbott W.S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Jour. Econ.
Entomol., 18, 265-267.

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, New York.

Finney D.J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed., Cambridge, London and New- York.

Firth D (1993). Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80, 27-38.

Heinze G. and Schemper M. (2002). A solution to the problem of separation in logistic
regression. Statistics in Medicine, 21, 2409-2419.

Hosmer D.W. and Lemeshow S. (2000). Applied Logistic Regression, Second Edition. John
Wiley and Sons, New York.

Tallarida R.J. (2000). Drug Synergism & Dose-Effect Data Analysis, CRC/Chapman & Hall,
Boca Raton.

Venzon, D. J. and Moolgavkar S. H. (1988). A method for computing profile likelihood based
confidence intervals. Applied Statistics, 37, 87-94.

χ2

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%8A%95%E4%B8%8E%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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4/5パラメータ平行線ロジスティック回帰  
.4/5パラメータ・ロジスティック・モデルを用いて応答変数での量的変数の効果を分析するに
は，このツールを使用する．XLSTATは，モデルを適合しながらいくつかの標準データを考慮

に入れ，はずれ値を自動で除去することを可能にする．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

4パラメータ・ロジスティック・モデルは，次式で書ける:

ここで ， ， ， は，モデルのパラメータで，  が説明変数に が応答変数に対応する． と
は，それぞれ下方および上方漸近線を表し， はスロープ・パラメータである． は，縦軸が

である中間点の横軸である． が よりも低いとき，曲線は から に下がり， が
より大きいとき，曲線は から に上がる．

5パラメータ・ロジスティック・モデルは次式で書ける:

ここで追加のパラメータ は，非対称係数である．

4パラメータ平行線ロジスティック・モデルは，次式で書ける:

ここで はオブザベーションが**標準標本**（STD：standard sample ）からのものである場合

は1で，そうでない場合は0である． はオブザベーションが**目的の標本**（SOI：sample of
interest ）からの場合は1で，そうでない場合は0である．これは，標準標本に対応するオブザ
ベーションが ， ， の値の最適化に影響するので制約つきモデルである．上記のモデルか
ら，このモデルは， のシフトで曲線の位置だけが異なる2つの平行曲線を生成する．

y = a +  

1 + (  )
c
x b

d − a
(1.1)

a b c d x y a d

b c

(a + d)/2 a d d a a d

a d

y = a +  

1 + (  )[
c
x b]

e

d − a
(1.2)

e

y = a +  

1 + (s  ⋅  + s  ⋅  )0 c  1

x
1 c2

x b

d − a
(2.1)

s  0

s  1

a b d

(c  −1 c  )0
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が より大きい場合，目的の標本に対応する曲線は，標準標本に対応する曲線の右側にシフ
トとし，また逆も真なりである．

5パラメータ平行線ロジスティック・モデルは，次式で書ける:

XLSTAT は:

モデル 1.1 または 1.2 を標準標本または目的の標本に適合し，

モデル2.1 または 2.2を標準法本と目的の標本の両方に同時に適合させることができる．

XLSTAT は，モデル 1.1 または 1.2 を任意の標本に適合させる(Aケース )か，モデル1.1 または
1.2 を標準(0) 標本に適合させ，モデル 2.1 または 2.2 を標準標本と目的の標本の両方に適合さ
せる(Bケース)ことができる．

Dixonの検定オプションが有効にされている場合，XLSTAT は，各標本について，いくつかのは
ずれ値がモデルの適合に影響しすぎているかどうか検定する．Aケースでは， Dixonの検定は，
モデル1.1 または 1.2が適合されてから実行される．はずれ値が検出されると，それは除去さ
れ，再度モデルが適合され，はずれ値が検出されなくなるまで続けられる．Bケースでは，目

的の標本ではなく，最初に標準標本 でDixonの検定が実行され，それからモデル2.1 または 2.2
がはずれ値なしで，融合された標本で適合される．

Bケースで，標本サイズの合計が9より大きいなら，モデル1.1 または 1.2 によって得られるa，
b，d ，eパラメータが，モデル2.1 または 2.2によって得らるそれらと有意に異ならないかどう
かを検出するために，FisherのF検定が実行される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

c  1 c  0

y = a +  

[1 + (s  ⋅  + s  ⋅  ) ]0 c  0

x
1 c  1

x b e

d − a
(2.2)
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一般 タブ:

Y / 従属変数:

量的変数: モデルしたい応答変数を選択する．複数の変数を選択した場合，XLSTATは，各変数
について別々に計算を実行する．列ヘッダが選択された場合， "変数ラベル" オプションが有効

にされていることを確認する．

X / 説明変数:

量的変数: モデルに含めたい量的説明変数を選択する．変数ヘッダが選択された場合， "変数ラ
ベル" オプションが有効にされていることを確認する．

モデル:

4PL: 4パラメータ・モデルを適合させるには，このオプションを有効にする．

5PL: 5パラメータ・モデルを適合させるには，このオプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

変数ラベル: データ選択（従属変数および説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最

初の行にヘッダが含まれる場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダが含める必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーショ
ン・ラベルは， XLSTATによって自動で生成される （Obs1，Obs2 …）．

副標本: このオプションを有効にして，標本識別子を格納している列（列モード）または行
（行モード）を選択する．識別子は標準標本については 0で，標準標本と比較したいその他の
標本については 1,2,3…でなければならない．ヘッダが選択された場合，"変数ラベル" オプショ
ンが有効であることを確認する．

オプション タブ:

初期値: XLSTATに開始点を与えるには，このオプションを有効にする．パラメータの初期値に
対応するセルを選択する．選択される行の数は，パラメータの数と同じでなければならない．

パラメータ境界: 選択されたモデルのすべてのパラメータの可能な範囲をXLSTAT に与えるに
は，このオプションを有効にする．そして，2つの列範囲，1つは下限で，もう1つは上限を選

択する．選択される行の数は，パラメータの数と同じでなければならない．
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パラメータ・ラベル: パラメータの名前を指定したい場合は，このオプションを有効にする．
XLSTAT はpr1，pr2などの一般ラベルを用いる代わりに，選択されたラベルを用いて結果を表

示する．選択される行の数はパラメータの数と同じでなければならない．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの繰り返しの最大数を入力する．繰り返しが最大数を超えると，計算

が停止される．デフォルト値：100．

収束:そこに達したときアルゴリズムが収束したとことを意味する 1つの繰り返しからもう1つ
の繰り返しへの誤差平方和（SSE：Sum of Squares of Errors）の変化の最大値を入力する．デ
フォルト値： 0.00001．

Dixonの検定: 推定標本からはずれ値を除去するために，Dixonの検定を使用するには，このオ
プションを有効にする．

信頼区間: このオプションを有効にして，Dixonの検定の信頼区間のサイズを入力する．

欠損値 タブ:

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索してオブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

適合度統計量: モデルの適合度統計量の表を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル・パラメータ: 適合後のモデルのパラメータの値を表示するには，このオプションを有
効にする．

モデルの式: 適合したモデルの式を表示するには，このオプションを有効にする．

予測値と残差: すべてのオブザベーションの予測値と残差を表示するには，このオプションを
有効にする．

チャート タブ:

データと予測値: オブザベーションのグラフと適合された関数の曲線を表示するには，このオ
プションを有効にする．
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対数尺度: 対数尺度を使用するには，このオプションを有効にする．

残差: 残差を棒グラフで表示するには，このオプションを有効にする．

残差/予測値: 残差対予測値のチャートを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，選択された変数について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠損

値の数，平均および標準偏差（不偏）を表示する．

グループが選択されないか，単一の標本が選択された場合，結果はモデルについて，そしてそ
の標本について示される．複数の副標本が定義された場合（ダイアログ中の副標本オプション
を参照），モデルはまず標準標本に調整され，そして，各副標本が標準標本と比較される．

曲線間の平行性を評価するFisherの検定: 標準標本と目的の標本対応にするモデルが有意に異

なるとみなせるか否かを決定するために Fisherの F検定が使用される． F 値に対応する確率が
有意水準よりも低いなら，差が有意であるとみなすことができる．

適合度係数:この表は以下の統計量を示す：

オブザベーションの数；

自由度（DF）の数；

決定係数R2；

モデルの誤差（または残差）の2乗の合計（それぞれSSE または SSR）；

モデルの誤差（または残差）の2乗の平均（それぞれMSE または MSR）；

モデルの誤差（または残差）の2乗平均の平方根（RMSE またはRMSR）；

モデル・パラメータ: この表は，モデルの各パレメータの推定値と推定値の標準誤差を表示す
る．そして，モデルの**式**が続く．

予測値と残差: この表は，与えられた各オブザベーションについて，入力データと対応する予

測値と残差を表示する．はずれ値があれば，Dixonの検定で検出されて，もしあれば太字で表

示される．

グラフ: 1番目のグラフでは，標準標本に対応するデータと曲線が青色で，目的の標本に対応す
るデータと曲線が赤色で表示される．予測値と観察された値が比較できるグラフと残差の棒グ
ラフが表示される．

事例  

4パラメータ・ロジスティック回帰ツールの使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftの ウ
ェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/run-4-or-5-parameter-logistic-regression-in-excel?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/run-4-or-5-parameter-logistic-regression-in-excel?language=ja
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参考文献  

Dixon W.J. (1953). Processing data for outliers, Biometrics, 9, 74-89.

Tallarida R.J. (2000). Drug Synergism & Dose-Effect Data Analysis. CRC/Chapman & Hall,
Boca Raton.
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OMICデータ分析  
差次的発現  
とても大きなサイズである場合もある特徴/個体のデータ行列内の説明変数によって，最も差次
的に発現する要素を検出するには，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

差次的発現（Differential expression ）は，説明変数によって有意に影響される特性（遺伝子，

タンパク質，代謝物…）を識別することを可能にする．たとえば，我々は，健康な個体と病気

の個体の間で差次的に発現するタンパク質を識別することに興味があるかもしれない． このよ
うな種類の調査では，しばしばデータがとても大きなサイズ（=ハイ・スループット・デー
タ）である．ここでは，我 々は，ゲノム (genomics) ，トランスクリプトーム
(transcriptomics)，プロテオーム (proteomics)，またはメタボローム (metabolomics)などで実行

される分析に関連する omics データ解析について述べる．

特性が異なって発現するかどうかを検定するために，我々はしばしば従来の統計的検定を使用

する．しかしながら，データのサイズが計算時間や可読性そして結果の統計的な信頼性の観点

で問題を引き起こすかもしれない． したがって，これらの問題を克服するために，それらのツ
ールが若干だがより適合するはずである．

統計的検定

XLSTAT での差次的発現で提案されている統計的検定は，従来のパラメトリック検定とノン・
パラメトリック検定である：Studentの t検定，ANOVA， Mann-Whitney検定，Kruskal-Wallis検
定．

事後（Post-hoc）補正

p値は，効果が統計的に有意である状態のとき，我々が誤るリスクを表す．決定を複数回実行

すると計算されるp値の数が増え，結果として，実際には有意でない効果を有意であると検出

するリスクが増大する．有意水準アルファを5%とすると，100個の計算されたp値で5個の有意

なp値を発見するであろう． ハイスループット・データで作業している場合，我々はしばし
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ば，数千個の遺伝子の発現に関する説明変数の効果を検定する． 結果として，p値はそれらの
数の増大に伴って，補正（=増大=ペナルティ化）されなければならない．XLSTATは，3つの一
般的なp値補正法を提案する：

Benjamini-Hochberg: この手順は，p値がp値の数と有意でないp値の割合とともに上昇すること
を確実にする．これは FDR (False Discovery Rate) 補正手順ファミリの1つである．Benjamini-
Hochberg 補正は，それほど保守的でない（ = あまり厳しくない）．したがって，これは，説

明変数によって影響されそうな多数の遺伝子を探しているようなシチュエーションに適してい
る．これは，差次的発現の研究で広く使用されている．

Benjamini-Hochberg 手順によって計算されるp値は，次式で定義される：

ここで はもとの（補正されていない） p値で， は計算されるp値の合計数で， はp値が昇

順に並べられたときのもとのp値の順位である．

Benjamini-Yekutieli: この手順は，p値がp値の数と有意でないp値の割合とともに上昇すること
を確実にする．これは FDR (False Discovery Rate) 補正手順ファミリの1つである．Benjamini-
Hochbergのアプローチに加えて，これは検定される特性間にあり得る相関を考慮に入れ，より
保守的になっている．しかしながら，下記のBonferroni アプローチよりはるかに厳しくない．

Benjamini-Yekutieli手順によって補正されるp値は，次式で定義される：

ここで はもとのp値で， は計算されるp値の合計数で， はp値が昇順に並べられたときの
もとのp値の順位である．

Bonferroni: p値は，p値の数のみとともに上昇する．この手順はとても保守的である．これは
FWER (Familywise error rate) 補正手順ファミリの1つである． これは差次的発現解析ではめっ
たに使用されない．これは，研究の目的が，異なって発現する特性をとてもわずかな数だけ選

択することであるときに役立つ．

Bonferroni 手順によって補正されるp値は，次式で定義される：

ここで はもとのp値で， は計算されるp値の合計数である．

多重対比較

一元配置ANOVAs または Kruskal-Wallis 検定の後，別々に取られた各特性について，多重対比

較を実行することができる．XLSTAT は下記のさまざまなオプションを提供する：

Tukeyの  HSD 検定 : この検定は最もよく使用される  (HSD: Honestly Significant
Difference)．

Fisherの LSD 検定: この検定は，さまざまなカテゴリでのすべての平均が等しいという仮

説を検定する Studentの検定である (LSD: Least Significant Difference)．

p  =BenjaminiHochberg min(p × nbp/j, 1)

p nbp j

p  =BenjaminiY ekutieli min[(p × nbp  1/i)/j, 1]
i=1

∑
nbp

p nbp j

p  =Bonferroni min(p × nbp, 1)

p nbp
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Bonferroniの t* 検定: この検定は，Studentの検定から派生して，複数の比較が同時に実行

される事実を考慮に入れるので信頼性が低い．その結果，検定の有意水準が，次式によ
って修正される：

ここで g は，カテゴリが比較されている因子のカテゴリの数である．

Dunn-Sidakの検定: この検定は，Bonferroniの検定から派生する．これはいくつかの状況

でより信頼性が高い．

非特異性フィルタリング

分析を始める前に，個体間での変動が少ない特性を除去することが好ましい．非特異性フィル
タリングには，主に2つの利点がある：

- あまり発現に差のない特性に焦点を当てない計算をすることで，計算時間を短縮できる．

- 事後ペナルティ化をより少ないp値が計算されるように制限する．

XLSTATでは2つの手法が利用できる：

- ユーザーが変動しきい値（四分位範囲または標準偏差）を指定して，低い変動の特性を分析

に先立って除去する．

- ユーザーがパーセンテージを指定して，低い変動（四分位範囲または標準偏差）を持つ特性

を分析に先立って除去する．

生物学的効果と統計的効果: volcano プロット

統計的に有意な効果が，生物学的な尺度で興味深いとは限らない． 多数の反復によるとても正

確な測定が関与する実験は，生物学的にとても弱い差い関連づけられる低いp値を提供するか
もしれない．したがって，p値のみならず，生物学的効果に目を離さないことを推奨する．
volcano プロット は，すべての個体/特性マトリックスで，統計的効果をy軸に，生物学的効果
をx軸に配した散布図である．唯一の制約は，2水準の質的説明変数の水準間の差を検討するこ
とだけが実行できることである．

y軸の座標は，図を読みやすくするために -log10( p値 ) で尺度化されている．高い値は最も有

意な効果を反映しており，一方，低い値はほとんど有意でない効果に対応する．

XLSTAT は，x軸の座標を構築する2つの方法を提供する：

- 各特性についての第1水準の平均と第2水準の平均の間の差．通常，我々は，log や平方根のよ
うな変換された尺度でデータを取り扱うとき，このフォーマットを使用する．

- 2つの平均間のfold change(比）のLog2： log2( mean1 / mean2 )．このフォーマットは，変換
されていないデータに使用するのが好ましい．

α =
′

α/(g(g − 1)/2)

α =′ 1 − (1 − α)2/[g(g−1)]
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

特性/個体の表: Excel ワークシート内で特性/個体のデータ行列を選択する．

データ形式:

行に特性: 特性が行に格納されており，個体（または標本）が列に格納されているなら，この
オプションを有効にする．

列に特性: 特性が列に格納されており，個体（または標本）が行に格納されているなら，この
オプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 選択内に特性と個体ラベルが含まれる場合は，このオプションを有効にする．

特性をクラスタ: ヒートマップに特性でのクラスタリングを含めたい場合は，このオプション
を有効にする．

個体をクラスタ: ヒートマップに個体（または標本）でのクラスタリングを含めたい場合は，
このオプションを有効にする．

オプション タブ:

中心化: 各行を別々に中心化するには，このオプションを有効にする．
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縮約: 各行を別々に縮約するには，このオプションを有効にする．

非特異性フィルタリング: 計算に先立ち変動の低い特性をフィルタするには，このオプション
を有効にする．

基準 および しきい値: 非特異性フィルタリングの基準を選択する．

標準偏差<: 選択されたしきい値よりも低い標準偏差を持つすべての特性が除去される．

四分位範囲<: 選択されたしきい値よりも低い四分位範囲を持つすべての特性が除去され
る．

%(標準偏差): 低い標準偏差を持つ特性がパーセンテージで除去される．パーセンテージ
がしきい値ボックス内に示されているはずである．

%(IQR): 低い四分位範囲を持つ特性がパーセンテージで除去される．パーセンテージが
しきい値ボックス内に示されているはずである．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，そのオブザベーションの欠損値を推定す
るには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

カラースケール: ヒートマップで使用する色の範囲を選択する（赤から黒を経て緑，赤から白

を経て青，赤ら黄色）．

幅**と**高さ: ヒートマップの幅または高さの拡大係数を選択する．

結果  

要約統計: 記述統計量の表は，すべての個体の簡単な統計を示す．オブザベーションの数，欠

損値，非欠損値の数，平均および標準偏差（不偏）が表示される．
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ヒートマップ: 特性のデンドログラムが垂直（行）に，個体のデンドログラムが水平（列）に
表示される．データの値を反映するヒートマップがチャートに追加される．

類似して発現する特性は，マップ上で均質な色の水平の長方形で特徴づけられる．

類似する個体は，マップ上で均質な色の垂直の長方形で特徴づけられる．

マップ内で特性クラスタと個体クラスタの間の交点で均質な色の長方形または正方形を検討し
て，類似して発現する特性のクラスタで特徴づけらる類似の個体のクラスタを検出できる．

事例  

差次的発現に関するチュートリアルが，Addinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの差次的発現分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Benjamini Y. and Hochberg Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and
powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57,
289–300.

Benjamini Y. and Yekutieli D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple
hypothesis testing under dependency. Annals of Statistics, 29, 1165–88.

Hahne F., Huber W., Gentleman R. and Falcon S. (2008). Bioconductor Case Studies.
Springer.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%B7%AE%E6%AC%A1%E7%9A%84%E7%99%BA%E7%8F%BE%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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ヒートマップ  
特性/個体のデータ行列の列と行の両方でクラスタリングを実行して，ヒートマップを描くに
は，このツールを使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

個体/特性のデータ行列を探索する際，相関する特性（すなわち，遺伝子，タンパク質，代謝産

物）がどのように個体（すなわち，標本）に対応するかを検討することは興味深い． たとえ
ば，病気の腎組織の標本のクラスタは，他の標本と比較して，ある遺伝子のグループの高い発

現によって特徴づけられるかもしれない． XLSTATのヒートマップ・ツールは， そのような探

索の実行を可能にする．

XLSTATでの動作の仕方

行列のサイズによってはk-meansアルゴリズムを先行させ，ユークリッド距離に基づく主要な
階層クラスタリングを用いて，特性と個体がそれぞれ独立にクラスタされる．データ行列の行
と列が，対応するクラスタリングによって並べ替えられ，お互いに類似した列，お互いに類似

した行をもたらする． そして，ヒートマップが表示されて，並べ替えられた行列内のデータを
反映する（データの値は，対応する色濃度に置き換えられる）．

非特異性フィルタリング

分析を始める前に，個体間での変動が少ない特性を除去することが好ましい．ヒートマップ分

析での非特異性フィルタリングには，主に2つの利点がある：

- あまり発現に差のない特性に焦点を当てない計算をすることで，計算時間を短縮できる．

- 病気の腎細胞標本のクラスタを識別できるようにして，色濃度によるヒートマップの可読性

を改善する． XLSTATでは2つの手法が利用できる：

- ユーザーが変動しきい値（四分位範囲または標準偏差）を指定して，低い変動の特性を分析

に先立って除去する．

- ユーザーがパーセンテージを指定して，低い変動（四分位範囲または標準偏差）を持つ特性

を分析に先立って除去する．

ダイアログ・ボックス  
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ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

特性/個体の表: Excelワークシート内で特性/個体のデータ行列を選択する． 選択されるデータ
を数値タイプでなければならない．

データ形式:

行に特性: 特性が行に格納されており，個体（または標本）が列に格納されているなら，この
オプションを有効にする．

列に特性: 特性が列に格納されており，個体（または標本）が行に格納されているなら，この
オプションを有効にする．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

ラベルを含む: 選択内に特性と個体ラベルが含まれる場合は，このオプションを有効にする．

特性をクラスタ: ヒートマップに特性でのクラスタリングを含めたい場合は，このオプション
を有効にする．

個体をクラスタ: ヒートマップに個体（または標本）でのクラスタリングを含めたい場合は，
このオプションを有効にする．

オプション タブ:
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中心化: 各行を別々に中心化するには，このオプションを有効にする． 削減: 各行を別々に削減

するには，このオプションを有効にする． 非特異性フィルタリング: 計算に先立ち変動の低い
特性をフィルタするには，このオプションを有効にする． 基準**および**しきい値: 非特異性フ
ィルタリングの基準を選択する．

標準偏差<: 選択されたしきい値よりも低い標準偏差を持つすべての特性が除去される．

四分位範囲<: 選択されたしきい値よりも低い四分位範囲を持つすべての特性が除去され
る．

%(標準偏差): 低い標準偏差を持つ特性がパーセンテージで除去される．パーセンテージ
がしきい値ボックス内に示されているはずである．

%(IQR): 低い四分位範囲を持つ特性がパーセンテージで除去される．パーセンテージが
しきい値ボックス内に示されているはずである．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，そのオブザベーションの欠損値を推定す
るには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

カラースケール: ヒートマップで使用する色の範囲を選択する（赤から黒を経て緑，赤から白

を経て青，赤ら黄色）．

幅**と**高さ: ヒートマップの幅または高さの拡大係数を選択する．

カラー・キャリブレーション:

自動: ヒートマップの色範囲を区切る境界値をXLSTATが自動で選ぶようにするには，こ
のオプションうを有効にする．
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ユーザー定義: ヒートマップの色範囲を区切る最小値(Min)と最大値(Max)を手動で選ぶに
は，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: 記述統計量の表は，すべての個体の簡単な統計を示す．オブザベーションの数，欠

損値，非欠損値の数，平均および標準偏差（非バイアス）が表示される．

ヒートマップ: 特性のデンドログラムが垂直（行）に，個体のデンドログラムが水平（列）に
表示される．データの値を反映するヒートマップがチャートに追加される．

類似して発現する特性は，マップ上で均質な色の水平の長方形で特徴づけられる．

類似する個体は，マップ上で均質な色の垂直の長方形で特徴づけられる．

マップ内で特性クラスタと個体クラスタの間の交点で均質な色の長方形または正方形を検討し
て，類似して発現する特性のクラスタで特徴づけらる類似の個体のクラスタを検出できる．

事例  

2元クラスタリングのチュートリアルがAddinsoftの ウェブサイトにある

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでのヒートマップ-OMICS-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Hahne F., Huber W., Gentleman R. and Falcon S. (2008). Bioconductor Case Studies.
Springer.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97-OMICS-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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ラボ間技能試験  
1つまたは複数の項目（研究室，検査機関または個人）で，それぞれについて1つまたは複数の
測定値（XLSTATでは試験）が記録される技能（熟練度）試験を実行するために，このツール
を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

技能(熟練度）試験は，特定の測定（XLSTATでは“試験”という）で，XLSTATで“項目”と呼ぶ 複
数の参加者（ラボラトリ，検査機関，または個人）を比較するために，統計的手法を使用す
る．技能試験は，測定を行うラボの性能を評価するため，1つまたは複数のラボで問題が発生
したときにそれを検出するため，または異なる方法の有効性と比較可能性を確立するために実

施することができる．

この手法は，外れ値を同定し，それを除去または無視して，ロケーション推定量とスケール推

定量の両方のロバストな推定値を生成することで構成されている．

このツールは，ISO-13528標準に準拠している．これは2015年版を用いて最初に開発された．
ドキュメントの2015バージョンでいくつかの誤差が検出されたので（詳細は，Fahmy, 2021を
参照），XLSTATは，ユーザーが誤差を含めた分析を実行することもできる．

XLSTATは，ラボ・データの高度に自動化された分析を可能にし，一般的で堅牢な一連の統計
量を生成できる．これらの統計量は，結果を解釈して，能力基準がどの程度満たされているか
を定義することに使用できる．XLSTAT関数の多くはラボ間データの分析に使用できるが，こ
こで提供される自動化は，ユーザーがアルゴリズムA、アルゴリズムS、Q / Hampelアプローチ
などの推奨されるより複雑なアルゴリズムを使用する場合に非常に役立つ．

サークルテクニック（Van Nuland, 1992）は，潜在的な外れ値を同定しながら，いくつかの項

目の平均と分散を同時に比較するための非常に効果的で十分に活用されていないテクニックで
ある．

このツールはまだ進化を続けており，フィードバックやリクエストを送信できる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．
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: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

項目/試験 または 試験/項目 表: 1つまたは複数の試験が各項目ごとに記録された状態で収集さ
れたデータに対応するデータを選択する（通常，項目はラボで，試験は測定値である）．選択

に項目と試験のラベルを含めることができる．その場合，対応するオプションをチェックす
る．

データ形式: * 項目/試験 表: 行が項目，列が試験に対応するなら，このオプションを選ぶ． * 試
験/項目 表: 行が試験，列が項目に対応するなら，このオプションを選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

項目ラベル: 選択に項目ラベルが含まれるなら，このオプションを有効にする．

試験ラベル: 選択に試験ラベルが含まれるなら，このオプションを有効にする．

オプション タブ:

ロケーション: ロケーション統計として平均を使用するか，中央値を使用するかを選ぶ．

ISO-13528-2015 誤差: XLSTATに  統計の計算の誤差を模倣させたい場合は，このオプショ
ンを有効にする．

アルゴリズム S:

スケール: 尺度統計として範囲を使用するか，標準偏差を使用するかを選ぶ．

Q  n
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アルゴリズム A:

スケール: 尺度統計として，範囲，外れ値を除去するためにGrubbsアプローチを用いた標

準偏差，nIQR， ， のどれを使用するかを選ぶ．
MAD=0の場合のみ: MAD=0の場合，MADを平均との差の絶対値の中央値に置き換えるに
は，このオプションを有効にする．

 を更新: 各繰り返しでのロバスト推定量  を更新したい場合は，このオプションを有

効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTATが計算を継続しないようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

欠損値を無視: 欠損値を無視する（必要な場合のみ除去する）ようにするには，このオプショ
ンを有効にする．

出力 タブ:

記述統計: 記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

結果を分析および解釈することを支援するために，XLSTATは複数の表やグラフを表示する．

複数の項目（ラボ）がある場合や，複数の試験（測定）が各項目で実施された場合，XLSTAT
はそれらのそれぞれでロバスト統計を含む要約統計の一覧を表示する．

そして，全項目についての要約統計が計算される．

可能であれば，さまざまな項目のロケーションとスケールを比較するために，等分散性プロッ
トが表示される．潜在的な外れ値であるという値を示す項目を同定するために，信頼線 (90%,
95%, 99%) が表示される．

最後に，複数の項目（ラボ）があり，複数の試験（測定）が実施された場合，XLSTATは，ロ
ケーションとスケール推定量を繰り返し計算するよううに設計され，ISO-13528 (アルゴリズム
A, アルゴリズム S, Q/Hampel) に記述されている高度なアルゴリズムの結果を表示する．ロケ
ーションとスケールのロバスト統計を得るために，アルゴリズム A と Q/Hampel 法が使用され
る．標準偏差または範囲からスケール推定量を推定するために，アルゴリズム S が使用され
る．

事例  

ラボ間技能試験の使用法に関するチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある:

Q  n Q

s⋆ s⋆
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http://www.xlstat.com/demo-ilb.htm

参考文献  

Addinsoft (2021).  constants for  between 2 and 100. Addinsoft. https://xlst.at/iso-13528-en

Croux C. and Rousseeuw P. J. (1992). Time-efficient algorithms for two highly robust
estimators of scale. In Proceedings of the 10th Symposium on Computational Statistics,
Yadolah Dodge and Joe Whittaker (Eds.), Vol. 1., Springer-Verlag, Heidelberg, 411-428.

International Standards Organisation (2015). ISO 13528:2015(E), Statistical methods for use
in proficiency testing by interlaboratory comparison. Second edition 2015-08-01. International
Standards Organisation, Geneva, Switzerland.

Rousseeouw P. J. and Croux C. (1993). Alternatives to the Median Absolute Deviation.
Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273–1283.

Van Nuland Y. (1992). ISO 9002 and the circle technique. Quality Engineering, 5(2), 269-291.

d  n n

http://www.xlstat.com/demo-ilb.htm
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マルチ・ブロック分析  
正準相関分析 (CCorA)  
2つの変数の集合の間の相関を調査し，これらの表から両方の表にできるだけ相関していて，
お互いが直交している正準変数の集合を抽出するには，正準相関分析（Canonical Correlation
Analysis：CCorA，ときどき CCAの略も使用されるが， CCA は正準コレスポンデンス分析

（Canonical Correspondence Analysis）に使用するのが適切と考えられる）を使用する。

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

正準相関分析（Canonical Correlation Analysis：CCorA，ときどき CCAの略も使用されるが，
CCA は正準コレスポンデンス分析（Canonical Correspondence Analysis）に使用するのが適切

と考えられる）は，2つの変数の集合の間の関係性を調査することを可能にするたくさんの手

法の中の1つである．Hotelling (1936)によって発見されたこの手法は，生態学でよく使用され
るが，冗長性分析（RDA ：Redundancy Analysis）や正準コレスポンデンス分析（CCA：

Canonical Correspondence Analysis）に取って代わられてきた．

この手法はRDAとは異なり対称的で，予測向きではない．  と  をそれぞれ 個と 個の変

数を持つ表とする．CCorA は，

$$ \rho(i) = \frac {corr(Y_1 a_i, Y_2 b_i)} {var(Y_1 a_i )var(Y_2 b_i)} $$ を最大化する2つのベク
トル  と を得ることを目的とする．  と  の解が一意であるように制約を導入する．我々

は，結局，  と の間の共分散を最大化しようとし，それらのそれぞれの分散を最小化

しょうとしているので，お互いによく相関するが，  と をあまりよく説明しない成分を得

るかもしれない． i=1での解を得ると，我々は i=2 での解を探す．ここで  と は，それぞれ
 と などに直交でなければならない．抽出できるベクトルの数は，最大限で に

等しい． 注意: Tucker (1958)のinter-batteries分析は，  と 成分の間の共分散を最大化

したい場合の代替である．

Y  1 Y2 p q

a  i b  i a  i b  i

Y  a  1 i Y  b  2 i

Y  1 Y  2

a  2 b  2

a  1 b  1 min(p, q)
Y  a  1 i Y  b  2 i
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

Y1: 1番目の表に対応するデータを選択してください．”列ラベル” オプションが有効になってい
る場合（列モード），選択の最初の行にヘッダが含む必要があります． ”行ラベル” オプション
が有効になっている場合（行モード），選択の最初の列にヘッダを含む必要があります．

Y2: 2番目の表に対応するデータを選択してください．””列ラベル” オプションが有効になって
いる場合（列モード），選択の最初の行にヘッダが含む必要があります． ”行ラベル” オプショ
ンが有効になっている場合（行モード），選択の最初の列にヘッダを含む必要があります．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列/行ラベル: 列モードであって、選択されたデータの最初の行がヘッダを含むか、または行モ
ードにあって、選択されたデータの最初の列がヘッダを含む場合は、このオプションを有効す
る。

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場



マルチ・ブロック分析  1476 正準相関分析 (CCorA)  

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，XLSTATによって
オブザベーション・ラベルが自動的に生成される(Obs1, Obs2 …)．

オプション タブ:

分析のタイプ: どのタイプの行列から正準分析が実行されるべきかを選択する． Y1: * 中心化:
表Y1の変数を中心化するには，このオプションを有効にする． * 縮小: 表Y1の変数を標準化す
るには，このオプションを有効にする． Y2: * 中心化: 表Y2の変数を中心化するには，このオ
プションを有効にする． * 縮小: 表Y2の変数を標準化するには，このオプションを有効にす
る．

因子をフィルタ: 結果が表示される因子の数を削減するために，以下の2つのオプションの1つ
を有効にできる．

M小 %:このオプションを有効にして， 選んだ因子が表現するはずの合計変動の最小パー
センテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定するには，このオプションを有効にする．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

欠損値を除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有効にす
る．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍:オブザベーションの最近傍を探索することにより，オブザベーションの欠損値を
推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

共分散/相関/[Y1Y2]'[Y1Y2]:: 使用している類似度行列を表示するには，このオプションを有効

にする．

固有値: 固有値の表とスクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

Wilks のラムダ検定: Wilksのラムダ検定の結果を表示するには，このオプションを有効にす
る．

正準相関: 正準相関を表示するには，このオプションを有効にする．
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冗長度係数: 冗長度係数を表示するには，このオプションを有効にする．

正準係数: 正準係数を表示するには，このオプションを有効にする．

変数/因子の相関: Y1 と Y2 の初期変数と正準変数の間の相関を表示するには，このオプション
を有効にする．

正準変数適合度係数: 正準変数適合度係数を表示するには，このオプションを有効にする．

平方余弦: 正準空間での初期変数の平方余弦を表示するには，このオプションを有効にする．

正準得点: 正準変数の空間でのオブザベーションの座標を表示するには，このオプションを有

効にする．

チャート タブ:

相関チャート: 成分と変数の間の相関に関するグラフを表示するには，このオプションを有効
にする．

ベクトル: 変数をベクトルで表示するには，このオプションを有効にする．

色づきラベル: ラベルを対応するポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有

効にする．このオプションが有効でない場合は，ラベルは黒で表示される．

結果  

要約統計: この表は，オブジェクトと説明変数の記述統計量を表示する．

類似度行列: ダイアログ・ボックスで選んだ “分析のタイプ”に対応する行列が表示される．

固有値およびイナーシャのパーセンテージ: この表では，固有値，対応するイナーシャ，およ
び対応するパーセンテージが表示される．注意: いくつかのソフトウェアでは，表示される固

有値が L / (1-L)に等しい場合がある．ここで L はXLSTATによって与えられる固有値．

Wilksのラムダ検定: この検定は，2つの表 Y1 と Y2 が各正準変数に有意に関係しているかどう
かを決定することができる．

正準相関: 0 から 1で境界される正準相関は，Y1 と Y2 の間の相関が高いときにより高くな
る．ただし，それらは正準変数がどの程度Y1とY2に関係しているかは示していない．正準相関

の2乗は固有値に等しく，そして，実際のところ，正準変数が負う変動のパーセンテージに対

応する．

以下に一覧される結果は，入力変数の2つのグループで別々に計算される．

冗長度係数: これらの係数は，入力変数の各集合について，入力変数の変動のどれだけの割合

が正準変数によって予測されているかを測定できる．

正準係数: これらの係数（正準荷重，または 正準関数係数 ともいう）は，入力変数から正準変
数を生成する線形結合での係数に対応するので，正準変数がどのように構築されたかを示す．
入力変数が標準化された場合は，それらは標準化されている．その場合，入力変数の相対重み
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が比較できる． 入力変数と正準変数の間の相関（構造相関係数 または 正準因子負荷量 ともい
う）は，正準変数がどのように入力変数に関係しているかを理解することができる．

**正準変数適合度係数**は，任意の正準変数での，入力変数と正準変数の間の2乗相関の合計を
入力変数の数で割ったものに対応する．それらは，問題の正準変数によって考慮に入れられる
変動のパーセンテージを与える．

平方余弦: 正準変数の空間での入力変数の平方余弦は，入力変数が正準変数の空間でよく表現

されているかどうかを知ることを可能にする．任意の入力変数の平方余弦の和は1になる．削

減された数の正準軸での合計は，共通性（communality）を与える．

正準得点: 正準得点は，正準変数の空間でのオブザベーションの座標に対応する．

事例  

正準相関分析の事例がAddinsoft のウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの正準相関分析チュートリアル?language=ja

参考文献  

Hotelling H. (1936). Relations between two sets of variables. Biometrika, 28, 321-327.

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and Multivariate
Methods. Springer-Verlag, New York.

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam.

Tucker L.R. (1958). An inter-battery method of factor analysis. Psychometrika, 23(2),111-136.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%AD%A3%E6%BA%96%E7%9B%B8%E9%96%A2%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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冗長性分析 (RDA)  
説明変数の集合によって提供される情報を用いて応答変数の表を分析し，2つの変数の集合と
オブザベーションを同じプロットで可視化するには冗長性分析（RDA：Redundancy
Analysis）を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

冗長性分析（ RDA ： Redundancy Analysis）は，正準相関分析（  CCorA ： Canonical
Correlation Analysis ）の代替として， Van den Wollenberg (1977) によって開発された． RDA
は，変数 と の2つの表の間の関係性を調査することを可能にする．CCorA は対称手法であ
るが，RDAは非対称である．CCorAでは，両方の表から抽出される成分は，それらの相関が最

大化されるようになっている．RDAでは， から抽出される成分は， の変数にできるかぎり
相関するようになっている．そして， の成分が， から抽出された成分にできるかぎり相関

するようにして抽出される．

RDAの原理/span>

を 個のオブザベーションとp個の変数を持つ応答変数の表とする．この表は，オブザベーシ
ョンと変数の2次元または3次元の 同時マップを得るために，主成分分析（ PCA）を用いて分

析できる．

を 個の量的変数や質的変数での同じ 個のオブザベーションについて記録された測定値を格

納する表とする．

冗長性分析は，共分散基準に最適な，オブザベーション， 変数，および 変数の2次元また
は3次元の同時表現を得ることを可能にする (Ter Braak 1986)．

冗長性分析は，2つのパートに分けることができる：

次元の数が に等しい空間に制約された分析．このパートは，2つの表の間の
関係の分析に対応するので，主な目的の1つである．

残差の分析に対応する非制約部分．制約なしRDAの次元の数は， に等しい．

Y X

X Y

Y X

Y n

X q n

Y X

min(n − 1, p, q)

min(n − 1, p)
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偏 RDA

偏 RDAは準備ステップを追加する． の表が，2つのグループに細分される．1番目のグルー
プ は，既知であるか，または調査の目的ではないという理由で効果を除去したい条件づ
け変数を格納する． と の表で回帰が実行され，回帰の残差が，RDAステップで使用さ
れる．偏 RDA は，1番目のグループの効果が除去された後に，変数のグループの効果を分析す
ることを可能にする．

応答変数/オブザベーション/説明変数の用語が XLSTATで使用される．生態学がこの手法が使用

される場合， “種（Species）”が“応答変数”の代わりに，“サイト（Sites）” が “オブザベーショ
ン”の代わりに， “環境変数（Environmental variables）”が “説明変数”の代わりに使用されるだ
ろう．

バイプロット・スケーリング

XLSTAT は3種類のスケーリングを提供する．スケーリングのタイプは， 応答変数とオブザベ
ーションの得点が計算される方法を変え，結局，プロット上のそれぞれの位置を変える． 

 を 番目の軸での変数i の標準化得点，とする． をk番目の軸でのオブザベーション
の標準化得点， を軸 に対応する固有値， を合計イナーシャ（制約および制約なし

RDAでの の合計)とする． XLSTATで利用可能な3つのスケーリングは，vegan （R 用パッ
ケージ, Oksanen, 2007）のそれらと同一である． は で， は で乗ぜられ， は

 に等しい定数．ここで はオブザベーションの数である．

オブザベーションと応答変数に加えて，説明変数が表示できる．後者の座標は， の表とオブ
ザベーション得点の間の相関を計算して得られる．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対
応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

X

X(1)
Y X(2)

u(ik) k v(ik)
i L(k) k T

L(k)
u(ik) c v(ik) d r

 

4 (n − 1)T n

  

Scaling 1:

Scaling 2:

Scaling 3:

c = r  d = rL(k)/T

c = r d = r  L(k)/T

c = r  d = r  

4 L(k)/T 4 L(k)/T

X
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: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

応答変数 Y: 応答変数に対応する表を選択する． ”列ラベル” オプションが有効になっている場

合（列モード），選択の最初の行にヘッダを含める必要がある． ”行ラベル”オプションが有効
になっている場合（行モード），選択の最初の列にヘッダを含める必要がある．

説明変数 X: 表Yと同じオブザベーションで測定されたさまざまな説明変数に対応するデータを
選択する．

量的変数: 量的変数を使用したい場合は，このオプションを有効にして，それらの変数を
選択する．

質的変数: 質的変数を使用したい場合は，このオプションを有効にして，それらの変数を
選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

偏RDA: 偏RDAを実行するには，このオプションを有効にする．このオプションを有効にする
と，条件づけ変数選択できるように，分析の間，ダイアログ・ボックスが表示される（より詳

細は解説を参照）．

列/行ラベル: 列モードの場合，選択されたデータの最初の行がヘッダを格納し，行モードの場

合，選択されたデータの最初の列がヘッダを格納するなら，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”列ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダを含む必要がある．このオプションが有効になっていない場合，サイト・
ラベルがXLSTATによって自動的に生成される（Obs1，Obs2 …）．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果を表示する因子の数を削減するために，2つのオプションの1つを有効に
できる．

M小 %: このオプションを有効にして，選ばれた因子が表現するはずの合計変動の最小パ
ーセンテージを入力する．
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M大数: 考慮に入れる因子の数を設定するには，このオプションを有効にする．

並べ替え検定: 2つの表の独立性を検定するために，並べ替え検定を使用したい場合は，このオ
プションを有効にする．

並べ替えの数: 検定で実行する並べ替えの数を入力する（デフォルト値： 500）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

応答変数:

中心化: RDAを実行する前に変数を中心化するには，このオプションを有効にする．

縮約: RDAを実行する前に変数を標準化するには，このオプションを有効にする．

説明変数 X:

中心化: RDAを実行する前に変数を中心化するには，このオプションを有効にする．

縮約: RDAを実行する前に変数を標準化するには，このオプションを有効にする．

バイプロット種類: 表示したいバイプロットのタイプを選択する．このタイプは，応答変数の
得点とオブザベーションが尺度化される方法を変更する（より詳細は解説 を参照）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする．

欠損値を除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを有効にす
る．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍:オブザベーションの最近傍を探索することにより，オブザベーションの欠損値を
推定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

RDA結果: RDA の結果を表示するには，このオプションを有効にする．

制約なしRDA 結果: 制約なしRDAの結果を表示するには，このオプションを有効にする．
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固有値: 固有値の表とスクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．

得点（オブザベーション）: オブザベーションの得点を表示するには，このオプションを有効

にする．

得点（応答変数）: 応答変数の得点を表示するには，このオプションを有効にする．

WA 得点: 重みつき平均得点を表示するには，このオプションを有効にする．

LC 得点: 線形結合得点を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与率: オブザベーションと応答変数の寄与率を表示するには，このオプションを有効にす
る．

cos2乗: オブザベーションと応答変数の平方余弦を表示するには，このオプションを有効にす
る．

得点（説明変数）: 説明変数の得点を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

プロット/バイプロット上に表示したい情報を選択する．

オブザベーション: グラフにオブザベーションを表示するには，このオプションを有効に
する．

応答変数: グラフ上に応答変数を表示するには，このオプションを有効にする．

説明変数: グラフ上に説明変数を表示するには，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上にサイトのラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

色づきラベル: ラベルを対応するポイントと同じ色で表示するには，このオプションを有

効にする．このオプションが有効でない場合，ラベルは黒で表示される．

ベクトル: 非対称グラフ上に標準座標でのベクトルを表示するには，このオプションを有効に
する．

伸長係: ベクトルの長さを調整するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，オブジェクトと説明変数の記述統計量を表示する．

並べ替え検定がリクエストされた場合，表間の関係性が有意であるか否かを確認できるよう
に，その結果が最初に表示される．

固有値とイナーシャのパーセンテージ: これらの表では，制約つきRDA および制約なし RDA
での固有値，対応するイナーシャ，および対応するパーセンテージが，制約つきイナーシャ
（または制約なしイナーシャ）に関して，または合計イナーシャに関して表示される．
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オブザベーション，応答変数および説明変数の**得点**が表示される．これらの座標が，プロ
ットを作成するために使用される．

グラフは，オブザベーション，応答変数，および説明変数の間の関係性を可視化することを可

能にする．質的変数が含まれる場合，対応するカテゴリがくり抜きの赤い円で表示される．

事例  

冗長性分析の事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの冗長性分析-RDA-チュートリアル?language=ja

参考文献  

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam.

Oksanen J., Kindt R., Legendre P. and O'Hara R.B. (2007). vegan: Community Ecology
Package version 1.8-5. http://cran.r-project.org/.

Ter Braak, C. J. F. (1992). Permutation versus bootstrap significance tests in multiple
regression and ANOVA. in K.-H. Jöckel, G. Rothe, and W. Sendler, Editors. Bootstrapping and
Related Techniques. Springer Verlag, Berlin.

Van den Wollenberg A.L. (1977). Redundancy analysis. An alternative for canonical
correlation analysis. Psychometrika, 42(2), 207-219.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%86%97%E9%95%B7%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90-RDA-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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正準コレスポンデンス分析(CCA: Canonical
Correspondence Analysis )  
2番目の表に格納されて同じサイトで測定された説明変数の集合を考慮に入れながら，分割表

（通常，サイトを行で，種を列で持つ）を分析するには，正準コレスポンデンス分析（CCA：
Canonical Correspondence Analysis）を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

正準コレスポンデンス分析（CCA：Canonical Correspondence Analysis）は，生態学者が多数

の種を環境変数に関係づけることを可能にするために開発された (Ter Braak, 1986)．ただし，
この手法は，他の分野でも使用できる．ジオマーケティング（地理マーケティング）やデモグ
ラフィック分析（人口学的分析）では，この利点を活用できる．

CCAの原理

T1 をp 個のプロジェクトn個のサイトでのカウントに対応している分割表であるとする． この
表は，2次元または3次元でサイトとオブジェクトの同時マップを得るために，コレスポンデン
ス分析（CA：Correspondence Analysis）を用いて分析できる．

T2 をq個の量的変数や質的変数に対応する同じ n 個のサイトで記録された測定値を格納する表

であるとする．

正準コレスポンデンス分析は， 2次元または3次元でサイト，オブジェクト，変数の同時表現

を，任意の分散基準に最適な形で得ることを可能にする(Ter Braak 1986, Chessel 1987)．

正準コレスポンデンス分析は，2つのパートに分かれている：

次元数がqに等しい空間での制約つき分析．このパートは，2つの表の間の関係の分析に対応す
るので，主な目的の1つである．

残差の分析に対応する制約なしのパート．制約なしCCAでの次元数は， min(n-1-q, p-1)に等し
い．

通常のCCAを実行できるように，以下の制約が検証されなければならない:
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Min(n-1-q, p-1)>0.

PLS-CCA は，この制約を避けることができる．

偏CCA

偏CCA は，準備ステップを追加する．T2の表は，変数の2つのグループに細分される： 1番目

のグループは，既知であるか調査の目的ではないので，効果を除去したい条件づけ変数を格納

する．CCAがこれらの変数を用いて実行される．効果を分析したい2番目の変数のグループを
用いて2番目の CCAが実行される．偏 CCA は，1番目のグループの効果を除去した後，2番目

の変数のグループの効果を分析することを可能にする．

PLS-CCA

Tenenhaus (1998) は， CCAに判別PLSを関係づけできることを示した．Addinsoftは，2つの手

法の包括的で効果的な統合を提案する最初のソフトウェア開発者である．Tenenhaus提案に基
づくデータの構築を用いて，使用できる変数の制約を避けるためにCCA 用に最適設計された直

交PLS 成分を作成するため，もしくは， CCAを実行する前に最も影響の強い変数を選択する
ために，データにPLSステップが適用される．CCA ステップとの計算と結果は，旧式の CCA
で行うそれと同一なので，ユーザーは，このアプローチを最も興味深い変数を識別する選択手

法とみなすことができる．それらはモデル中に選択されているか，VIPのグラフで見ることが
できる（より詳細PLS 回帰の節を参照)． 偏CCAの場合，準備ステップは不変である．

サイト/オブジェクト/変数の用語がXLSTATで使用されている．この手法が生態学で使用される
場合， “個体” または “オブザベーション” が “サイト”の代わりに，“種” が“オブジェクト” の代わ
りに使用される．

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．
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 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

一般 タブ:

サイト/オブジェクトの表: それぞれ異なるサイトで記録されたさまざまなオブジェクトのカウ
ントに対応する分割表を選択する．”列ラベル” オプションが有効になっている場合（列モー
ド），選択の最初の行にヘッダを含む必要がある．”行ラベル” オプションが有効になっている
場合（行モード），選択の最初の列にヘッダを含む必要がある．

サイト/変数のデータ: さまざまなサイトで測定されて，分析に使用したいさまざまな説明変数

に対応するデータを選択する． * 量的変数: 量的変数を使用したい場合は，このオプションを
有効にして，これらの変数を選択する． * 質的変数: 質的変数を使用したい場合は，このオプ
ションを有効にして，これらの変数を選択する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

偏CCA: 偏CCAを実行するには，このオプションを有効にする．このオプションを有効にする
と，分析の間，条件づけ変数を選択できるように，ダイアログ・ボックスが表示される（より
詳細は 解説を参照）．

列/行ラベル: 列モードの場合，選択データの最初の行がヘッダを格納するなら，行モードの場
合，選択データの最初の列がヘッダを格納するなら，このオプションを有効にする．

サイト・ラベル: サイト・ラベルがある場合は，このオプションを有効にする． そして，対応

するデータを選択する．”列ラベル” オプションが有効になっている場合，選択中にヘッダを含

める必要がある．このオプションが有効でない場合は，サイト・ラベルが XLSTATによって自

動で生成される（Obs1，Obs2 …）．

CCA: 旧式のCCAを実行したい場合は，このオプションを有効にする．

PLS-CCA: PLS-CCAを実行したい場合は，このオプションを有効にする（追加の詳細は解説を
参照）．

オプション タブ:

因子をフィルタ: 結果を表示したい因子の数を削減するために，以下の2つのオプションの1つ
を有効にできる． * M小%: このオプションを有効にして，選択された因子が表現するはずの合
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計変動の最小パーセンテージを入力する． * M大数: 考慮に入れる因子の数を設定するには，
このオプションを有効にする．

並べ替え検定: 2つの表の独立性を検定するために，並べ替え検定を使用したい場合は，このオ
プションを有効にする．

並べ替えの数: 検定で実行する並べ替えの数を入力する（デフォルト値： 500）．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

PLS-CCA: PLS-CCA の実行を選んだ場合は，以下のオプションが利用できる．

自動: CCAステップで何個のPLS成分を使用するべきかをXLSTATに自動で決定させたい
場合は，このオプションを選択する．

ユーザー定義:

M大成分: PLS ステップで抽出する成分の数を定義するには，このオプションを有効にす
る．このオプションが有効でない場合は，成分の数はXLSTATが自動で決定する.

変数の数: CCA ステップに投入するべき変数の数を定義するには，このオプションを有

効する．より高いVIPの変数が選択される．使用されるVIPは，“最大成分”で設定した成

分の数によるPLSもモデルに対応するそれである．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出されると，XLSTAT が計算を継続しないようにするには，
このオプションを有効にする． 欠損値を除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するに
は，このオプションを有効にする．

欠損値を推定する: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にす
る． * 平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用い
て，欠損値を推定するには，このオプションを有効にする． * M近傍:オブザベーションの最近

傍を探索することにより，オブザベーションの欠損値を推定するには，このオプションを有効

にする．

出力s タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

行と列のプロファイル: 行と列のプロファイルを表示するには，このオプションを有効にす
る．

CCA結果: CCAの結果を表示するには，このオプションを有効にする．

制約なしCCA 結果: 制約なしCCAの結果をこのオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とスクリー・プロットを表示するには，このオプションを有効にする．
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主座標: サイト，オブジェクト，および変数の主座標を表示するには，このオプションを有効

にする．

標準座標: サイト，オブジェクト，および変数の標準座標を表示するには，このオプションを
有効にする．

寄与率: サイト，オブジェクト，および変数の寄与率を表示するには，このオプションを有効

にする．

cos2乗: サイト，オブジェクト，および変数の平方余弦を表示するには，このオプションを有

効にする．

重みつき平均: サイト/変数の表の変数に対応する重みつき平均を表示するには，このオプショ
ンを有効にする．

回帰係数 : 因子空間でのさまざまな変数に対応する回帰係数を表示するには，このオプション
を有効にする．

チャート タブ:

サイトとオブジェクト:

サイトとオブジェクト / 対称: サイトとオブジェクトの両方を含む対称グラフを表示する
には，このオプションを有効にする．サイトとオブジェクトの両方に，主座標が使用さ
れる．

サイト / 非対称: サイトの非対称グラフを表示するには，このオプションを有効にする．
サイトには主座標が使用され，オブジェクトには標準座標が使用される．

オブジェクト / 非対称: オブジェクトの非対称グラフを表示するには，このオプションを
有効にする．オブジェクトには主座標が使用され，サイトには標準座標が使用される．

サイト: サイトのみが表示されるグラフを表示するには，このオプションを有効にする．
主座標が使用される．

オブジェクト: オブジェクトのみが表示されるグラフを表示するには，このオプションを
有効にする．主座標が使用される．

変数: * 相関: 量的変数および質的変数の相関を座標として用いて（標準座標に等しい），それ
らをグラフ上に表示するには，このオプションを有効にする．

回帰係数: 回帰係数を座標として用いたグラフ上に，量的変数および質的変数を表示する
には，このオプションを有効にする．

ラベル: グラフ上にサイトのラベルを表示するには，このオプションを有効にする．

色づきラベル: 対応するポイントと同じ色でラベルを表示するには，このオプションを有

効にしてください．このオプションが有効でない場合，ラベルは黒で表示される．
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ベクトル: 対称グラフ上に標準座標でのベクトルを表示するには，このオプションを有効にす
る．

伸長係数: ベクトルの長さを調整するには，このオプションを有効にする．

結果  

要約統計: この表は，オブジェクトと説明変数の記述統計量を表示する．

イナーシャ: この表は，制約つきCCAと制約なしCCAの間のイナーシャの分布を表示する．

固有値とイナーシャのパーセンテージ:これら表では，CCA と制約なしCCA での固有値，対応

するイナーシャ，および対応するパーセンテージが，制約つきイナーシャ（または制約なしイ
ナーシャ）に関して，または合計イナーシャに関して表示される．

重みつき平均: この表は，重みつき平均および全体の重みつき平均を表示する．そして，サイ
ト，オブジェクトおよび変数の**主座標**と**標準座標**が表示される．これらの座標は，さま
ざまなグラフを生成するために使用される．

回帰係数: この表は，因子空間での変数の回帰係数を表示する．

このグラフは，サイト，オブジェクトおよび変数の間の関係性を可視化することを可能にす
る．質的変数が含まれた場合，対応するカテゴリが赤いくり抜き円で表示される．

事例  

正準コレスポンデンス分析の事例がAddinsoftのウェブサイトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの正準コレスポンデンス分析 -CCAチュートリアル?
language=ja

参考文献  

Chessel D., Lebreton J.D and Yoccoz N. (1987). Propriétés de l'analyse canonique des
correspondances; une illustration en hydrobiologie. Revue de Statistique Appliquée, 35(4), 55-
72.

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. Elsevier,
Amsterdam.

McCune B. (1997). Influence of noisy environmental data on canonical correspondence
analysis. Ecology, 78(8), 2617-2623.

Palmer M.W. (1993). Putting things in even better order: The advantages of canonical
correspondence analysis. Ecology, 74(8), 2215-2230.

Ter Braak C. J. F. (1986). Canonical Correspondence Analysis: a new eigenvector technique
for multivariate direct gradient analysis. Ecology, 67(5), 1167-1179.

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%AD%A3%E6%BA%96%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%88%86%E6%9E%90-CCA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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Ter Braak, C. J. F. (1992). Permutation versus bootstrap significance tests in multiple
regression and ANOVA. in K.-H. Jöckel, G. Rothe, and W. Sendler, Editors. Bootstrapping and
Related Techniques. Springer Verlag, Berlin.
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主座標分析(PCoA)  
個の要素（個体，変数，オブジェト， …）間の類似度または非類似度を記述する正方行列を
グラフィカルに可視化するには，主座標分析（Principal Coordinate Analysis）を使用する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

主座標分析（Principal Coordinate Analysis：しばしば PCoAとも呼ばれる）は， p 個の要素

（個体，変数，オブジェクト， …）の間の類似行列をグラフィカルに表現することを目的とし
ている．

入力行列が類似度行列の場合，Gower (1966)が説明した計算を適用する前に，または，さまざ
まな著者が提案していたり，Legendre およびLegendre (1998)の書籍 Numerical Ecology で要

約されているあらゆる変更の前に，XLSTAT は非類似度行列に変換する．

コンセプト

を 個の要素間の距離を格納する の対称行列であるとする： i番目の行と j番目の列に対

応する要素 が次式で与えられる行列 を計算する．

そして，要素 が次式で与えられる 行列を得るように，行列 を行および列で中心化

する．

ここで は行iでのa の平均で， は列jでの の平均， はすべての要素の平均で
ある．

最後に， の固有値分解を計算する．固有ベクトルは，固有値の降順で並べ替えされ，
が 固有値に関係づけられた固有ベクトルになるように，次式で変換される：

p

D p p × p

a(ij) A

a(ij) = −d (ij)/22

δ  (ij)1 Δ  1 A

δ  (ij) =1 a(ij) − (i) −a (j) −a a

(i)a a(ij) (j)a a(ij) a

Δ  1 u(k)
λ(k)

u (k)u(k) =′ λ(k)
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再尺度化された固有ベクトルは， 1，2， 次元の空間でp 個のオブジェクトを表示するた
めに使用できる主座標と一致する．

主成分分析（PCA：Principal Component Analysis）と同様，固有値は，削減された空間で表現

されている合計変動の観点から解釈できる．

注意: が中心化されているので， 個の非空固有値がよく得られる．初期行列 がユー
クリッド行列距離である場合， 個の軸で 個のオブジェクトを十分説明できることが簡

単にわかる（2つのポイントは1本の線に，3つの点は1つの平面に含まれる）．ポイントが部分

空間で交絡している場合，複数の空固有値が得られる（たとえば，3つのポイントが1本の線に
整列している）．

負の固有値

行列がmetric（計量）でないか，距離の計算に使用したデータ中に欠損値がある場合，固有

値分解が負の固有値を導くことがある．これは，とくに半距離（semi-metric）または非計量距

離（non metric distances）で起こる．この問題は，Gower および Legendre (1986)の論文に説

明されている．

XLSTATは，負の固有値の問題を解決するために，2つの変換を 提案する．1番目の解決は，入

力距離の平方根を入力距離として取ることである． Lingoes (1971)の結果からヒントを得た2番
目は， 負の固有値がないような 行列（直交要素を除く）に定数を追加することである． こ
の定数は，最大の負固有値の反対に等しい．

PCA, MDS および PCoA

PCA と PCoA は， わずかの次元を持つ空間でオブザベーションも表現できることでよく似て
いるが，後者は寄与される変動の観点から最適である．オブザベーション間のユークリッド距

離の行列（不偏標準偏差を用いた列の標準化の後に計算された）に適用されたPCoAは，相関

係数に基づくPCA と同じ結果を導く． PCoA で得られた固有値は，PCAで得られたそれの
倍に等しい．

PCoA と MDS （Multidimensional Scaling：多次元尺度法）は，近接行列を持つオブジェクト
を表現するという共通の目的を共有持っている．

MDS はPCoAと比較して2つの欠点を持っている：

アルゴリズムがとても複雑で実行が遅い．

MDSで得られる軸は，変動の観点で解釈できない．

MDSは， PCoAと比較して2つの利点がある：

アルゴリズムは，近接行列に欠損値があることを許す．

MDS の非計量バージョンは，距離の順位のみが重要な行列をより簡単に明瞭に取り扱う
方法を提供する．

p − 1

Δ  1 p − 1 D

p − 1 p

D

D

(p − 1)
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ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

一般 タブ:

データ: 類似度または非類似度行列を選択する．上側また下側の三角形のみが利用可能なら，
その表は受け付けられる．選択された行列の下部と上部に違いが検出されると， XLSTAT は，
警告を出して，計算を継続するために（2つの部分の平均を計算して）データを変更すること
を提案する．

非類似度 / 類似度: データのタイプに対応するオプションを選ぶ．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

Labels included: Activate this option if you have included row and column labels in the
selection.

オプション タブ:

負の固有値の修正: 固有値分解の際に固有値が検出されたときに適用する戦略に対応するオプ
ションを有効にする：

なし: 負の固有値が見つかったとき何もしない．

平方根: 距離行列D の要素をそれらの平方根に置き換える．
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Lingoes: 固有値分解がどのような負の固有値も導かないように変換を適用する．

因子をフィルタ: 結果が表示される因子の数を削減するために，以下の2つのオプションの1つ
を有効にできる．

M小%: このオプションを有効にして，選ばれた因子が表現するはずの合計変動の最小パ
ーセンテージを入力する．

M大数: 考慮に入れる因子の数を設定するには，このオプションを有効にする．

出力 タブ:

デルタ1 行列: 固有値と固有ベクトルを計算するために使用するデルタ1 行列を表示するには，
このオプションを有効にする．

固有値: 固有値の表とグラフ（スクリー・プロット）を表示するには，このオプションを有効

にする．

主座標: 主座標を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与率: 寄与率を表示するには，このオプションを有効にする．

cos2乗: 平方余弦を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

チャート: グラフを表示するには，このオプションを有効にする．

結果  

デルタ1 行列: この行列は，固有値分解の計算に使用されたGowerの 行列である．

固有値およびイナーシャのパーセンテージ: この表は，固有値と対応するイナーシャのパーセ
ンテージを表示する．

主座標: この表は，グラフ間の近接が解釈できるグラフを作成するために使用されているオブ
ジェクトの主座標を表示する．

寄与率: この表は，あるオブジェクトが任意の軸にどれだけ寄与するかを評価することを助け
る寄与率を表示する．

cos2乗: この表は，あるオブジェクトが任意の軸にどれだけ接近しているかを評価することを
助ける平方余弦を表示する．

事例  

主座標分析の実行方法を示す事例が，Addinsoftのウェブサイトにある：

Δ  1
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https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの主座標分析チュートリアル?language=ja
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XLSTAT-PLSPM  
XLSTAT-PLSPM は，とくに偏最小2乗パス・モデリング(PLS-PM / PLS-SEM)，一般構造化成

分分析(GSCA)．または正則化一般化正準相関分析(RGCCA)などの手法により，コンポーネン
ト・ベースの構造方程式モデリングを提供する．これらは，観測された変数と潜在変数の間の
複雑な関係性を表現するための革新的な手法である．

XLSTAT-PLSPM法は，マーケティングでの消費者満足度の分析などのさまざまな分野で使用で
きる．さまざまな種類のユーザーに対応するために，3つのレベルの表示が用意されている
（クラシック，エキスパート，マーケティング）．

この節の内容:

解説

プロジェクト

オプション

ツールバー

顕在変数の追加

グループの定義

モデルの適合

結果のオプション

結果

事例

参考文献
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解説  
偏最小2 乗パス・モデリング (PLS-PM) は，観測変数と潜在変数の間の複雑な多変量の関係性

（構造方程式モデル）をモデリングするための統計学的アプローチである．近年，このアプロ
ーチは，いくつかの科学分野で，ますます一般化する傾向にある（Esposito Vinzi ら, 2007）．

構造方程式モデルは，複数の統計的手法から構成されていて，潜在する複雑な概念と観測でき
る数々の指標で測定されたそれぞれをリンクして，理論的因果ネットワークを推定することを
可能にする．

潜在変数を持つパス・モデルへの完成されたPLS アプローチの最初の提案は，1979 年にWold
によって発表され，PLS アルゴリズムの主要な文献はWold （1982 および 1985）である．

Herman Wold は，LISREL (Jöreskog, 1970) の"ハード・モデリング" （きつい分布の仮定で，
数100件のデータが必要）に対して，PLSの"ソフト・モデリング" （とてもわずかな分布の仮

定で，わずかの件数のデータで十分）を提案した．これらの2つの構造方程式へのアプローチ
は，Jöreskog と Wold (1982)で比較された．

構造方程式モデリングの立場から言うと，PLS-PM は，概念の因果関係が線形条件つき期待値

で定式化されるコンポーネント（成分）ベースのアプローチである．PLS-PM は，因果のメカ
ニズムよりもむしろ最適な線形予測関係性を探すので，因果仮説の統計的検定への予測値-関連

度指向の発見プロセスの恩恵を与える．構造方程式モデリングへのPLS アプローチに関する2
つの重要なレビュー論文は，Chin （1998, よりアプリケーション指向)およびTenenhaus ら
(2005, より理論指向)である．

さらに，PLS パス・モデリングは，multiple tableの分析に使用することができ ，それはこの分

野で使用されている伝統的なデータ分析手法に直接関係する．実際，PLS-PM は，階層的PLS
パス・モデリングと確証的PLS パス・モデリングの両方を用いるmulti-block （または multiple
table）分析のとても柔軟なアプローチとしても見なせる （Tenenhaus とHanafi, 2007）．この
アプローチは，multiple table分析の“データ駆動“様式が，どのように構造方程式モデリング
の“理論駆動” 様式の中にどのように融合されて，テーブル間の概念的関係性についての現在の
知識を考慮してmulti-blockデータの分析を実行することができるかをはっきりと示す．

一般構造化成分分析（GSCA ：Generalized Structured Components Analysi）または，正則化

一般化正準相関分析（RGCCA：Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis）など
の他の分析が， PLS-PM.の弱点を克服するために導入されてきた．

PLS パス・モデリング・アルゴリズム

PLS パス・モデリングは，2つのモデルで記述される： (1) 顕在変数とそれらが持つ潜在変数と
の関係の計量モデル，(2) いくつかの内生潜在変数と他の潜在変数との関係の構造モデル． こ
の計量モデルは外部モデルとも呼ばれ，構造モデルは内部モデルとも呼ばれる．

1. 顕在変数の標準化

顕在変数の標準化の方法は，データにあてはまる3つの条件によって4つの選択がある:

条件 1: 顕在変数の尺度が同等．たとえば，ECSI の事例では，（0 から100の間の）項目

値は同等である．一方，たとえば，トンでの重量，km/hでの速度などは同等ではない．
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条件 2: 顕在変数の意味が解釈可能．たとえば，2つの顕在変数の差が解釈可能でない場
合， その位置パラメータには意味がない．

条件 3: 顕在変数の分散が，それらの重要性を反映する．

条件1 があてはまらない場合：顕在変数は（平均を0，分散を1として）標準化されなければな
らない．

条件1 があてはまる場合：生データに基づいて結果を得るのが好都合である．しかし，モデ
ル・パラメータの計算は，他の条件の妥当性に基づく．

条件 2 と 3 にあてはまらない場合：パラメータ推定の段階では，顕在変数は（平均を0，分散

を1として）標準化される．そして，重みと負荷量の最終的な表現では，顕在変数は，それら
のもともとの平均と分散に再尺度化される．

条件 2 にあてはまり，条件3にはあてはまらない場合：顕在変数は，パラメータ推定の段階で
は，中心化しないでユニタリ(単位)分散に標準化される．そして，重みと負荷量の最終的な表

現では，（あとで定義するように）顕在変数はそれらのもともとの分散に再尺度化される．

条件 2 と3 にあてはまる場合：もともとの変数を使用．

Lohmöller (1989) は，これらの4つのオプションの1つを選択するパラメータ標準化を導入した:

変数尺度が比較
可能

平均が解釈
可能

分散が変数重要度に
関係

平均 分散
再尺度
化

METRIC

No   0 1 No 1

Yes No No 0 1 Yes 2

Yes Yes No Original 1 Yes 3

Yes Yes Yes Original Original  4

METRIC=1 は “標準化，標準化MVでの重み ”，METRIC=2 は  “標準化，生MVでの重み ”，
METRIC=3は“低減，生MVでの重み” ，METRIC=4 は“生MV”.

2. 計量モデル

潜在変数 (LV)  は，顕在変数（MV）または指標（indicators）と呼ばれる観測可能変数 xh の
ブロックによって間接的に記述される非観測変数（または構成概念）である．顕在変数とそれ
らの潜在変数を関係づけるには3つの方法があり，それぞれ， reflective （反映）法，

formative（形成）法，MIMIC (Multiple effect Indicators for Multiple Causes) 法と呼ばれる．

2.1. reflective法

2.1.1. 定義

このモデルでは，各顕在変数はその潜在変数を反映する．各顕在変数は，単回帰によって，そ
の潜在変数と関係づけられている：

ξ
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ここで は平均 と標準偏差1を持つ．反映スキームは：各顕在変数xh がその潜在変数 を反映

する．モデル  (1) での仮説のみを，H. Wold は予測仕様条件（ predictor specification
condition）と呼ぶ：

この仮説は，残差 がゼロ平均を持ち，潜在変数 と相関しないことを含意する．

2.1.2. 一次元性の確認

reflective法では，顕在変数のブロックが，因子分析の意味合いで一次元である．実データで
は，この条件を確認しなければならない．ブロックの一次元性の確認には，3つの主要なツー
ルがある．顕在変数の各ブロックの主成分分析の利用，Cronbachの ，Dillon-Goldsteinの で
ある．

a) ブロックの主成分分析

ブロックMVの相関行列の第1固有値が1より大きく第2固有値が1より小さいか，または少なく
とも第1固有値よりもずっと離れているなら，ブロックは本質的に一次元である．第1主成分

は，すべての（または少なくとも主要な）MVと正に相関しているように構築される．第1主成

分と負に相関するMVの問題がある．

b) Cronbachの

Cronbachの は， 個の変数 がすべて正に相関する場合，そのブロックの一次元性を確認す
るために使用する．Cronbachは，標準化された変数 のために下記の手順を提案した：

Cronbachの は，元の変数についても次のように定義される:

Cronbachの が' 0.7よりも大きければ，ブロックは一次元と見なされる．

c) Dillon-Goldsteinの

x  =h π  +h0 π  ξ +h ϵ  h (1)

ξ m ξ

E(x  ∣ξ) =h π  +h  0 π  ξh (2)

ϵ  h ξ

α ρ

α

α p x  h

α =  ×
p +  cor(x  ,x  )

h  =h ′
∑ h h′

 cor(x  ,x  )
h  =h ′
∑ h h′

 

p − 1
p

(3)

α

α =  ×
var  x  (

h

∑ h)

 cov(x  ,x  )
h  =h ′
∑ h h′

 

p − 1
p

(4)

α

ρ
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各MV とその LV の間の符号が，その項目の構築によって知られており，正であると仮定す
る．式 (1) で，この仮説は，すべての負荷量 が正であることを意味する．これらのすべての
負荷量が大きければ，ブロックは一次元である．

The Goldstein-Dillonの は次式で定義される:

今，すべての顕在変数 と潜在変数 が標準化されていると仮定しよう．潜在変数 の近似が
ブロックMVの第1主成分 の標準化によって得られる．そして， が および式 (1)
を用いて推定され， が により推定される．したがって，我々は，
Dillon-Goldsteinの の推定値を得る：

Dillon-Goldsteinの が0.7より大きい場合，ブロックが一次元であると見なされる．この統計量

は，Cronbachの よりもブロックの一次元性のよりよい指標であると考えられる (Chin, 1998,
p.320)．

PLS パス・モデリングは，先験的 知識とデータ分析の混合である．Reflective法では，先験的

知識は，ブロックの一次元性や負荷量の符号に関係する．データがこのモデルに適合しなけれ
ばならない．もしそうでなければ，モデルから外れているいくつかの顕在変数を取り除いて修

正することができる．他の解決法は，モデルを変更して，次に説明するformative（形成） 法を
使用することである．

2.2. formative法

formative 法では，潜在変数  がそれの持つ顕在変数によって生成されることを仮定する．潜

在変数  は，その顕在変数の線形関数プラス残差項である：

formative モデルでは，顕在変数のブロックは多次元であってもよい．予測仕様条件は，次式に
あてはまることを仮定する：

この仮説は，残差ベクトル  がゼロ平均を持ち，MV と相関しないことを含意する.

xh ξ

π  h

ρ

ρ =  

 π  Var(ξ) +  V ar ϵ  (
h=1
∑
p

h)
2

h=1
∑
p

( h)

 π  Var(ξ)(
h=1
∑
p

h)
2

(5)

x  h ξ ξ

t  1 π  h cor(x  , t  )h 1

V ar(ϵ  )h 1 − cor (x  , t  )2
h 1

 =ρ̂  

 cor x  , t  +  1 − cor x  , t  [
h=1
∑
p

( h 1)]
2

h=1
∑
p

[ 2 ( h 1)]

 cor x  , t  [
h=1
∑
p

( h 1)]
2

(6)

 ρ̂
α

ξ

ξ

ξ =  ϖ x  +
h

∑ h h δ (7)

E ξ∣x  , … ,x  =( 1 p  j )  ϖ  x  

h

∑ h h (8)

δ x  h
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2.3. MIMIC法

MIMIC 法は，reflective法とformative 法の混合である．

ブロックの計量モデルは，次式のとおりである：

ここで，潜在変数は次式で定義される：

最初の 個の顕在変数はreflective 法に従い，最後の  個はformative 法に従う．予測

子指定仮説はまだあてはまり，残差については前と同じ結果を導く．

3. 構造モデル

因果モデルは，潜在変数間の１次方程式を導く（構造または内部モデル）：

予測子指定仮説がまだ適用される．

従属変数として出現することのない潜在変数は，外生変数と呼ばれる．それ以外は，内生変数

と呼ばれる．

4. 推定アルゴリズム

4.1. 潜在変数の推定

潜在変数  は，下記に手順によって推定される．

4.1.1. 標準化潜在変数( )の外部推定

標準化された潜在変数 (平均 = 0 で標準偏差 = 1) が．それらの中心化された顕在変数の一次結

合として推定される：

ここで，記号" "は，左側の変数が標準化された右側の変数を表し，" "の符号は，符号のあい
まいさを示す．このあいまいさは， が の大部分に正に相関するように符号を選択するこ
とによって解決される．

x  =h π  +h  0 π  ξ +h ϵ   pour h =h 1, … , p  1 (9)

ξ =  ϖ x  +
h=p  +11

∑
p

h h δ (10)

p  1 (p − p  )1

ξ  =j β  +j  0  β  ξ  +
i

∑ ji i v  j (11)

ξ

ξ  −j m  j y  j

y  ∝j ± w  x  −  [∑ jh ( jh xjh)] (12)

∝ ±
y  j x  jh
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標準化潜在変数は，最終的に，次式で書かれる：

係数 と は，両方とも外部重みと呼ばれる．

平均 は次式で推定される：

そして，潜在変数 は:

すべての顕在変数が，同じ測定尺度で観察される場合，潜在変数の推定値を元の尺度で表現す
る（Fornell (1992))のがよい：

式 (16) は，すべての外部重みが正である場合に適している．最終的に，ほとんどの実際の適用

では，潜在変数の推定は，個々の得点を比較するための参照尺度を持つために，0-100 尺度で
あることが要求される．式 (16)から，i番目の観測ケースについて，これは次の変換式によって
簡単に得られる：

ここで， と は，それぞれ，すべての顕在変数に共通する測定尺度の最小値と最大値

である．

4.1.2. 準化潜在変数 の内部推定

標準化された潜在変数  の内部推定値 は，次式で定義される：

ここで，内部重み は， および と接続された の間の相関と符号が等しい．２つの潜

在変数の間にリンクが存在すれば，それらは接続される．アロー・ダイアグラムの中で，１つ
の変数から出て他の変数に行く矢印が，因果モデルを説明している．この内部重みの選択は，
セントロイド（重心）スキームと呼ばれる．

セントロイド・スキーム :

この選択は，相関の符号が非常に小さな揺れで変化して，相関が近似的にゼロである場合，欠
点を示す．しかし，これは実際の応用では問題なさそうである．

y  =j  (x  −∑w~jh jh  )xjh (13)

w  jh  w  jh
~

m  j

 =m̂j   ∑w~jhxjh (14)

ξ  j

  =ξ̂j  x  =∑w~jh jh y  +j  m̂j (15)

  =ξ̂j
⋆

 

 ∑w~jh

 x  ∑w~jh jh (16)

  =ξ̂j
0−100 100 ×  

x  − x  max min

  − x  ξ̂j
⋆

min
(17)

x  min x  max

(x  −j m  )j z  j

(x  −j m  )j z  j

z  ∝j  e  y  

j :ξ   is connected to ξ  

′
j′ j

∑ jj′ j′ (18)

e  jj′ yj y  j y  j
′
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オリジナルのアルゴリズムでは，内部推定は，式(18) の右側の項であり，そこには標準化がな
い．標準化は，潜在変数の最終の内部推定について何も変更せず，方程式の記述を単純化する
場合があるので，我々は標準化することを優先する．

内部重みの選択について，他に２つのスキームがある．要因スキームとパス重みづけ（または
構造）スキームである．これらの２つは，以下のように定義される：

要因スキーム :

内部重み は， と の間の相関に等しい．これは上記のセントロイド・スキームの欠点に対

する解答である．

パス重みづけスキーム（構造） :

に接続されている潜在変数が，２つのグループに分割される： を説明する潜在変数である
の先行者と， によって説明される潜在変数である追従者．

潜在変数 の先行者 では，内部重み は， の先行者に関係するすべての でのyj の多重

回帰での の回帰係数に等しい． が の後継者であるなら，内部重み は， と の間の
相関に等しい．

これらの新しいスキームは，結果に有意に影響しないが，理論的理由でとても重要である．実

際，それらはPLS パス・モデリングを通常のmultiple table 分析手法に関係づけることを可能に
する．

Horstスキーム: :

内部重み は常に1である．これは， PLSパス・モデリングのために開発された最初のスキー
ムの1つである．

4.2. 重みの推定のためのPLS アルゴリズム

4.2.1. 重み の推定モード

重み を推定する３つの伝統的な方法がある ：モード A, モード B, モード C ．

モード A:

モード A では，重み は，内部推定 上の の単回帰での の回帰係数である：

は標準化されている．

モード B:

モ ー ド  B で は ， 重 み の ベ ク ト ル \xi_j
x_{jh} - \overline{x}_{jh} z_j$の重回帰における回帰係数

e  ji y  i y  j

ξ  j ξ  j

ξ  j ξ  j

ξ  j ξ  j
′ e  jj′ ξ  j y  j

′

y  j
′ ξ  j

′ ξ  j e  jj′ y  j
′ y  j

e  ji

w  jh

w  jh

w  jh z  j x  jh z  j

w  =jh cov(x  , z  )jh jh (19)

z  j

w  jh w  は，同じ潜在変数j

に関係する顕在中心化変数( )上の
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ベクトルである：

ここで は，j番目の潜在変数 に関係する中心化顕在変数 によって定義された列

を持つ行列である．

モードA はreflective 計量モデルによるブロックに， モード B は formative の方に適している．
モード Aはよく内生潜在変数に， モード B は外生潜在変数に使用される．計量モデルがMIMIC
法の場合，モード A と B は同時に使用できる．モード A は，モデルの reflective 部に，モード
B はformative 部に使用される．

実用の場面では，しばしば各ブロックの内部に強い多重共線性があるので，モード B はあまり
簡単には使えない．このような場合，OLS重回帰の代わりに PLS 回帰を使用できる． 実際の
ところ，モード A は，本質的にPLS 回帰の第１成分であり，モードB はすべての PLS 回帰成

分（したがって，OLS 多重回帰と合致する）をとる．したがって，PLS 回帰を実行して，ある
数の有意な成分を保持すると， モデルA とモデル Bの間の新しい中間モードとなる．

モード C (centroid):

モード C では，重みはすべて絶対値が等しく，顕在変数とそれらの潜在変数の間の相関の符号

が反映される：

これらの重みは，結果の潜在変数が単位分散を持つように正規化される．モード C は，実のと
ころ，顕在変数からそれらの潜在変数へのリンクのformative法に帰するもので，実践者にとて
も直感的な理解を提供するモード B の特別なケースを意味する．

4.2.2. 重みの推定

PLS アルゴリズムのステップは，重み の任意のベクトルで開始される．これらの重みは，
単位分散を持つ潜在変数を得る目的で標準化される．

重みの初期値の良い選択は，  ，または，より単純に，$w_{jh} =
sign(cor(x_{jh}をとることであり，ただし および 0 ，さもなければ，各ブロックのPCA
からの第1固有ベクトルの要素であり得る．

そして，モードの選択によって外部および内部推定のステップが，収束するまで繰り返される
（収束は2ブロックの場合にのみ保証されるが，実用上は，2つ以上のブロックに出くわすこと
がよくある）．

最後のステップの後，内部重み ，標準化潜在変数 ，潜在変数

の推定平均値 ， の最終の推定値 についての
最終結果が産出される．後者の推定値は， (16) と (17) の変換によって再尺度化することがで
きる．

潜在変数の推定値は，モードA での顕在変数の尺度に敏感であるが，モードB ではそうではな
い．後者の場合，外部 LV の推定値は，その顕在変数によって生成される空間での内部 LV 推定

w  =jh X  − X  X  z  ( j
′

j)
−1

j
′

j (20)

X  j ξ  j x  −jh  xjh

w  =jh sign(cor(x  , z  ))jh j (21)

w  jh

w  =jh sign(cor(x  , ξ  ))jh h

h = 1

 w  jh
~ y  =j  (x  −∑w~jh jh  )xjh ξ  j

 =m̂j   ∑w~jhxjh ξ  j   =ξ̂j  x =∑w~jh jh y  +j  m̂j
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値の射影である．

4.3. 構造方程式の推定

構造方程式 (11) は，潜在変数 がそれらの推定値 に置き換えられる個々の OLS 重回帰によ
って推定される．通常と同様，OLS 重回帰の使用は，推定された潜在変数間の強い多重共線性

の存在によって邪魔されるかもしれない．そのような場合，代わりに PLS 回帰が適用できる．

5. 欠損値の取扱い

XLSTAT-PLSPMでは，欠損値の専用の取扱い(Lohmöller, 1989)がある：

1. データ中のいくつかのセルが欠損している場合，顕在変数の平均と標準偏差が，利用可能な
すべてのデータで計算される．

2. すべての顕在変数は中心化されている．

3. 全体ブロック jで1つのユニットが欠損値の場合，顕在変数の推定値  が，このユニットに
ついて欠損している．

4. ブロック （ただし，すべてではない）でユニット i が欠損値を持つ場合，外部推定値 が
次式で定義される：

これは，変数 の各欠損値が，平均 に置き換えられることを意味する．

5.その潜在変数で，ユニット i がいくつかの欠損値を持つ場合，内部推定値 が次式で定義さ
れる：

これは，変数 の各欠損値が，平均0に置き換えられることを意味する．

6. 重み は，下記の手順に基づいて利用可能なすべてのデータを用いて計算される：

モード Aでは: 外部重み は，利用可能なデータで計算された 上の の回

帰での の回帰係数．

モード Bでは: 欠損値がない場合は，外部重みベクトル wは:

ここで は の共分散行列で， は変数 と の間の共分散の列ベクト
ル．

ξ  j   ξ̂j

y  j

j y  ji

y  =ji   (x  −
jh:x   existsjhi

∑ w~jh jhi  )xjh

x  jh  xjh

z  ji

z  =ji  e  y  

k:ξ   is connected with ξ   and y   existsk j ki

∑ jk ki

y  k

w  jh

w  jh z  j (x  −jh  )xjh

z  j

w  j

w  =j [V ar(X  )] Cov(X  , z  )j
−1

j j

V ar(X  )j X  j Cov(X  , z  )j j x  jh z  j
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欠損値がある場合は， と の各要素が，利用可能なデータと前の数式で
計算される のすべての対を用いて計算される．

このペアワイズ除去手順は，異なる標本サイズや異なる統計単位での心配される共分散の計算

の欠点を示す．しかしながら，欠損値がわずかな場合では，とてもロバスト（頑健）なようで
ある．これは， 次のセクションで示すblindfolding 手順が，なぜパラメータごとにとても小さ
な標準偏差を産出するかを正当化する．

7. パス係数は，いくつかの潜在変数が他と関係する重回帰での回帰係数である．いくつかの欠
損値がある場合，ポイント6 (モード B) で説明された手順が，パス係数を推定するためにも使

用される．

それでもなお，欠損値は，平均インピュテーション（補完），リストワイズ除去，多重インピ
ュテーション，NIPALS アルゴリズム（後述）など，その他諸々の伝統的な手順で取り扱うこ
ともできる．

6. モデルの検証

パス・モデルは，3つのレベルで検証できる： (1)計量モデルの品質，(2) 構造モデルの品質，
(3) 各構造回帰方程式.

6.1. Communality（共通性）と redundancy（冗長性）

共通性指標は，各ブロックについての測定モデルの品質を測定する．ブロック について，そ
れは次式のように定義される：

共通性の平均は，すべての  の平均:

ここで は，すべてのブロックでの權坐変数の合計数．

冗長性指標は，各内生ブロックの構造モデルの品質を測定する．内生ブロック について，次

のように定義される：

すべての内生ブロックの平均冗長性も計算できる．

適合度 (GoF) の全体基準は，平均共通性と平均 の幾何平均として提案されている（Amato,
Esposito Vinzi および Tenenhaus 2004）：

V ar(X  )j Cov(X  , z  )j j

w  j

j

Communality  =j   cor (x  , y  )
p  j

1

h=1

∑
p  j

2
jh j (22)

cor (x  , y  )2
jh j

 =Communality   p  Communality  

p

1

j=1

∑
J

j j (23)

p

j

Redundancy  =j Communality  ×j R (y  , y   explaining y  )2
j { j′ j} (24)

R2

GoF =   × Communality  R2 (25)
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実際のところ， LISRELとは異なり（LISRELでは 2や関連測度を持つのに対して），PLSパ
ス・モデリングは，モデルの全体的検証（グローバル・バリデーション）をユーザーに提供す
る指標がもとともと欠けていて，どのようなグローバル・スカラー関数も最適化しない． GoF
は， PLSモデルを全体的に検証するための指標として，測定の性能と構造モデルの間の譲歩の
探索として，それぞれ意味を持つので，この問題の運用的解決を表す．

6.2. Blindfoldingアプローチ: 交差検証された共通性と冗長性

cv-communality（cv はcross-validatedの略） 指標は，各ブロックの測定モデルの品質を測定す
る．これは，ブロック MV とそれらが持つ潜在変数の間のblindfolding（目隠し）手順で計算さ
れた一種の交差検証されたR2乗である．

各構造方程式の品質は，cv-redundancy 指標（すなわち，Stone-Geisserの Q2）で測定され
る．これは，推定された構造モデルを用いて，内生潜在変数の顕在変数と内生潜在変数を説明

する潜在変数に関連づけられたすべての顕在変数の間の一種の交差検証されたR2乗である．

Wold (1982, p. 30) に従って，Stone と Geisserの交差検証（クロス・バリデーション）テスト
は，ソフト・モデリングにぴったりと合っている． PLS パス・モデリングでは，各ブロックの
統計量と各構造回帰が利用できる．

回帰係数の有意水準は，通常のStudentの統計量または，ジャックナイフもしくはブートストラ
ップのような交差検証手法を用いて計算できる．

これは，Herman Woldが提案したblindfoldingアプローチの説明である：.

1. データ行列を 個のグループに分ける．Herman Wold は の値を推奨している． 下記

の表は， 12個の統計単位と5 個の変数でできたデータ集合の事例である．1番目のグループ
は，文字aに関連して，2番目のは文字bに，などである．

 |  |  |  |  |----|----|----|----|----| a|f|d|b|g| b|g|e|c|a| c|a|f|d|b| d|b|g|e|c| e|c|a|f|d|
f|d|b|g|e| g|e|c|a|f| a|f|d|b|g| b|g|e|c|a| c|a|f|d|b| d|b|g|e|c| e|c|a|f|d|

2. セルの各グループが，順番にデータから除去される．したがって，セルのグループが，欠損

して現れる（たとえば，文字a を持つすべてのセル）．

3. 各回，グループの1つを除くことにより，PLS モデルが 回実行される．

4. モデルの品質を評価する１つの方法は，他の潜在変数を用いて顕在変数を予測する能力の測

定にある．2つの指標が用いられる: 共通性と冗長性．

5. 共通性のオプションでは，下記の数式による潜在変数の推定を用いて，分析には含まれてい
ない中心化顕在変数の値についての予測を得る：

ここで  と は，変数 のi番目の値が欠損しているデータで計算されている：

以下の項が計算される：

１つの MVについてのオブザベーションの2乗和: .

G G = 7

x  1 x  2 x  3 x  4 x  5

G

Pred(x  −jhi  ) =xjh  y  π̂jh(−i) j(−i)

 π̂jh(−i) y  j(−i) x  jh

SSO  =jh  (x  −∑i jhi  )xjh
2
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１つのMVについての予測誤差 2乗和: .

ブロック についてのオブザベーションの2乗和 : .

ブロック についての予測誤差2乗和: .

ブロック についてのCV-共通性測度: .

6. 指標 は，クロス・バリデーションされた共通性指標である． cv-共通性指標の平均は，も
しそれらがすべてのブロックで正であれば，計量モデルの全体的品質を測定するのに使用でき
る．

冗長性のオプションでは，下記の数式を用いて，分析では使用されていない中心化顕在変数の
値での予測を得る：

ここで は前のパラグラフと同様で， は変数 のi番目の値が欠損してい
るデータで計算された回帰モデルを用いた，内生潜在変数 のi番目のオブザベーションの予測

値である．

以下の項が計算される：

１つの MVについての予測誤差2乗和V:

ブロック についての予測誤差2乗和:

内生ブロック についてのCV-冗長性測度:

指標 は，クロス・バリデートされた冗長性指標である．内生ブロックに関係したさまざまな
cv-冗長性指標の平均は，もしそれらがすべての内生ブロックについて正であるならば，構造モ
デルの全体的品質を測定するのに使用できる．

6.3. 再標本化: ジャックナイフとブートストラップ

PLS-PM パラメータの有意さ，その推定手法の分布フリーな性質による一貫性は，ノン・パラ
メトリックな手順によって評価される．実際のところ，伝統的な目隠し手順に加えて，ジャッ
クナイフとブートストラップの再標本化オプションが利用できる．

SSE  =jh  (x  −∑i jhi  −xjh  y  )π̂jh(−i) j(−i)
2

j SSO  =j  SSO  ∑
h jh

j SSE  =j  SSE  ∑
h jh

j H  =j
2 1 −  

SSO  i

SSE  j

H  j
2

Pred(x  −jhi  ) =xjh  Pred(y  )π̂jh(−i) j(−i)

 π̂jh(−i) Pred(y  )j(−i) x  jh

y  j

SSE  =jh
′

 (x  −
i

∑ jhi  −xjh  Pred(y  ))π̂jh(−i) j(−i)
2

j

SSE  =j
′

 SSE  

h

∑ jh
′

j

F  =j
2 1 −  

SSO  j

SSE  j
′

F  j
2



XLSTAT-PLSPM  1510 解説  

6.3.1. ジャックナイフ

ジャックナイフ手順は，（サイズ の）オリジナルの標本から特定の数のユニットを削除して
再標本を構築する．デフォルトのオプションは，各ジャックナイフ部分標本が ユニット
でできているように，1回に1ユニット削除するものである．削除されたユニットの数を増大す
ることは，部分標本の数がより少なくなるので，t 統計量の頑健さでの潜在損失につながる．
完全な統計的手順は，Chin (1998, p.318-320)で説明されている．

6.3.2. ブートストラップ

一方，ブートストラップ標本は，オリジナルの標本からの置き換えによる再標本で構築され
る．その手順は，オリジナルの標本中と同じユニット数でできた標本を産出する．再標本の数

を指定してなければならない．デフォルトは 100だが，（200などの）より高い数で，より妥

当な標準誤差の推定を導く場合がある．

PLS-PMでは潜在変数が符号に合わせて定義されていることを勘案しなくてはならない．この
意味するところは，  と  が両方とも同等な解であるということ
である． Wold (1985)は，この非決定性を除去するために，顕在変数  と潜在変数  の間

の大部分の相関が正符号を示す解を採用することを提案している．オリジナルの標本で得られ
た第1固有ベクトルの要素の符号を参照することは，異なるブートストラップ再標本での符号
をコントロールする方法でもある．

GSCA (Generalized Structured Component Analysis)

Hwang and Takane (2011)によって提案されたこの手法は， Alternating Least Square algorithm
(ALS)と呼ばれるアルゴリズムを用いて，グローバル関数を最適化することができる．

GSCA は成分分析の伝統に沿っている．それは， PLSと同様に因子の代わりに成分を使う．
ただし，PLSとは異なり， GSCAはグローバル最小2乗最適化基準を提供する．それは，モデ
ル・パラメータの推定を得るために絶えず最小化される．GSCAは，PLSの利点（すなわち，
分布の仮定に制限が少ない，不適解がない，独特な成分スコア推定）をすべて完全に保持しな
がら，モデル適合の全体の測度を実装する．さらに，GSCAは，PLSに比べて，より多様なパ
ス解析を取り扱う．

は観察変数の  の行列を示すこととする． が列方向に中心化され，単位分散で尺度化

されていると仮定する．すると，GSCA のモデルは，次のように表記できる．

および

ここで , および である．(1)では， は，すべての内生観察変数と合成変数

の  ×  の行列で， は，すべての外生観察変数と合成変数の  ×  の行列で， は，内

生変数に関係づけられた成分重みの  ×  の行列で，  は，外生変数の成分重みの  ×  の
行列で，  は，成分の観察変数への成分負荷量の行列（ と表記）と，成分間のパス係数の行

列（ と表記）からなる  ×  の超行列である．すなわち， で，  は残差の行列

である．

N

N − 1

y  =j  (x  −∑w~jh jh  )xjh −y  j

x  jh y  j

Z N × J Z

ZV = ZWA + E

P = GA + E (1)

P = ZV G = ZW P

N T G N D V

J T W J D

A C

B D T A = [C,B] E
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我々は，残差の平方和 ができるだけ小さくなるように，未知

のパラメータ ， ， を推定する． この量は，次のように ， ， によって最小化され
る．

ここで である．  や  での成分は，識別の目的で正規化されてい
る．

ここで SS(X) = trace(X’X)である． P や G での成分は，識別の目的で正規化されている．

V，W，Aはセロまたはあらゆる固定要素を含むことができるので，我々は (2)を解析的に解く
ことができない． その代わりに，我々は，(2)を最小化するために代替最小2乗 (ALS) アルゴリ
ズム (de Leeuw, Young, & Takane, 1976) を開発する．一般的に，ALSは，固定点が最適化され
るべき関数の定留（累積）点であるような， FPアルゴリズムの特殊例とみなすことができ
る．

提案されたALS アルゴリズムは，2つのステップからなる：最初のステップで，固定された
と で が更新される．2番目のステップでは， と が固定された で更新される．
(Hwang and Takane, 2004)

RGCCA (Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis)

Tenenhaus ら (2011) によって提案されたこの手法は，PLSPM アルゴリズムととても似たアル
ゴリズムを用いてグローバル関数を最適化することができる．

PLS アプローチとは異なり，RGCCA の結果は，潜在変数間，および顕在変数とそれらの関連

する潜在変数との間の相関である（アルゴリズムの最後に回帰はない）．

RGCCA は，PLSアプローチのそれに類似した単純な繰り返しアルゴリズムに基づく：

1 - PLSPM アルゴリズムと同様な方法で外部重みの初期化．

2 – タウ・パラメータを用いて外部重みを標準化：

3 - 使用されるスキームによって各潜在変数の内部成分を計算（内部スキームはPLSPMと同

様)．

ただし は内部重みで，潜在変数 と が関係する場合， .

4 - O外部重みが更新される：

E = ZV − ZWA = P − GA

V W A V W A

f = SS(ZV − ZWA) = SS(P − GA) (2)

SS(X) = trace(X X)′ P G

V

W A V W A

w  =j
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5 - アルゴリズムが収束するまであるテップ 3 と 4 を繰り返す．

アルゴリズムが収束すると，タウ・パラメータの選択に応じて，特定の関数を最適化する結果

を得る．.

タウは，各潜在変数に設定されるべきパラメータである．これは，潜在変数に関する“モード”
を調整することを可能にする．tau = 0 のとき，モード B のケースとなり，PLSPM と RGCCA
の結果が類似する．tau = 1 のとき，（M. Tenenhausによれば）新しいモード A になる．この
モードは，PLSPM のモード A に近いが，任意に関数を最適化する．タウが 0 と 1 の間で変化

するとき，潜在変数モードは，モード A とモード B の中間になる．RGCCAに関する詳細につ
いては，Tenenhaus ら. (2011)を参照．

RGCCAの枠組みでは， XLSTAT-PLSPMは， Ridge RGCCA モードを使用できる．このモード
は， Tenenhaus et al. (2011)で再現されているSchäfer and Stimmer (2005)の式を用いて最適な
タウ・パラメータを探索する．

NIPALS アルゴリズム

PLS アルゴリズムのルーツは，NILES (Non linear Iterative LEast Squares estimation)にあり，
それは後に主成分分析用のアルゴリズムである  NIPALS (Non linear Iterative PArtial Least
Squares)となった (Wold, 1966)．我々はここで，H. Woldのオリジナルのアルゴリズムを思い
出して， それをPLS-PM の枠組みに含めることのできる方法を示す．NIPALS アルゴリズムの
関心は，それが示すように2つある： PLSが欠損値をどのように取り扱うのかと，PLS アプロ
ーチをどのようにして複数の次元に拡張するのかである．

オリジナルのNIPALS アルゴリズムは，欠損値がある場合のPCA の実行のために用いられる．
このオリジナルのアルゴリズムは，主成分を標準化することにより，PLS の枠組みに組み込む
ためにわずかだけ修正できる．一旦これを行うと，NIPALS アルゴリズムの最終ステップは，
ちょうどたった1つのデータのブロックが利用可能な場合のPLS アプローチのモードA とな
る．これは，reflective な顕在変数のブロックに適用されたときに，じつはPLS-PM はPCAの1
次の結果を産出することができることを意味する．

その他の次元は，前の標準化主成分の の残差で作業することにより得られる．

変数の2つの集合のための PLS アプローチ

PLS パス・モデリングは，2つの変数の集合に関する主要なデータ分析手法を見つけるために
も使用できる．表１は，2つのデータ表のPLS パス・モデリングと4つの伝統的な多変量解析手

法の間の完全等価を示す．この表では，高次元成分の調査のためのデフレーション（縮減）操

作の使用が言及されている．

表 1: 変数  と  の2つのブロックに適用されるPLS アルゴリズムと各種手法の対応
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 -- 正準相関分析
Inter-Battery因
子分析

X1でのX2のPLS
回帰

X1に関するX2の冗長
性分析

X1の計算モ
ード

B (デフレーシ
ョン)

A (デフレーショ
ン)

A (デフレーショ
ン)

B (デフレーション)

X2の計算モ
ード

B (デフレーシ
ョン)

A (デフレーショ
ン)

A (デフレーション
なし)

A (デフレーションな
し)

上に言及された結果の分析デモは，Tenenhaus ら，2005で説明されている．

変数のJ 個の集合に対するPLS アプローチ

PLS パス・モデリングのさまざまなオプション（外部推定のモード A または B；内部推定のセ
ントロイド，要因，パス重みスキーム）は，マルチプル・テーブル分析のためのたくさんの手

法を見つけることもできる：一般化正準相関分析（Horstの（1961) および Carrollの(1968)），

多因子分析（Escofier およびPagès，1994），Lohmöllerの分割主成分分析(1989)，Horst'の最

大分散アルゴリズム(1965)．

PLS とこれらの手法の連関は，Guinot, Latreille および Tenenhaus (2001) と Pagès および
Tenenhaus (2001)の中の実践的事例で研究されている．

変数 の 個のブロックが同じ統計単位の集合で観測される状況を考えよう． これ
らの潜在変数 を推定するために， Wold (1982) は，下記に定義される階層的モデルを提案し
た：

J 個のブロック  をスーパーブロックに融合することにより，新しいブロッ
ク  が構築される．

スーパーブロック  は，1つの潜在変数  によって要約される．

パス・モデルは，各外生 LV  を内生 LV  に接続する．

3つのブロックの変数について階層的モデルを記述する矢印のスキームを図 1に示す．

X  , … ,X  1 j J

ξ  j

X  , … ,X  1 j

X

X ξ

ξ  j ξ
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図 1: 変数のJ 個のブロックのPLS 分析のための階層モデル．

表 2 は，外部推定モード（A または B）の選択と内部推定スキーム（セントロイド，要因，パ
ス重み）の選択の選択によってそれぞれ構成される階層 PLS-PM と複数のマルチプル・テーブ
ル分析の間の連関を要約する．

外部推定

の計算モ
ード

セントロイド・スキ
ーム

要因スキーム 構造スキーム

A PLS Horstの一般化

正準相関分析

PLS Carrollの
一般化正準相
関分析

Lohmöllerの分割主成分分析 / Horstの最大

分散アルゴリズム /Excofier and Pagès 多
因子分析

B
Horstの一般化正準

相関分析 (SUMCOR
基準)

Carrollの一般

化正準相関分
析

 

表 2: PLS パス・モデリングとマルチプル・テーブル分析

表 2で説明される手法では， ブロックのデフレーション（縮減）後にPLS モデルを再実行す
ることによって，より高次元の成分が得られる．

いくつかの ブロック（またはそれらのすべて）で，より高次元の直交成分を得ることも可

能である．階層 PLS モデルが選択された縮減 ブロックで再実行される．

より高次元の成分の直交コントロールは， PLS アプローチの素晴らしい利点である（詳細と応

用事例はTenenhaus (2004) を参照）．

結局，PLSパス・モデリングは，マルチプル・テーブルの分析のための一般的枠組みとしての
意味を持つ．この文脈では，このアプローチは通常のデータ分析手法を再生するが，アルゴリ
ズムの2つステップ（潜在変数の内部と外部推定）で異なる推定モードとスキームの混合が選

択された場合やさまざまな直交制約が選択された場合，新しい手法の開発が可能になる．した
がって，PLS パス・モデリングは，潜在変数間の構造的関係性の方法で，観測変数のマルチブ
ロック構造を調査するためのとても柔軟な環境を提供する，と言うことができる． このような
一般的で柔軟な枠組みは，データ分析におけるよりもモデリング・アプローチにおいてより古

典的な，推定されたパラメータとさまざまなブロックの適合指標に関するノン・パラメトリッ
クな検証手順（ブートストラップ，ジャックナイフ，ブラインド・フォルディングなど）によ
って，データ分析を強化することもできる．

PLS パス・モデリングにおけるマルチグループ比較検定

グループ間でパラメータを比較するための2つの検定がXLSTAT-PLSPMに含まれている： ブー
トストラップ標準誤差に基づく適応化 t 検定および並べ替え検定．

マルチグループ検定:

Wynne Chin がパス係数を比較するこの検定を用いた最初だった．この検定は， t検定によるパ
ラメトリックな意味でのブートストラップ・サンプリングから得られる推定値を用いる．パラ

X

X  j

X  j
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メトリックな仮定をして，ブートストラップ標本によって提供される構造パスでの標準誤差を
取り，そして，グループ間のパス係数の差での t検定を計算する．

ここで，  と  はグループのサイズで，  はブートストラップ・サンプリングを用いて
得られる係数  の分散である．これは，  自由度を持つスチューデント分布に従

うであろう．このアプローチは，2つの標本が正規性からそれほど外れておらず，2つの分散が
異なりすぎていない場合に，合理的によく動作する．

並べ替え検定:

並べ替え検定は， t 検定に対するノン・パラメトリックな代替を提供し，PLS パス・モデリン
グによくフィットする．それらは，Chin (2008) およびJakobowicz (2007)において，PLSパ
ス・モデリングと一緒に使用された：

統計量 を選択する． PLS パス・モデリングの場合，オブザベーションの2つのグループの間

のパラメータの差の絶対値を取る．

グループ à  に関連づけられた2つのオリジナル標本で，この統計量の値を計算する．

2つの標本の要素を無作為に並べ替えて，S 統計量 を計算する．このステップを 
回繰り返す（とても大きな を用いる）．

p値が下記の式によって得られる：

関数  は，  のとき1で，それ以外は 0 ．

REBUS アルゴリズムを用いたセグメンテーション (Esposito Vinzi et al., 2008)

ユニット・レベルでの不均一が存在する場合，定義されたモデルで同じように振る舞うユニッ
トのクラスタを得ることは有用であろう．REBUS アルゴリズム（Response Based procedure
for detecting unit segments in PLS path modelling）は，定義されたPLSモデルを用いてクラス
タを発見し，PLS パス・モデリングを用いて残差を得る方法を提供する．これは単純なアルゴ
リズムに基づいている：

1- データ集合全体に PLS パス・モデリングを適用する．

2- 顕在変数と潜在変数の残差を計算し，残差で凝集型階層クラスタリングを適用する．

3- 同じ PLS モデルを用いてユニットの各クラスでPLSパス・モデリングを適用する．クラスと
同じだけの数のサブ・モデルを得る．

t =  
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4- 各サブ・モデルについて顕在変数と潜在編すの残差を計算し，各ユニットとクラスでの CM
指標を計算する．

5- （CMの観点で）最も近いモデルにユニットを割り当てる．

6- クラスの構成を更新する．

3 から 6 を繰り返して，ユニットが安定したクラスが得られる．

ユニット i と クラス  のCM 指標は：

ここで，Com() は共通性指標；  はj番目のブロックにおけるh番目の顕在変数に対応する k
番目の潜在クラスにおけるi 番目のユニットの計量モデル残差，すなわち共通性残差；  は

番目の内生ブロックに対応するk 番目の潜在クラスにおけるi番目のユニットの構造モデル残

差；  はユニットの数；  は次元の数である．すべてのブロックがreflectiveであることを仮

定しているので，常にブロックごとに1次元（潜在変数）があることになる．

XLSTAT-PLSPM は，REBUS 法を適用するためのオプションを提供している:

クラスの数：ユーザーは，クラスタ分析の際にクラスの数が設定される自動と，クラス
の数を手動で入力する手動のいずれかを選べる．

収束：ユニットの固定されたパーセンテージ（デフォルト値は95%）が，1つの繰り返し
から次の繰り返しで留まっているなら，アルゴリズムは収束する．

REBUS 法は，すべてのブロックがreflective （モードA ）で，グループが選択されていない場

合のみに適用できる．

モデルの全体的な品質指標は，セグメンテーションの品質を判断することを可能にする． この
指標は，単一のクラスを使用している場合，GoF に相当する．複数のクラスが得られている場

合，下記の式で得られる：

k
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ただし  はクラス  のサイズで，  は潜在変数  に関係する顕在変数の数で，  は顕在変

数から得られる残差で，  は潜在変数のスコアから得られる残差である．

GQIに加えて，XLSTAT-PLSPM は GQIの全体的な改善および外部モデルと内部モデルに基づく
GQI の分解を表示する．

消費者満足度の分析のためのマーケティング表示

クラシックおよびエキスパート表示に加え，XLSTAT-PLSPM はマーケティングおよび満足度

分析用に特別にデザインされたインタフェースをユーザーに提供する**マーケティング**表示

を提案する．

この表示は，デフォルト値を多数のパラメータに設定し，変数を取り扱うための単純化された
方法を提案する：顕在変数と潜在変数の尺度を最初から選択する（**モデルの適合**の段落を
参照）．

デフォルトではPLSパス・モデリング法，パス重み（構造）スキームおよびOLS回帰が使用さ
れる．初期重みが最初の主成分分析の固有値によって得られ，単一の次元が表示される．

セグメンテーション・オプションは，均質なオブザベーションのクラスを抽出するために
REBUS 分析を実行でき，複数グループの検定が**オプション**タブで定義できる．

この表示は変数（顕在および潜在）の変更の目的潜在変数での影響を評価することを助けるチ
ャートとシミュレーション表も提案する．

モデル・ライブラリからのモデルの読み込み

XLSTAT-PLSPM は，既存の構造モデルを簡単に読み込むことができる．モデルを読み込みア
イコンを用いて，モデル・ライブラリ内から読み込むモデルを選ぶ．

読み込まれたモデルがすでに開かれているモデルを置き換えるが，データと結果は保持され
る．ただし，顕在変数と潜在変数の関連づけ操作が追加で行われている．

下記は，ライブラリ内で利用可能なモデルの一覧である（.ppmxmod ファイル）：

ECSI (European Customer Satisfaction Index)

ACSI (American Customer Satisfaction Index)

SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer)

Norwegian Customer Satisfaction Barometer (NCSB),

Swiss Index of Customer satisfaction (SWICS)

Korean Customer Satisfaction Index (KCSI)

Malaysian Customer Satisfaction Index(MCSI)

Simplified ECSI (excludes the complaints variable)

n  k k P  q q e2

f 2
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プロジェクト  
XLSTAT-PLSPM プロジェクトは，特別なExcel ワークブック・テンプレートである．新規のプ
ロジェクトを作成するとき，そのデフォルト名はPLSPMBookで始まります．それは好きな名

前で保存できるが，Excel 2003以前では*.ppm，Excel 2007以降では*.ppmxの拡張子を用い
て，PLSPM プロジェクト用のフォルダにそれを保存するために，XLSTAT-PLSPM ツールバー
の“保存” または “名前をつけて保存”コマンドを使用していることを確認する．

生のXLSTAT-PLSPM プロジェクトは，消去できない2つのシートからなる：

- D1: このシートは空で，使用したいすべての入力データをこのワークシートに追加する必要が
ある．

- PLSPMGraph: このシートは白紙で，モデルを設計するために使用する．このシートを選択し
た場合，“パス・モデリング” ツールバーが表示される．このシートから離れると，そのツール
バーは非表示になる．

モデルが設計されると，最適化を実行することができる．そして，結果のシートが
PLSPMGraphシートの後ろに追加される．

新しい変数を追加する前にモデルを記録して，あとからそれを再読込みすることができる（よ
り詳細はツールバー の節を参照）．

新しいプロジェクトが作成されるたびに，XLSTATはどの表示をしたいかをユーザーに問う．
目的や熟練度に応じて3 つのオプションから選ぶことができる．

保存したモデルを読み込むこともできる（詳細は**ツールバー**の段落を参照）．
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オプション  
オプションのダイアログ・ボックスを表示するには，“XLSTAT-PLSPM” ツールバーの  ボタ
ンをクリックする．XLSTAT-PLSPM モジュールの一般オプションを定義するために，このダ
イアログ・ボックスを使用する．

一般 タブ:

表示: PLS パス・モデリングおよび XLSTAT-PLSPM は複雑なので，2つの表示する．タイルが
ある．クラシックは共通に使用されるすべてのオプションを含んでおり，エキスパートはより
高度な機能を使用できるようにする。そして、マーケティング表示は、マーケティングおよび
満足度分析に適した設定が得られる。

XLSTAT-PLSPM プロジェクトのパス: このパスは，マシンのアドミニストレータ権限を持つ場

合のみ変更ができる．[…]ボタンをクリックすると，適切なフォルダを選択できるボックスが
表示されて，ユーザー・ファイルを保存するフォルダを変更できる．このフォルダは，すべて
のタイプのユーザーに読み込みと書き込みのアクセスができる．

形式 タブ:

PLSPMGraph シートに表示されるさまざまなプロジェクトの形式を設定するには，このオプシ
ョンを使用する:

潜在変数（Latent variables）: 潜在変数を表す楕円の境界線の色とサイズ，さらに背景

色，およびフォントの色とサイズを定義できる．

顕在変数（Manifest variables）: 顕在変数を表す四角形の境界線の色とサイズ，さらに
背景色，およびフォントの色とサイズを定義できる．

矢印 (MV-LV): 顕在変数と潜在変数の間の矢印の色とサイズを定義できる．

矢印 (LV-LV): 潜在変数の間の矢印の色とサイズを定義できる．

注意 1: OK ボタンを押したら変更が考慮されるように，  ボタンをクリックして表示を最適

化する必要がある．

注意 2: これらのオプションは，PLSPMGraph シートの1つまたは複数のオブジェクトの形式を
変更してしまうことを防ぎません．Excelの描画ツールバーを用いて，オブジェクトの塗りつぶ
しや境界線を変更できる．
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ツールバー  
XLSTAT-PLSPM は， “XLSTAT-PLSPM” と “パス・モデリング”の2つのツールバーを持ってい
る．

“XLSTAT-PLSPM” ツールバーは，XLSTAT ツールバーのXLSTAT-PLSPM アイコン  をクリッ
クすると表示できる．

 新規の PLSPM プロジェクトを開くには，このアイコンをクリックする（詳細はプロジェ
クト を参照）．

 既存の PLSPM プロジェクトを開くには，このアイコンをクリックする．

 現在の PLSPM プロジェクトを保存するには，このアイコンをクリックする．このアイコ
ンは，プロジェクトに変更がなされたときだけ有効になる．

 新しいフォルダまたは新しい名前でプロジェクトを保存するには，このアイコンをクリッ
クする．

 XLSTAT-PLSPM オプション・ダイアログ・ボックスを表示するには，このアイコンをクリ
ックする．

 XLSTAT-PLSPMを終了して，引き続きXLSTATを使用する場合は，このアイコンをクリッ
クする．これはメモリ空間をいくらか解放することができる．

Excel 2003 以前:

2番目のツールバー，“パス・モデリングは，PLSPM プロジェクトのPLSPMGraph シートにい
るときだけ表示される．

 潜在変数を追加するには，このアイコンをクリックする．このアイコンをダブルクリック
すると，毎回このボタンをクリックしなくても連続的に複数の潜在変数を追加できる．

 2つの潜在変数の間に矢印を追加するには，このアイコンをクリックする．このアイコンを
ダブルクリックすると，毎回このボタンをクリックしなくても連続的に複数の矢印を追加でき
る．矢印を追加する場合，まず矢印の始まりとなる潜在変数をクリックして選択し，それか
ら，マウスボタンを押したまま，矢印の終わりとなる潜在変数までカーソルをドラッグする．

 顕在変数を非表示にするには，このアイコンをクリックする．このアイコンをクリックし
て，潜在変数が選択されると，対応する顕在変数のみが非表示となる．
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 顕在変数を表示するには，このアイコンをクリックする．このアイコンをクリックして，
潜在変数が選択されると，対応する顕在変数のみが表示される.

 表示を最適化するには，このアイコンをクリックする．

 グループを定義するには，このアイコンをクリックする．一旦グループが定義されると，
PLSPMGraph シートにグループの名前の一覧が表示され，アイコンが  になる; グループ定

義を消去するには，このアイコンをクリックする．

 プロジェクト中の現在のモデルを保管するには，このアイコンをクリックする．

 以前保存されたモデルを読み込むには，このアイコンをクリックする．

 1つまたは複数の以前保存されたモデルを削除するには，このアイコンをクリックする．

Unprotected/Protected(1)/Protected(2): 最初のオプションは，モデルとオブジェクトの位置を
修正することができる．2つめのオプションは，オブジェクトの位置を修正することができ
る．3つめのオプションは，オブジェクトを移動または削除することができない．

 PLSPMGraph シート上のすべてのオブジェクトを完全に消去するには，このアイコンをク
リックする．

 モデルがすでに適合されている場合，モデルの結果を表示するには，このアイコンをクリッ
クする．すでに結果が表示されているなら，  アイコンが表示される．結果を非表示にする
には．これをクリックする．

 表示する結果と表示しない結果を選択できるダイアログ・ボックスを表示するには，この
アイコンを表示する．

 モデルの最適化を開始して，PLSPMGraphシートと結果のシートの両方に結果を表示する
には，このアイコンをクリックする．

Excel 2007 以降r:

2番目のツールバー，“パス・モデリングは，PLSPM プロジェクトのPLSPMGraphシート内に
含まれる．

 潜在変数を追加するには，このアイコンをクリックする．このアイコンをダブルクリッ

クすると，毎回このボタンをクリックしなくても連続的に複数の潜在変数を追加できる．

 ダイアグラム上で潜在変数を選択したあと，顕在変数を定義するには，このアイコンを

クリックする．ショートカット・キー Ctrl+Mを使用することもできる．
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 顕在変数を非表示にするには，このアイコンをクリックする．このアイコンをクリック

して，潜在変数が選択されると，対応する顕在変数のみが非表示となる．

 顕在変数を表示するには，このアイコンをクリックする．このアイコンをクリックし

て，潜在変数が選択されると，対応する顕在変数のみが表示される．

 表示を最適化するには，このアイコンをクリックする．

 グループを定義するには，このアイコンをクリックする．一旦グループが定義される

と， PLSPMGraph シートにグループの名前の一覧が表示され，アイコンが  になる；グ

ループ定義を消去するには，このアイコンをクリックする．

 プロジェクト中の現在のモデルを保管するには，このアイコンをクリックする．

 以前に保存されたモデルまたはモデル・ライブラリのモデル（解説を参照）を読み込む

には，このアイコンをクリックする．

 1つまたは複数の以前保存されたモデルを削除するには，このアイコンをクリックする．

Unprotected/Protected(1)/Protected(2): 最初のオプションは，モデルとオブジェクトの位置を
修正することができる．2つめのオプションは，オブジェクトの位置を修正することができ
る．3つめのオプションは，オブジェクトを移動または削除することができない．

 2つの潜在変数の間にリンクを追加するには：リンクを追加する場合，矢印の開始にある1
番目の潜在変数とクリックして選択し，それから，矢印の終わりにある潜在変数を選択する．
両方の変数が選択されたとき，このアイコンをクリックする．ショートカット・キーCtrl+Lを
使用することもできる．リンクの方向を逆転させるには，ショートカット・キー. Ctrl+R を使

用する．

 すべてのリンクを双方向リンクに変換するには，このアイコンをクリックする．これは，
ショートカット・キー Ctrl+Dでもできる．

 顕在変数の位置を変更するには，このアイコンをクリックする．ショートカット・キー
Ctrl+Oを使用することもできる．

 潜在変数の名前を変更するには，このアイコンをクリックする．

 PLSPMGraph シート上のすべてのオブジェクトを完全に消去するには，このアイコンを

クリックする．
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 モデルがすでに適合されている場合，モデルの結果を表示するには，このアイコンをク

リックする．すでに結果が表示されているなら，  アイコンが表示される；結果を非表示

にするには．これをクリックする．

 表示する結果と表示しない結果を選択できるダイアログ・ボックスを表示するには，こ

のアイコンを表示する．

 モデルの最適化を開始して，PLSPMGraphシートと結果のシートの両方に結果を表示す

るには，このアイコンをクリックする．

2つの潜在変数の間の矢印を削除するには，その矢印をクリックして，Ctrl+Deleteを使用す
る．
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顕在変数の追加  
"パス・モデリング" ツールバーの 適切なアイコンを用いて，PLSPMGraph ドキュメント上に1
つまたは複数の潜在変数が追加されると，それらの変数に対応する顕在変数を定義することが
できる（Excel 2003以前では潜在変数をダブルクリック，Excel 2007以降では潜在変数アイコ
ンをクリック）．潜在変数は，もしそれがスーパーブロック変数だとしても，必ず顕在変数を
持つ（スーパーブロック変数は，顕在変数に直接関係づけられませんが，潜在変数からスーパ
ーブロック変数への矢印によって潜在変数に関係づけられている．スーパーブロック変数は，
構成している潜在変数の顕在変数を継承する）．

スーパーブロックには，親の潜在変数のすべての顕在変数を追加する必要がある．これは
XLSTATインタフェースで簡単にできる．

顕在変数を追加するには，次のようにする．

潜在変数をダブルクリックする；

マウスを右クリックして，“顕在変数を追加”を選択．

これらの動作によって，以下のオプションを持つダイアログ・ボックスが表示される：

一般 タブ:

潜在変数の名前: 潜在変数の名前を入力する．

顕在変数: D1 シートで顕在変数に対応するデータを選択する．入力変数は，量的または質的の
どちらでも可能である．

量的変数: 量的変数を使用したい場合は，このオプションを有効にして，それらの変数を
選択する．

*** 質的変数**: 質的変数を使用したい場合は，このオプションを有効にして，それらの変数を
選択する．

変数ラベル: データ選択の最初の行がヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする．

位置: 顕在変数が 潜在変数と相対的に置かれるべき位置を選択する．

モード: 潜在変数がどのようにして顕在変数から構築されるかを決定するモード・オプション
を選択する．利用可能なオプションは， “モード A” （reflective 法，矢印が潜在変数から顕在変
数へ )，  “モード  B” （ formative法，矢印が顕在変数から潜在変数へ）， “セントロイ
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ド”，”PCA”，“PLS”，および モード”MIMIC”（モードA とモードBの混合)である．モードMIMIC
が選択されている場合，モードAによる変数にはAで，モードBによる変数にはBで，顕在変数

ごとに1行を持つ列（“変数ラベル” オプションがチェックされている場合は，さらにヘッダー)
を選択する必要がある．モードに関する詳細は，解説の節を参照する．”自動” モードは，スー
パーブロックがある場合のみ利用可能である．これは，各顕在変数のモードが，スーパーブロ
ックを作成するために使用されている潜在変数でのそのモードに対応するようにすることがで
きる． “セントロイド”，”PCA”，“PLS”，“自動” モードは，エキスパート表示でのみ利用でき
る． **RGCCA**モードは，タウ・パラメータの値を入力することを可能にし，Ridge RGCCA
モードは，タウ・パラメータの値を自動で最適化する．これらの2つのモードは，RGCCAでの
み適用できる（解説を参照）．

**デフレーション（**エキスパート表示）：デフレーション・モードを選択する． デフレーシ
ョンは，モデルの第2より上の次元でモデルを計算するときに使用する．

デフレーションなし: どの次元でも，潜在変数の得点は一定のまま．

外部: 連続した次元，残差が外部モデルから計算される．

次元（エキスパート表示）: 調査する次元の数を選ぶことができる．

符号を反転: 潜在変数の符号を反転させたい場合は，このオプションを有効にする．ある潜在

変数の影響があるべき状態の反対になっていることに気付いている場合に，これは有用であ
る．

スーパーブロック（エキスパート表示）：潜在変数がすでに作成されていて，顕在変数が選択

されているときだけ，このオプションが有効にできる．顕在変数がすでに定義されている潜在

変数の一覧が表示される．スーパーブロック・タブが表示されて，スーパーブロック変数を構

築するために使用する潜在変数を選択することができる． 

インタラクション（エキスパート表示）: 潜在変数がすでに作成されているときだけ，このオ
プションを有効にできる．インタラクション潜在変数は，同じ継承者を持つ2つの潜在変数の
積である．インタラクション変数は，それを作成するのに使用された2つの変数と同じ継承者

を持つ．インタラクション・タブが表示される．

スーパーブロック タブ:

すべての潜在変数の一覧が表示される．スーパーブロックに含める潜在変数を選択する．

インタラクション タブ:

潜在変数の生成: インタラクション変数が関係する潜在変数を説明している2つの潜在変数を選

択する．

顕在変数の取り扱い: 積に先立って適用したい顕在変数の変換を選択する．3つのオプションが
ある：生顕在変数，標準化顕在変数，中心化顕在変数．

Generating latent variable: Select two of the latent variables explaining the latent variable to
which the interaction variable is connected.
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オプション (PLS) Options (PLS) タブ（エキスパート表示:

構造モデル(PLS)でのオプション:

停止条件:

自動: 保持する成分の数をXLSTATに自動で決定させるには，このオプションを有効にす
る．

M大成分: モデル中で考慮に入れる成分の最大数を設定するには，このオプションを有効

にする．

計量モデル （“PLS” モデルが選択された場合のみ有効）でのPLS 回帰のオプション：

停止条件:

自動: 保持する成分の数をXLSTATに自動で決定させるには，このオプションを有効にす
る．

M大成分: モデル中で考慮に入れる成分の最大数を設定するには，このオプションを有効

にする．
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グループの定義  
質的変数が利用可能で，モデルがその変数のさまざまなカテゴリによって異なると確信する場

合，グループを定義するためにこれを使用することができる．

グループを定義するには，“PLSPMGraph” シートに行って，そして，適切なアイコンをチェッ
クする．これは， “Groups” ダイアログ・ボックスに表示され，以下の入力がある：

グループ: 各オブザベーションがどのグループに属するかを示す質的変数に対応するデータを
D1 シートで選択する．

列ラベル:選択の最初の行がヘッダーに対応する場合は，このオプションを有効にする．

アルファベット順に並べ替え: XLSTATにグループ（選択された質的変数のカテゴリ）の名前を
アルファベット順に並べ替えさせたい場合は，このオプションを有効にする．このオプション
が有効でない場合，カテゴリは本来の順番または出現順に一覧される

**OK**をクリックすると，PLSPMGraph シートの右上端に一覧が追加される．モデルが計算さ
れると，PLSPMGraph シートに欲しいグループの結果を表示させるために，この一覧を使用す
ることができる．各グループに対応するモデルの結果も，別々のシートに表示される．

注意: グループ情報を消去したい場合は，“Path modeling” ツールバーの 適切なボタンをクリッ
クする．

グループが定義されると，マルチグループ検定が実行できる．
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モデルの適合  
PLSPMGraph シートでモデルを設計し，各潜在変数に顕在変数が定義されると，モデルの適合

の前に，追加のオプションを定義できる“実行”ダイアログを表示させるために ，“パス・モデリ
ング”ツールバーの 適切なアイコンをクリックできる．

一般 タブ:

顕在変数の取扱い（クラシックおよびエキスパート表示のみ）: 顕在変数を変換するかどう
か，どのように変換するかを選択する．

標準化，標準化MVでの重み: モデルを適合する前に顕在変数が標準化され，対応する外

部重みが推定される．

標準化，原MVでの重み: モデルを適合する前に顕在変数が標準化され，原変数での重み
が推定される．

縮約，原MVでの重み: モデルを適合する前に顕在変数が縮約（標準偏差で割る）され，
対応する外部重みが推定される．

原MV: 顕在変数は変換されない．

初期重み（クラシックおよびエキスパート表示のみ）: 外部重みの初期化に使用する初期値を
選ぶ．

第1固有ベクトルの値．初期値は第1固有ベクトルに関連づけられた値である．

第1固有ベクトルの座標の符号．第1固有ベクトルの値を取る代わりに，符号のみを取る．

第1固有ベクトルの最大に-1，その他は+1．

第1固有ベクトルの最小に-1，その他は+1．

最大の分散を持つ変数に+1，その他は 0．

最後の顕在変数に-1，その他は +1.

重み: オブザベーションを重みづけした場合，このオプションを有効にする．このオプション
を有効にしない場合は，重みは1とみなされる． 重みは0以上でなければならない．列のヘッダ
ーが選択された場合，"変数ラベル" オプションが有効であることを確認する．

手法（クラシックおよびエキスパート表示のみ） : 使用する手法を選ぶ．PLSPM,
GSCA,RGCCAから選択できる．

REBUS（エキスパート表示のみ）: モデル上でREBUS アルゴリズムを適用したい場合は，こ
のオプションを有効にする．このオプションを有効にした場合，REBUS タブが表示される．
REBUSを使用するとき，顕在変数のすべてのブロックはreflective （モード A）で，顕在変数

と潜在変数は標準化されていなければならない．欠損値の取り扱いには，NIPALS とLohmöller
オプションは利用できない．
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RGCCA （エキスパート表示のみ）: RGCCAを適用したい場合は、このオプションを有効にす
る。すべてのブロックがモード A、モード B または RGCCAモード のいずれかで定義されてい
なければならない。

範囲: 既存のワークシート内のセルから結果の表示を開始させたい場合は，，このオプション
を有効にする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させたい場合は，このオプシ
ョンを有効にする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させたい場合は，このオプションを有効にす
る．

変数ラベル: データ選択の最初の行にヘッダが含まれる場合は，このオプションを有効にす
る．

オブザベーション・ラベル: オブザベーション・ラベルがある場合は，このオプションを有効

にする．そして，対応するデータを選択する．”変数ラベル” オプションが有効になっている場

合，選択中にヘッダーを含む必要がある．このオプションが有効でない場合，オブザベーショ
ン・ラベルはXLSTATによって自動で生成される (Obs1, Obs2 …)

顕在変数の尺度（マーケティング表示）： 顕在変数が提示されている尺度を選ぶことができ
る．2通りのオプションがある．

自動: 顕在変数が標準化される．

選択: 元の変数で作業するために，顕在変数の最小値と最大値（単一尺度）を入れる．

潜在変数の尺度（マーケティング表示）:

0-100 尺度: 潜在変数が0-100 尺度で与えられる．

MV 尺度: 潜在変数スコアが，顕在変数と同じ尺度で与えられる．

オプション タブ:

内部推定（クラシックおよびエキスパート表示のみ）: 内部推定の手法を選択する（詳細は解
説の節を参照）．

構造: 説明（先行）潜在変数を推定するときは，内部重みは，潜在変数間の相関に等し
い．それ以外は，OLS 回帰係数に等しい．

要因: 内部重みは，潜在変数間の相関に等しい．

セントロイド: 内部重みは，潜在変数間の相関の符号に等しい．

PLS: 説明（先行）潜在変数を推定するときは，内部重みは，潜在変数間の相関に等し
い．それ以外は，PLS 回帰係数に等しい．

回帰（エキスパート表示のみ）: パス係数を推定するために用いる回帰手法を選択する．

OLS: 通常の最小2乗回帰．
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*** PLS**: 偏最小2乗回帰．

次元（エキスパート表示のみ）: モデルが計算されるべき次元数の限界を入力する．

停止条件:

繰り返し: アルゴリズムの最大繰り返し数を入力する．最大繰り返し数が超えると計算が
停止される．デフォルト値: 100．

収束: アルゴリズムが収束したとみなされる2つのステップ間の基準値の差を入力する．
デフォルト値: 0.0001.

信頼区間: 信頼区間を計算するには，このオプションを有効にする．そして，区間を計算する
ために使用する手法を選ぶ：

ブートストラップ: ブートストラップ法を使用するには，このオプションを有効にする．
そして，ブートストラップ信頼区間を計算するために生成される“再標本”の数を入力す
る．

ジャックナイフ: ジャックナイフ法を使用するには，このオプションを有効にする．そし
て，ジャックナイフ信頼区間を計算するための標本を生成するのに用いる “グループのサ
イズ” を入力する．

信頼区間 (%):信頼区間のサイズを % で入力する．

再標本化推定値（エキスパート表示のみ）: 生成されている各標本の標準化負荷量とパス係数

の推定値を表示するには，このオプションを有効にする．間接効果の標準偏差と信頼区間の境

界も表示される．

モデル品質（クラシックおよびエキスパート表示のみ）:

Blindfolding: ブラインド・フォルディング（目隠し）アプローチ（詳細は解説 の節を参

照）を用いてモデルの品質を確認するには，このオプションを有効にする．冗長性と共

通性のクロス・バリデーションされた値が計算される．

セグメンテーション（マーケティング表示のみ）: 特定のモデルに関する均質なオブザベーシ
ョンのクラスを探すには、このオプションを有効にする。REBUSアルゴリズムが使用される。
切り捨ても適用できる。

比較（マーケティング表示のみ）: グループが選択された場合、ここで並べ替え t検定を有効に
できる

欠損値 タブ:

欠損データを採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT に計算の継続をやめさせるに
は，このオプションを有効にする．

オブザベーションの除去: 欠損値を含むオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

NIPALSを使用: 欠損値を取り扱うためにNIPALS アルゴリズムを使用するには，このオプショ
ンを有効にする（詳細は解説の節を参照）．
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Lohmöller: 欠損値を取り扱うためにLohmöllerの手順を使用するには，このオプションを有効
にする：標本の平均と標準偏差を計算するためにペアワイズ除去をして，得点を計算するため
に平均インピュテーション（平均値挿入）を使用する． OLS 回帰の代わりにPLS回帰が使用さ
れると，利用可能なデータにモデルが適用される．

イプサティブ平均を使用: 顕在変数中の欠損値を推定するために潜在変数の平均を使用す
るには，このオプションを有効にする．

再正規化: 欠損値が見つかったとき，各オブザベーションの外部重みを再正規化するに
は，このオプションを有効にする．

注意: 標準化重みの場合，上記の2つのオプションは，標本平均と標準偏差を計算するためのペ
アワイズ除去，およびスコアを計算するための平均インピュテーションを導きます．

欠損値を推定: 計算を開始する前に欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

平均またはM頻値: 対応する変数の平均（量的変数）または最頻値（質的変数）を用いて
欠損値を推定するには，このオプションを有効にする．

M近傍: オブザベーションの最近傍を探索して，オブザベーションの欠損値を推定するに
は，このオプションを有効にする．

マルチグループ検定 タブ（エキスパート表示）:

グループが選択されると，このタブが表示される．

マルチグループt検定: 検定によって1のグループからもう1つのグループへのパス係数の間の等

質性を検定するには，このオプションを有効にする（ブートストラップ標本の数がオプショ
ン・タブで定義される）．

有意水準 (%):t 検定の有意水準を入力する．

並べ替え検定: 並べ替え検定によって2つのグループの間のパラメータの等質性を検定するに
は，このオプションを有効にする．

並べ替えの数: 並べ替えの数を入力する．

有意水準 (%): 検定の有意水準を入力する．

パス係数: パス係数の等質性を検定するには，このオプションを有効にする．

標準化負荷量: 標準化負荷量の等質性を検定するには，このオプションを有効にする．

モデル品質: 品質指標（共通性，冗長性，GoF）の等質性を検定するには，このオプションを
有効にする．

REBUS タブ（エキスパート表示）:

REBUS オプションが有効なら，このタブが表示される．
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打ち切り: XLSTATに**自動**で打ち切りレベル，すなわち保持するクラスの数を決定させたい
場合は，または作成する**クラスの数**，またはデンドログラムが打ち切られる**水準**を定義

したい場合は，このオプションを有効にする．

停止条件：

繰り返し: REBUS アルゴリズムのクリア絵師の最大数を入力する．繰り返しの最大数を
超えると計算が停止する．デフォルト値：100．

しきい値 (%): アルゴリズムを停止するのに必要な安定ユニットのパーセンテージを入力

する．デフォルト値：95．

デンドログラム：

水平:水平のデンドログラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

垂直: 垂直のデンドログラムを表示するには，このオプションを選ぶ．

ラベル:デンドログラム上にオブジェクト・ラベル（完全デンドログラム）またはクラス
（打ち切りデンドログラム）を表示するには，このオプションを有効にする．

色: 完全デンドログラム上のさまざまなグループを表現するために色を使用するには，こ
のオプションを有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された変数の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

モデル: モデル仕様を表示するには，このオプションを有効にする．

相関（クラシックおよびエキスパート表示のみ）: 相関行列を表示するには，このオプション
を有効にする．

有意度を検定: 相関の有意度を検定するには，このオプションを有効にする．

有意水準 (%): 上記の検定の有意水準を入力する．

外れ値分析（エキスパート表示のみ）: PLS 回帰が選択された場合，DmodX および DModY表
を表示するには，このオプションを有効にする．

デフレーション後のMV （エキスパート表示のみ）: 複数次元が選択された場合，デフレーショ
ン後の顕在変数を表示するには，このオプションを有効にする．

変数/因子の相関: 因子と変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

内部モデル: 内部モデルに対応する結果を表示するには，このオプションを有効にする．

外部モデル: 外部モデルに対応する結果を表示するには，このオプションを有効にする．

R² と共通性: 構造モデルからの潜在変数のR2 と顕在変数の共通性を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

モデル品質: blindfolding手順の結果を表示するには，このオプションを有効にする．
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潜在変数スコア（クラシックおよびエキスパート表示のみ）：

標準化: 標準化因子得点を計算して表示するには，このオプションを有効にする．

正規化重みを使用: 正規化重みで計算された因子得点を表示するには，このオプションを
有効にする.

標準化 > 0-100: 標準化得点を計算し，0-100 尺度に変換して表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

正規化重みを使用 > 0-100: 正規化重みを用いて因子得点を計算し，0-100 尺度に変換し
て表示するには，このオプションを有効にする．

シミュレーション表（マーケティング表示）： 顕在変数または潜在変数の変更の目的潜在変数

での効果を可視化できるシミュレーション表を表示するには，このオプションを有効にする．

説明するLV: 説明する目的潜在変数を選択する． 内生潜在変数を選択しなければならな
い．

変化の尺度: 変化の尺度（パーセントまたはポイントの数）．このオプションが設定され
ると，検定する値の範囲を得るための最小値，最大値および変化のステップ数を入れる
ことができる．

IPMA （マーケティング表示）: IPMA (Importance Perform Analysis)に基づく表を表示したい
場合は，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

係数プロット: 内部モデルの正規化係数を表示するには，このオプションを有効にする．

IPMAチャート: IPMA チャートを表示するには，このオプションを有効にする．

シミュレーション・プロット（顕在変数）（マーケティング表示）:目的潜在変数での顕在変数

の変化の効果を調査するためにシミュレーション表を表示するには，このオプションを有効に
する．

シミュレーション・プロット（潜在変数）（マーケティング表示）:目的潜在変数での潜在変数

の変更の効果を調査するためにシミュレーション・プロットを表示するには，このオプション
を有効にする．
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結果オプション  
モデルが適合されると，PLSPMGraph シート上にたくさんの結果を表示できる．結果を読みや
すく保つために，少数の項目を選択することを推奨する．オプション・ダイログ・ボックスを
表示するには，“パス・モデリング” ツールバーの 結果アイコンをクリックする．

潜在変数 タブ:

これらのオプションは，潜在変数の下にどの結果を表示させるかを定義できる．

平均: 潜在変数の平均を表示するには，このオプションを有効にする．

平均（ブートストラップ）: ブートストラップ手順を用いて計算された潜在変数の平均を
表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 平均の信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

R²:潜在変数とその顕在変数の間のR2 を表示するには，このオプションを有効にする．

修正済み R²: 潜在変数とその顕在変数の間のR2 を表示するには，このオプションを有効

にする．

R² （ブート/ジャック）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算された
潜在変数とその顕在変数の間のR2を表示するには，このオプションを有効にする．

R² （conf. int.）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算された潜在変

数とその顕在変数の間のR2での信頼区間を表示するには，このオプションを有効にす
る．

共通性: 潜在変数とその顕在変数の間の共通性を表示するには，このオプションを有効に
する．

冗長性: 潜在変数とその顕在変数の間の冗長性を表示するには，このオプションを有効に
する．

共通性（Blindfolding）: blindfolding 手順を用いて計算された潜在変数とその顕在変数の
間の共通性を表示するには，このオプションを有効にする．

冗長性（Blindfolding）: blindfolding手順を用いて計算された潜在変数とその顕在変数の
間の冗長性を表示するには，このオプションを有効にする．

D.G. rho: Dillon-Goldsteinのロー係数を表示するには，このオプションを有効にする．

Cronbachのアルファ: Cronbachのアルファを表示するには，このオプションを有効にす
る．

Std. deviation （スコア）: 推定された潜在変数得点の標準偏差を表示するには，このオ
プションを有効にする．

矢印（潜在変数） タブ:

これらのオプションは，潜在変数に関係する矢印上にどの結果を表示させるかを定義する．
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相関: 2つの潜在変数の間の相関を表示するには，このオプションを有効にする．

寄与率: R2への潜在変数の寄与率を表示するには，このオプションを有効にする．

パス係数: 矢印の始めの（先行または説明）潜在変数による矢印の終わりの（従属）潜在
変数の回帰に対応する回帰係数を表示するには，このオプションを有効にする．

パス係数（ブート/ジャック）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算さ
れた矢印の始めの（先行または説明）潜在変数による矢印の終わりの（従属）潜在変数

の回帰に対応する回帰係数を表示するには，このオプションを有効にする．

標準偏差: パス係数の標準偏差を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: パス係数の信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

Std. coeff.: 標準化係数を表示するには，このオプションを有効にする．

スチューデントの t: スチューデントのt の値を表示するには，このオプションを有効にす
る．

偏相関: 潜在変数間の偏相関を表示するには，このオプションを有効にする．

Pr > |t|: スチューデントの tに対応するp-値を表示するには，このオプションを有効にす
る．

矢印の太さ: 矢印の太さは以下の項目に関係づけることができる：

スチューデントのtのp値（値が低いほど太い矢印）

相関（絶対値が高いほど太い矢印；青は負値，赤は正値）

寄与率（値が高いほど太い矢印）

矢印（顕在変数） タブ:

これらのオプションは，潜在変数に関係する矢印上にどの結果を表示させるかを定義する．

重み: 重みを表示するには，このオプションを有効にする．

重み（ブートスラップ）: ブートストラップ手順を用いて計算された重みを表示するに
は，このオプションを有効にする．

正規化重み: 正規化重みを表示するには，このオプションを有効にする．

標準偏差: 重みの標準偏差を表示するには，このオプションを有効にする．

信頼区間: 重みの信頼区間を表示するには，このオプションを有効にする．

相関: 顕在変数と潜在変数の間の相関係数を表示するには，このオプションを有効にす
る．

相関（ブート/ジャック）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算された
顕在変数と潜在変数の間の相関係数を表示するには，このオプションを有効にする．
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相関（std. deviation）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算された
顕在変数と潜在変数の間の相関係数の標準偏差を表示するには，このオプションを有効

にする．

相関（conf. interval）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算された顕

在変数と潜在変数の間の相関係数の信頼区間を表示するには，このオプションを有効に
する．

共通性: 潜在変数と顕在変数の間の共通性を表示するには，このオプションを有効にす
る．

冗長性: 潜在変数と顕在変数の間の冗長性を表示するには，このオプションを有効にす
る．

共通性 （Blindfolding）: ブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算された
潜在変数と顕在変数の間の共通性を表示するには，このオプションを有効にする．

冗長性（Blindfolding）: Aブートスラップまたはジャックナイフ手順を用いて計算され
た 潜在変数と顕在変数の間の冗長性を表示するには，このオプションを有効にする．

矢印の太さ: 矢印の太さは以下の項目に関係づけることができる：

相関（絶対値が高いほど太い矢印，青は負値，赤は正値）．

正規化重み.
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結果  
最初の結果は，パス・モデリングのモデルの適合に先立って計算が完了する一般的な結果であ
る：

要約統計: この表は，すべての顕在変数について，オブザベーションの数，欠損値の数，非欠

損値の数，平均，標準偏差を表示する．

モデル仕様（計量モデル）:この表は各潜在変数について，顕在変数の数，モード， タイプ
（従属変数として出現しない潜在変数は外生変数と呼ばれる），符号が反転された場合は，計

算される次元の数，および関連づけられたすべての顕在変数の一覧を表示する．

モデル仕様（構造モデル）: 列変数から行変数へ向かう矢印がある場合に，下部の三角形の部

分にこの正方行列が表示される．

合成信頼度: この表はブロックの次元性を確認することができる．各潜在変数について，次元

性を決定するために，顕在変数の共分散または相関行列でPCA が実行される．Cronbachのア
ルファ，Dillon-Goldsteinのロー，重篤な固有値（critical eigenvalue：PCAから得られた固有値

と比較できる)および条件数が，次元性の決定を促すために表示される．

変数/因子の相関（潜在変数X / 次元 Y）: これらの表は，各潜在変数について，顕在変数と
PCA から抽出された因子の間の相関を表示する．ブロックが１次元ではない場合，これらの相

関は，対応する顕在変数がどのようにして１次元のブロックに分割されるかを識別することが
できる．

パス・モデリングが適合されたあと，以下の結果が得られる：

適合度指標（次元Y）: この表は，下記について，ブートストラップを用いて，または用いずに
計算された適合度指標(GoF)とその信頼区間を表示する．

絶対: GoF 指標の値．

相対: 分析されたデータ集合の到達可能な最小値で絶対値を割って得られた相対GoF指標

の値．

外部モデル: 共通性に基づくGoF指標の成分（計量モデルの性能）．

内部モデル: 内生潜在変数のR2に基づくGoF 指標の成分（構造モデルの性能）．

クロス負荷量（単因子顕在変数 / 次元Y）: この表は，与えられた顕在変数が本当に単因子であ
るか（その潜在変数にほとんど関係しているか，他の変数にも関係しているか）を確認するこ
とができる．理想的には，モデルがよくできている場合は，これがその潜在変数にほぼ関係し
ていると出ます．

外部モデル（次元 Y）:

重み（次元Y): 潜在変数得点を推定するのに用いられる線形結合での各顕在変数の係数．

標準化負荷量（次元Y): 各顕在変数と対応する潜在変数の相関（標準化負荷量）．負荷量

とロケーション・パラメータも表示される．

内部モデル（次元Y）:
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R² （潜在変数X / 次元Y）: 構造方程式での内生変数のR2 指標の値．

パス係数（潜在変数 X / 1): 標準化因子得点で推定された構造モデルでの回帰係数の値．

サイズ効果 (f²) も表示される．

潜在変数 Xへの変数の影響度と寄与率（次元Y）: 内生潜在変数のR2指標への先行潜在変

数のパス係数の値と寄与率（パーセント）．

ブートストラップ: 生成された各標本の標準化負荷量とパス係数の値．

モデル評価（次元 Y）: この表は，潜在変数得点に関連する重要な結果を要約する．

相関（潜在変数） / 次元 Y（エキスパート表示）: 潜在変数得点で得られた相関行列 ．

偏相関（潜在変数） / 次元 Y（エキスパート表示）: 潜在変数得点で得られた偏相関行列．

直接効果（潜在変数） / 次元 Y （エキスパート表示）: この表は，接続された潜在変数の間の
直接効果を示す．

間接効果（潜在変数） / 次元 Y（エキスパート表示）: この表は，直接接続されていない潜在

変数の間の間接効果を示す．再標本化推定オプションが選択された場合，標準偏差と信頼区間

の境界も表示される．

合計効果（潜在変数） / 次元Y（エキスパート表示）: この表は潜在変数間の合計効果を示す．
合計効果 = 直接効果 + 間接効果．

判別妥当性（2乗相関 < AVE）（次元 Y）: この表は，各潜在変数が本当に他とは異なる概念を
表現しているか，それともいくつかの潜在変数がじつは同じ概念を表現しているかを確認する
ことができる．この表では，あらゆる潜在変数の対の R2 指標が，両方の変数の平均共通性よ
りも小さいであろう．それは，各潜在変数とその顕在変数のブロックの間では，異なる顕在変

数のブロックを表現している他の潜在変数とよりも多くの分散を共有していることを示す．

IPMA (Importance Performance Matrix Analysis) 表およびチャート（エキスパートおよびマ
ーケティング表示）: 各内生潜在変数について，それらの表は潜在変数の重要度とパフォーマ
ンス値を収集する．重要度は調査している内生潜在変数での合計効果である．パフォーマンス
は，0 から100に尺度化された潜在変数のスコアである．それらの指標がチャートに表現され
る．

シミュレーション表およびプロット（マーケティング表示）: それらの表は，モデル中の変数
の変化の説明する目的潜在変数での影響度を理解するために使用できる．

最初の表は，説明する目的潜在変数の予測で最も重要な潜在変数を収集する．

2番目の表は，説明する目的潜在変数の予測で最も重要な顕在変数を表示する．

続く表とチャートは，説明する目的潜在変数での顕在変数の変化の重要度を可視化でき
る．

続く表とチャートは，説明する目的潜在変数の得点平均での顕在変数の変化の影響度を
可視化することができる．

続く表とチャートは，説明する目的潜在変数での潜在変数の変化の影響度を可視化する
ことができる．
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続く表とチャートは，説明する目的潜在変数の得点平均での潜在変数の変化の影響度を
可視化することができる（平均が表示され変更されない）．

潜在変数得点(次元 Y):

平均 / 潜在変数得点（次元Y）:個別因子得点の平均値．

要約統計 / 潜在変数得点（次元 Y）: 計量モデルから計算された潜在変数得点の記述統計

量．

潜在変数得点（次元 Y）: 顕在変数に対応する線形結合として推定された個別潜在変数得

点．

要約統計 / 構造モデルを用いて予測された得点（次元 Y）（エキスパート表示）: 構造モ
デルから計算された潜在変数の記述統計量．

構造モデルを用いて予測された得点（次元 Y）（エキスパート表示）: 構造モデル式から
の予測値として計算された潜在変数得点．

モデル評価 / 外部モデル（Blindfolding）: blindfolding 手順によって得られた共通性のクロ
ス・バリデーション値．

モデル評価 / 内部モデル（Blindfolding）: blindfolding手順によって得られた冗長性のクロス・
バリデーション値．

グループが定義された場合，いくつかのその他の出力がある：

ワークシート PLSPM （グループ）: 各グループについて，別々のワークシートに完全な結果

が表示される．

ワークシート PLSPM （マルチグループ t 検定）: 各パス係数について， t 検定の結果が表に要

約される．各行は，グループの対を表する．

差: グループ間のパラメータの差の絶対値．

t （観察値）: t 統計量の観察値．

T （臨界値）: t 統計量の臨界値．

DF: 自由度の数．

p値: t 検定に関連するp-値．

アルファ: 有意水準

有意: yesであれば，パラメータ間の差が有意である．Notであれば，差が有意でない．

ワークシート PLSPM （並べ替え検定）: パラメータの各タイプについて，並べ替え検定の結果

が表に要約される．

差: グループ間のパラメータの差の絶対値．

p値: 並べ替え検定に関するp値．
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アルファ: 有意水準．

有意: yesであれば，パラメータ間の差が有意である．Notであれば，差が有意でない．

REBUS オプションが有効の場合，いくつかのその他の出力がある：

ワークシート REBUS: クラスタ分析で得られたデンドログラムが表示される．各オブザベーシ
ョンについて，クラスとCM 指標も表示される．

ワークシート PLSPM （クラス）: 各クラスについて，別々のワークシートに完全な結果が表

示される．
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事例  
Excel 2007でのXLSTAT-PLSPM モジュールの使用法のチュートリアルがAddinsoft のウェブサ
イトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/基本のPLSパス -モデリング -プロジェクトの作成と実行?
language=ja

Excel 2003でのXLSTAT-PLSPM モジュールの使用法のチュートリアルがAddinsoft のウェブサ
イトにある:

https://help.xlstat.com/s/article/基本のPLSパス -モデリング -プロジェクトの作成と実行?
language=ja

XLSTAT-PLSPM によってグループを比較する方法のチュートリアルがAddinsoft のウェブサイ
トにある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのPLSパスモデリング-グループ比較チュートリアル?
language=ja

XLSTAT-PLSPM によるREBUS 手法の使用法のチュートリアルがAddinsoft のウェブサイトに
ある:

https://help.xlstat.com/s/article/ExcelでのPLSパス-モデリング-REBUSクラス分類チュートリア
ル?language=ja

https://help.xlstat.com/s/article/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AEPLS%E3%83%91%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A8%E5%AE%9F%E8%A1%8C?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AEPLS%E3%83%91%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A8%E5%AE%9F%E8%A1%8C?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEPLS%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AEPLS%E3%83%91%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-REBUS%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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XLSTAT-LG  
潜在クラス・クラスタリング  
このツールは，XLSTAT-LG モジュールの一部である． 潜在クラス(LC) クラスタ・モデルか
ら，1つまたは複数のパラメータで異なる意味のあるクラスタ（潜在クラス）にケースを分類

するために，このツールを使用する．LC クラスタ・モデルは，連続変数やカテゴリカル（名

義または順序）変数に基づいて分類する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTAT のこの潜在クラス・クラスタリング機能は，XLSTAT-LG モジュールの一部で， Latent
GOLD® 5.0に基づくパワフルなクラスタリング・ツールである:

潜在クラス分析(LCA: Latent class analysis) は，ケースの観察されていない（潜在の）サブ・
グループまたはセグメントである潜在クラス (LC: latent classes) の構築に関与する．潜在クラ
スは，インジケータ変数の集合でのケースの観察された（顕在の）応答に基づいて構築され
る．同じ潜在クラス内のケースは，これらのインジケータでの応答に関して均質であるが，一

方，異なる潜在クラスに属するケースは，応答のパターンにおいて異なっている． 正式には，
潜在クラスは，名義潜在変数XのK個のカテゴリによって表現される．潜在変数がカテゴリカル
であるので，潜在クラス・モデリングは，連続潜在変数に基づく因子分析や構造方程式モデ
ル，変量効果回帰のような従来の潜在変数アプローチとは異なっている．

XLSTAT-LG は，2つの異なるモデル構造を推定する別々のモジュール（ LC クラスタ．もdると
LC 回帰モデル）を含み， 若干異なるアプリケーション領域で有用である．モジュール間のア
ウトプットをより良く区別するために，LC クラスタ・モデルでは潜在クラスが'クラスタ' とラ
ベルづけされ，LC 回帰モデルでは'クラス' とラベルづけされる．このマニュアルでは，我々

は，潜在クラスを'セグメント'という用語を用いて呼ぶこともある．

LC クラスタ・モデル:

各カテゴリがクラスタを表す 個のカテゴリを持つ名義潜在変数  を含む．K X
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各クラスタは，共通の興味，価値，特徴および行動を共有する（すなわち，共通のモデ
ル・パラメータを共有する）人（ケース）の均質なグループである．

これらの興味，価値，特徴および行動はを潜在クラスを派生させる観察変数（インジケ
ータ） を構成する．

従来のアドホック・タイプのクラスタ分析手法を超える利点には，モデル選択基準や確率ベー
ス分類がある．事後メンバーシップ確率が，モデル・パラメータから直接推定され，ケースを
モーダル・クラス（事後クラスが最も高いクラス）に振り分けることに使用される．

LC クラスタ・モデルの特別な機能は，観察された変数(インジケータ)から事後メンバーシップ
確率を計算するための式が得られる能力である．この式は，事前に推定された This LC クラス
タ・モデルに基づいて，新しいケースをスコアリングするのに使用できる．すなわち，この式

は，観察された変数の関数として，新しいケースを最もふさわしい潜在クラスに分類するため
に使用できる．この機能は， LC モデルに特有であり，他のどのクラスタリング手法にもな
い．

スコアリング方程式は，LC クラスタ・モデルのより一般的なStep3 方法論の特殊例として得ら
れる(Vermunt, 2010)． Step1では，モデル・パラメータ推定が得られる．Step2では，ケース
の事後メンバーシップ確率に基づいて，ケースがクラスに振り分けられる． Step3では， さら
なる分析での予測因子または従属変数として潜在クラスが使用される．詳細は， Vermunt and
Magidson (2013b)の2.3章(Step3 Scoring)を参照．

Copyright ©2014 Statistical Innovations Inc. All rights reserved.

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

Y
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一般 タブ:

オブザベーション/変数の表:

連続変数: 連続変数を選択する．データは連続値でなければならない．‘列ラベル’オプションが
有効になっている場合，変数のヘッダも選択されていることを確認する．

名義変数: 名義変数を選択する．データは名義値でなければならない．‘列ラベル’ オプションが
有効になっている場合，変数のヘッダも選択されていることを確認する．

順序変数: 順序変数を選択する．データは数字でなければならない．‘列ラベル’ オプションが有

効になっている場合，変数のヘッダも選択されていることを確認する．

直接効果: モデルに直接効果を含めるように指定したい場合は，このオプションを有効にす
る．モデルを指定して，ダイアログ・ボックスから “OK” をクリックすると，交互作用ボック
スがポップアップする．直接効果パラメータに選択できる変数のすべての対が現れる．直接効

果を含めるには，チェックボックスをクリックして，チェックを表示させます． 選択された変

数の対で（直接効果チェックボックス同様に），直接効果パラメータが推定される．直接効果

の含有は，局所依存性の仮定を緩和する1つの方法である．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初に行

にヘッダが含まれる場合は，このオプションを有効にする．

オブザベーション・ラベル: N 個のオブザベーションのラベルがある場合は，このオプション
を有効にする．そして，対応するデータを選択する． ‘列ラベル’ オプションが有効になってい
る場合，選択内にヘッダを含める必要がある．

反復測定データ（ケースごとに複数のレコード）では， オブザベーション・ラベル変数は，ケ
ース ID 変数として働き，クロスバリデーションで同じフォルドに割り当てられるように，各

ケースのレコードを一緒にグルーピングする． このオプションが有効になっていない場合，オ
ブザベーションのラベルは，各ケースが単一のレコードを格納するように， XLSTATが自動で
生成する (Obs1, Obs2 …)．

ケース重み: オブザベーションを重みづけしたい場合は，このオプションを有効にする．この
オプションを有効にしない場合は，すべての重みは 1に設定される．重みは非負値でなければ
ならない．重みを 2 に設定した場合は，同じオブザベーションが2回繰り返されることに相当

する． ‘変数ラベル’ オプションが有効になっている場合，ヘッダ（最初の行）も選択されてい
ることを確認する．

クラスタ数:

下限: 1から25の間の数を入れる．

上限: 1から25の間の数を入れる．
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注意: 固定のクラスタ数 を指定するには，上限 下限 を使用する．たとえば，2 クラスの
モデルを計算するには，上限2 下限 2となる．

別々のシートを使用: 計算される各クラスタ・モデルごとにプログラムが別々のシートを生成

するようにするには，このオプションを有効にする．計算されるすべてのモデルで，要約統計

もついた別々のシートが生成される．

オプション タブ:

パラメータ推定は，EM 繰り返し  (Iterations EM) の最大数または  EM 収束基準  (許容度：

Tolerance(EM)) のいずれかに達するまで，期待値最大化(EM: Expectation-Maximization)アルゴ
リズムを用いて，繰り返しアルゴリズムを開始する．そして，プログラムは Newton Raphson
(NR) 繰り返しの実行に切り替わり， NR 繰り返し (Iterations Newton-Raphson) の最大数また
は全体の収束基準 (許容度：Tolerance) に達するまで続けられる．プログラムは，対数事後で
の変化が無視できるように（ より小さく）なったときも繰り返しを停止する．勾配の要

素の1つが よりも大きいならば，警告が与えられる：

ときどき，たとえばたくさんのパラメータを持つモデルの場合では，EM アルゴリズムのみを
使用するのがより効率的である．これは 繰り返しNewton-Raphson を 0に設定することで実現

される．とても大規模なモデルでは， ユーザーは，出力タブで標準誤差（および関連するWald
統計量)の計算を抑制することも考えるであろう．

収束:

許容度(EM): 期待値最大化（EM：Expectation-Maximization)）Toleranceは，  is the sum of
absolute relative changes of parameter values in a single iteration as long as the EM アルゴリ
ズムが使用される限り，単一の繰り返し内でのパラメータ値の相対変化の絶対値の合計であ
る．これは，いつプログラムがEM から Newton-Raphson に切り替えるかを決定する（NR 繰
り返し限界が> 0に設定された場合) EM Tolerance が大きいほど， EM から NRに早く切り替わ
ります．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ， そして，新しい
値をタイプする．非負の実数ならどのような値でも入れることができる．デフォルトは， 0.01
である．0.01 から 0.1 (1%から 10%) の間の値が適当である．

許容度（Tolerance）: 全体の許容度 (Tolerance) は，単一の繰り返しでのパラメータ値の相対

変化の絶対合計である．これは，プログラムが繰り返しをいつ停止するかを決定する．デフォ
ルトは， で，きつい収束基準を指定している．このオプションを変更するには，値

をクリックしてハイライトさせ，そして新しい値をタイプする．非負の実数ならどのような値

でも入れることができる．

注意: EM 繰り返しのみが使用されている場合，有効な許容度は，許容度(EM) と全体許容度の
最大値である．

繰り返し:

K K K

10−12

10−3

1.0x10−8
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EM: EM 繰り返しの最大数．デフォルトは 250． 250回の繰り返し後もモデルが収束しない場

合は，この値は増やされる． Newton-Raphson 繰り返し = 0に設定する場合も，この値を増や
したいであろう．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ，そして
新しい値をタイプする．非負の整数ならどのような値でも入れることができる．

Newton-Raphson: NR 繰り返しの最大数．デフォルトは 50． 50回の繰り返し後もモデルが収

束しない場合は，この値は増やされる．このオプションを変更するには，値をクリックしてハ
イライトさせ，そして新しい値をタイプする．非負の整数ならどのような値でも入れることが
できる． EMのみを使用するようにXLSTAT-LGに強制するには，この値を0と入れる．多数の
パラメータを持つモデル，または連続インジケータを含むモデルでは，より速い収束を産み出
すことができる．

開始値:

局所解に捕まるのを防ぐ良い方法は，複数の開始値の集合を使用することである．異なる開始

値は異なる対数事後値を持つ解を産出することができるからである．そのようなランダムな開

始値の使用が自動化されている．この手順は全体解を発見する確率をかなり増大させますが，
一般的に，1回の実行で発見できることは保証しません．局所解を得る可能性を減少させるに
は，開始集合の数を増やすか，集合あたりの繰り返し数を増やすか，あるいはその両方 のため
に以下のオプションが使用できる．

ランダム設定: 繰り返し推定アルゴリズムを開始するために使用される開始値のランダム設定

の数のデフォルトは 16である．モデル・パラメータのランダムな開始値の設定の数を増やす
と，（全体解よりむしろ）局所解に収束する可能性が現象する．このオプションを変更するに
は，値をクリックしてハイライトさせ，そして新しい値をタイプする．非負の整数ならどのよ
うな値でも入れることができる． 0 または 1 の値を使用すると，開始値の単一の設定を使用す
ることになる．

繰り返し: このオプションは開始値の設定ごとに実行する繰り返し数を指定することができ
る．まずXLSTAT-LG は各設定内でこの回数の繰り返しを実行し，続いて，開始設定の上位10%
内でこの回数の2倍実行する．いくつかのモデルでは，局所解を避けるために，設定あたり50
回を超える繰り返しを実行する必要があるかもしれない．

シード (乱数): デフォルト値の 123456789 は，クロックタイムに基づいて疑似乱数発生器を使

用して，推定の際にシードが得られることを意味する． 0以外の非負の整数を指定すると，毎

回同じ結果が得られる．

特定の数字のシード（以前の推定されたモデルのモデル要約出力にレポートされるベスト開始

シードのような）を指定するには，値をクリックしてハイライトさせ，そして非負の整数をタ
イプする．べスト開始シードを用いる場合，ランダム設定オプションが無効であることを確認
する（ランダム設定 = 0を使用）．

許容度: さまざまな開始設定で目的のモデルを実行するときに使用されるべき収束基準を示す
る．この許容度の定義は，EM および Newton-Raphson 繰り返しで使用されるものと同じであ
る．

ベイズ定数:
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境界値解を得る可能性を推定するためにベイズ・オプションが使用できる．非負の実数であれ
ばどのような値でも入れることができる．3つの状況で別々のベイズ定数を指定できる：

潜在: デフォルトは 1である．潜在分布の推定で境界ゼロの発生を避けるために使用される
Dirichlet prior （ディリクレ事前分布）に割り当てる重みを増やすには，この値を増やする． こ
の数は，クラス（および共変パターン）で等しく分布する追加ケースの合計数として解釈でき
る．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ，そして新しい値をタ
イプする．

カテゴリカル: デフォルトは1である．順序または名義として指定された変数を持つ多項モデル
の推定で使用される Dirichlet prior に割り当てられる重みを増やすには，この値を増やする．
この数は，境界値解の発生を避けるためのモデル内のインジケータのセルへの追加ケースの合

計数として解釈できる．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ，
そしえ新しい値っをタイプする．

誤差分散: デフォルトは 1である．連続従属変数またはインジケータのモデル内の誤差分散-共
分散行列の推定で使用される逆Wishart 事前分布に割り当てられる重みを増やすには，この値

を増やする．この 数は，データに追加される疑似ケースの数として解釈できる．各疑似ケース
は，考慮されるインジケータの合計分散に等しい平方誤差を持つ．そのような事前分布は，発

生からゼロの分散を防ぎます．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライト
さえて，そして新しい値をタイプする．

テクニカルな詳細は， Vermunt and Magidson (2013a)の7.3章を参照．

クラスタ独立:

誤差（共）分散: このオプションは，誤差共分散がクラス間で等しく（クラス独立に）なるよ
うに制限されていることを示す．このオプションは，直接効果がモデルに含められた連続イン
ジケータの対のみに適用されることに注意する．（一般タブの直接効果オプションを参照）．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された編巣の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

統計量: モデルに関する下記の統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

カイ2乗: カイ2乗に基づくモデル適合に関するさまざまな統計量を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

対数尤度: 対数尤度統計を表示するには，このオプションを有効にする．
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クラス分類: クロス表モーダルと確率的クラス割り当ての分類表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

プロファイル:各インジケータに関する確率または平均を表示するには，このオプションを有効

にする．

数字の最初の行は，各クラスタがどれだけ大きいかを示す．

表の本体は，クラスタがどのように名義変数または順序変数に関係しているかを示す
（周辺）条件付き確率を格納する．これらの確率は，各クラスタ内（列）の合計で1 にな
る．

連続変数として指定されたインジケータでは，表の本体は，確率の代わりに平均（率）

を格納する．順序変数として指定されたインジケータでは，条件付き確率に加えて平均

が表示される．

標準誤差: 標準誤差（および関連するWald 統計量)を表示するには，このオプションを有効にす
る．標準の(Hessian) 計算法は，Hessian 行列という対数尤度関数の2次の導関数を使用する．

2変量残差: モデルの2変量残差を表示するには，このオプションを有効にする．

度数 / 残差: モデルの標準化残差と共に観察度数と期待度数を表示するには，このオプションを
有効にする．少なくとも1つのインジケータが連続変数である場合は，この出力はない． 1 個
または複数の連続インジケータがある場合は，この出力はレポートされない．

繰り返し詳細: 収束での対数事後または対数尤度値のような推定アルゴリズムの性能に関する
テクニカルな情報を表示するには，このオプションを有効にする．

EM アルゴリズム，
Newton-Raphson アルゴリズム．

適用可能なら，このファイルは，非収束，非識別パラメータおよび境界値解を含む警告メッセ
ージも格納する．

スコアリング方程式: 多項ロジットモデルに関する回帰係数からなるスコアリング方程式を表

示するには，このオプションを有効にする．結果のスコアは，各潜在クラスに関する予測ロジ
ットである．たとえば， 4 個のインジケータへの応答 で
は，クラスタに関連するロジットは：

したがって，この応答パターンを仮定した潜在クラスt0の事後メンバーシップ確率を得るに
は，以下の式を用いる：

Y  =1 j,Y  =2 k,Y  =3 m,Y  =4 s

Logit(t) = a[t] + b  [j, t] +1 b  [k, t] +2 b  [m, t] +3 b  [s, t]4

 

Prob(classe[t = t  ]∣Y  = j,Y  = k,Y  = m,Y  = s)0 1 2 3 4 = exp   )  

⎝

⎛
 exp(Logit[t]

t

∑
Logit[t  ]0

⎠

⎞

=
 exp(a[t] + b  [j, t] + b  [k, t] + b  [m

t

∑ 1 2 3

exp(a[t  ] + b  [j, t  ] + b  [k, t  ] + b  [m0 1 0 2 0 3
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詳細は，チュートリアル“潜在クラス・クラスタ・モデルを推定するために XLSTAT-LG を使

用”を参照．

クラス分類: 現在のモデルに基づく各ケースの事後メンバーシップ確率とモーダル割り当てを
格納する表を表示するには，このオプションを有効にする．

チャート タブ:

プロファイル・プロット: プロファイル・プロットは，名義変数の条件付き確率とプロフィル
表の列に表示される他のインジケータの平均から構築される．選択されたクラスタに関連する
量がプロットされ接続される．順序，連続，カウントおよび数値共変量のスケール・タイプで
は，特定クラスの平均をプロットする前に，それらは常に 0から1 の範囲内に再スケールされ
る．これらの "0-1 平均" のスケーリングは，特定クラス平均からの最も低い観察値を引いて，
最も高い観察値と最も低い観察値の単純な差である範囲で割ることで実現される．このような
スケーリングの利点は，これらの数が名義変数の特定クラス確率と同じスケールで描けること
である． 2 つを超えるカテゴリを持つ名義変数では，すべてのカテゴリが同時に表示される．
名義値として指定された2分値変数では，デフォルトで最後のカテゴリのみを表示する．

結果  

要約シート

要約（記述）統計: 従属変数と量的説明変数については，XLSTAT はオブザベーションの数，

欠損値の数，非欠損値の数，平均および非バイアス標準偏差を表示する．名義説明変数につい
ては，その数と各水準に属するケースの度数を表示する．

要約統計:

モデル名: モデルが含むクラスの数の後，モデルに名前を付けられる．

LL: 現在のモデルの尤度比適合度値．

BIC(LL), AIC(LL), AIC3(LL): BIC, AIC および AIC3 (LLに基づく)．モデル適合度に加え
て，これらの統計量は，モデルの 節減度 (df または Npar) を考慮に入れる．モデルを比

較する際に，BIC, AIC や AIC3 の値が低いほど良いモデルである．

Npar: パラメータの数．

L²: 尤度比カイ2乗．モデルが 1 つまたは複数の連続インジケータを含む場合はない．

df: L2の自由度．

p値: L2のモデル適合p値．

Class.Err.: 期待分類誤差． ケースの分類がモーダルの割り当てに基づく場合（すなわ
ち，最も高いメンバーシップ確率を持つクラスへの割り当て），誤分類されるケースの
期待比率．この値が0 に近いほど良い．
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モデル出力シート

モデル要約統計:

モデル:

ケースの数: これは，モデル推定で使用されるケースの数．この数は，欠損ケースが除外

された場合，データ・ファイルでのもとのケースの数よりも少ない場合がある．

反復の数: オブザベーションの合計数

パラメータの数 (Npar): これは推定される個々のパラメータの数．

シード (乱数): このモデルを再現するために必要なシード．

ベスト・シード: 開始設定数 =0を用いてより素早くこのモデルを再現できる単一のベス
ト・シード．

推定の要約:

EM 繰り返し: 使用されたEM 繰り返しの数．

Log-事後: 対数事後値．

L²: 現在のモデルの尤度比適合度値．

M終収束値: 最終の収束値．

Newton-Raphson 繰り返し: 使用されたNewton-Raphson 繰り返しの数．

Log-事後: 対数事後値．

L²: 現在のモデルの尤度比適合度値．

M終収束値: 最終の収束値．

カイ2乗統計:

自由度 (df): 現在のモデルの自由度．

L²: 現在のモデルの尤度比適合度値． L2 統計量のブートストラップp値がリクエストされ
た場合は，その結果がここに表示される．

X² および Cressie-Read: 指定されたモデルが有効でデータがスパースでなければ，大標

本理論により，より単純なp値を産み出すL²をこれが代替する．

BIC, AIC, AIC3 および CAIC (L²に基づく): モデル適合度に加えて，これらの統計量はモ
デルの節減度 (df または Npar) を考慮に入れる．モデルを比較する際， BIC, AIC, AIC3
および CAIC の値が低いほど良いモデルである．

SABIC (L²に基づく): 標本サイズ修正済み BIC，BIC に似た情報量基準だが， を
に置き換えている．

非類似度指数: 観察されたセル度数と期待されるセル度数がお互いにどれだけ異なるかを
示す記述測度．これは完全な適合を得るために一方のセルに移動させる必要のある標本

log(N)
log(  )24

(N+2)
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の比率を示す．

対数尤度統計:

対数尤度 (LL): LN(尤度) がここに表示される．

Log-事前: これは，ベイズ定数に関係するパラメータ推定で最大化される関数の項であ
る．ベイズ定数が0に設定されていると，この項は0 に等しくなる．

Log-事後: これは，パラメータ推定で最大化される関数の項である．対数事後関数の値

は，尤度と対数事前値の合計として得られる．

BIC, AIC, AIC3 および CAIC (LLに基づく): これらの統計量（情報量基準）は，モデル中

のパラメータの数でLL を修正することで，適合と節減度を評価する．値が小さいほど良

いモデルである．

SABIC (LLに基づく): 標本サイズ修正済み BIC，BIC に似た情報量基準だが， を
に置き換えている．

クラス分類統計:

分類誤差: ケースの分類が（最も高いメンバーシップ確率を持つクラスへの）モーダル割

り当てに基づく場合，誤分類されていると推定されるケースの比率が，この統計量でレ
ポートされる．この値が 0 に近いほど良いことになる．

誤差の低減(ラムダ), エントロピー R2, 標準 R2: これらの疑似 統計量は，観察された
変数（インジケータおよび共変量）に基づいて，クラス・メンバーシップをどれだけよ
く予測しているかを示す．値が 1 に近いほど良い予測である．

クラス分類対数尤度: 真のクラス・メンバーシップが既知であるという仮定での対数尤度

値．

EN: エントロピー．

CLC: CL*2

AWE: BICに似ているが，分類性能も考慮に入れる．

ICL-BIC: BIC-2*En

分類表:

モーダル表: クロス表モーダル・クラス割り当て．
比率表: クロス表の確率的クラス割り当て．

log(N)
log(  )24

(N+2)

R2



XLSTAT-LG  1554 潜在クラス・クラスタリング  

プロファイル:

クラスタ・サイズ: 各クラスタのサイズ．

インジケータ: この表の本体は，クラスタがどのように名義または順序インジケータ変数

に関係しているかを示す（周辺）条件付き確率を格納する．これらの確率の合計は 1にな
る．連続として指定されたインジケータについては，表の本体は，確率の代わりに平均

を格納する．順序として指定されたインジケータでは，各クラスタ（列）内の条件付き
確率に加えて，平均が表示される．

s.e. (標準誤差): （周辺）条件付き確率の標準誤差．

プロファイル・プロット: プロファイル出力に現れる確率と平均が，プロファイル・プロ
ットにグラフィカルに表示される．

度数 / 残差:

観察された度数（および残差） vs. 推定された期待度数（および残差）の表．注意: 2 より大き
な度数を持つ残差は，統計的に有意である．この出力は， 1 つまたは複数の連続インジケータ
を場合ではレポートされない．

2変量残差:

インジケータ: モデルの2変量残差 (BVRs) を格納する表．大きな BVRs は，局所独立仮

定の違反を示唆する．

スコアリング方程式: 多項ロジット・モデルに関する回帰係数．

クラス分類: 現在のモデルに基づく各オブザベーションの事後クラス・メンバーシップとモー
ダル割り当ての出力．

推定警告

警告: 負の自由度の数．

この警告は，モデルがセル・カウントよりも多いパラメータを含むことを示す．潜在クラス・
モデルのパラメータの識別に必要な（ただし十分ではない）条件は，自由度の数が非負である
ことである．したがって，この警告は，モデルが識別されていないことを示す． 修復方法は，
より少ない潜在クラスを用いることである．

警告: # 境界または非識別パラメータ

この警告は，情報行列（Hessian または，その外積近似)の階数から派生する．これらが非識別

パラメータである場合，情報行列は最大階数にはならない．レポートされる数は，階数不足

で，非識別パラメータの数を示す．
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この識別確認に関してい2つの問題があることに注意する．第1の問題は，境界推定も階数不足

を産み出すことである．言い換えると，階数不足がある場合，境界によるのか非識別パラメー
タによるのかがわかりません． XLSTAT-LG のベイズ定数は，境界の発生を防いで，このメッ
セージに関する第1の問題を解決する．しかしながら，第2の問題は，ベイズ定数が使用されて
いるとき，この識別確認が常に非識別を検出できないということである．つまり，ベイズ定数

は，別の非識別モデルを識別のために出現させることができる．

警告: 収束せずに繰り返しの最大数に到達

この警告は，許容度基準に合致せずに指定された EM および Newton-Raphson の最大繰り返し
数に達した場合に出ます．もし（デフォルトではとても厳しい）許容度がほぼ達しているな
ら，解はたぶん大丈夫である．そうでなければ，修復方法は，よりシャープなEM 許容度やよ
り多くの EM 繰り返しでモデルを再計算することである・これはEM から Newton-Raphsonへ
の切り替えが遅くなることを確実にする．デフォルトの 50 回のNewton-Raphson 繰り返し
は，通常，より十分になる．

事例  

潜在クラス・クラスタリングのチュートリアルが，Addinsoftのウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの潜在クラス -クラスタ -モデル -チュートリアル?
language=ja

参考文献  

Vermunt J.K. (2010). Latent class modeling with covariates: Two improved three-step
approaches. Political Analysis, 18, 450-469. Link:
http://members.home.nl/jeroenvermunt/lca_three_step.pdf

Vermunt J.K. and Magidson, J. (2005). Latent GOLD 4.0 User's Guide. Belmont, MA:
Statistical Innovations Inc.
http://www.statisticalinnovations.com/technicalsupport/LGusersguide.pdf

Vermunt J.K. and Magidson, J. (2013a). Technical Guide for Latent GOLD 5.0: Basic,
Advanced, and Syntax. Belmont, MA: Statistical Innovations Inc.
http://www.statisticalinnovations.com/technicalsupport/LGtechnical.pdf

Vermunt J.K. and Magidson J. (2013b). Latent GOLD 5.0 Upgrade Manual. Belmont, MA:
Statistical Innovations Inc.

http://statisticalinnovations.com/technicalsupport/LG5manual.pdf

https://help.xlstat.com/s/article/Excel%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BD%9C%E5%9C%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB?language=ja
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潜在クラス回帰  
このツールは，XLSTAT-LG モジュールの一部である．潜在クラス(LC) 回帰モデルから1つまた
は複数のパラメータで異なる意味のあるクラスタ（潜在クラス）にケースを分類するには，こ
のツールを使用する．LC 回帰はケースを分類すると同時に，線形，ロジスティック，多項，

順序，二項カウント，またはポアソン回帰モデルに基づいて，別々の回帰係数を推定する．

この節の内容:

解説

ダイアログ・ボックス

結果

事例

参考文献

解説  

XLSTAT の潜在クラス回帰機能は， XLSTAT-LG モジュールの一部で， Latent GOLD® 5.0に基

づくパワフルなクラスタリング・ツールである：

潜在クラス分析 (LCA) は，ケースの観察されていない（潜在の）サブ・グループまたはセグメ
ントである潜在クラス(LC)の構築に関与する．潜在クラスは，インジケータ変数の集合でのケ
ースの観察された（顕在の）応答に基づいて構築される．同じ潜在クラス内のケースは，これ
らのインジケータでの応答に関して均質であるが，一方，異なる潜在クラスに属するケース
は，応答のパターンにおいて異なっている． 正式には，潜在クラスは，名義潜在変数 の 個

のカテゴリによって表現される．潜在変数がカテゴリカルであるので，潜在クラス・モデリン
グは，連続潜在変数に基づく因子分析や構造方程式モデル，変量効果回帰のような従来の潜在

変数アプローチてとは異なっている．

XLSTAT-LG は，2つの異なるモデル構造を推定する別々のモジュール（ LC クラスタ．もdると
LC 回帰モデル）を含み， 若干異なるアプリケーション領域で有用である．モジュール間のア
ウトプットをより良く区別するために，LC クラスタ・モデルでは潜在クラスが'クラスタ' とラ
ベルづけされ，LC 回帰モデルでは'クラス' とラベルづけされる．このマニュアルでは，我々
は，潜在クラスを'セグメント'という用語を用いて呼ぶこともある．

LC 回帰モデル:

従属変数を予測因子の関数として予測するのに使用される（回帰モデル）．

ケースをクラスタするK個のカテゴリを持つ潜在変数 X を含む (LC model)．

各カテゴリは，同一の回帰係数(LC 回帰モデル)を持つ均質なサブグループ（セグメン
ト）を表す ．

X K
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各ケースは，複数のレコードを含むことができる（反復測定による回帰）．

従属変数の尺度タイプによって，適切なモデルが推定される：

連続 - 線形回帰モデル（正規分布する残差を持つ）

名義 （2 水準より多くを持つ）- 多項ロジスティック回帰

順序（2 水準より多くを持つ） - 隣接カテゴリ順序ロジスティック回帰モデル

計数（カウント）: 対数線形ポアソン回帰

二項カウント: 二項ロジスティック回帰モデル

二分値従属変数は，名義，順序または二項カウントのいずれかを用いて分析できることに注

意．なぜなら，このスケール・タイプではモデルの結果に何ら違いが生じない．

2つのモデル構造のいずれかで：

潜在クラス，クラスタまたはセグメントの数を決定することを支援する診断統計が利用

可能．

 個のクラスを含むモデルでは，各ケースの最もふさわしいセグメントへの分類を
改善するために，モデルに共変量を含めることができる．

Copyright ©2014 Statistical Innovations Inc. All rights reserved.

ダイアログ・ボックス  

ダイアログ・ボックスは，データ選択から結果の表示に至るまでのさまざまなオプションに対

応する複数のタブに分かれている．ダイアログ・ボックスのさまざまな要素の説明が下記にあ
る．

: 計算を開始するには，このボタンをクリックする．

: 計算をせずにダイアログ・ボックスを閉じるには，このボタンをクリックする．

: ヘルプを表示するには，このボタンをクリックする．

: デフォルト・オプションに戻すには，このボタンをクリックする．

: データ選択を取り消すには，このボタンをクリックする．

 : XLSTATでデータを取り扱う方法を変更するには，これらのボタンをクリックする．
下向きの矢印の場合は，XLSTATが行をオブザベーションに，列を変数にみなす．右向きの矢

印の場合はXLSTATが行を変数に，列をオブザベーションにみなす．

K > 1
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一般 タブ :

Y / 従属変数: ここで従属変数を選択する．‘列ラベル’ オプションが有効になっている場合は，
変数のヘッダも選択されていることを確認する．

注意: 複数の従属変数が選択されている場合，複数の独立の回帰分析が実行される．各従属変

数で別々の出力が提供され，すべての従属変数で単一のスケール・タイプのみが選択できる．

応答タイプ: 従属変数のスケール・タイプを選択する．従属変数は，名義，順序，連続，二

項，または計数（カウント）が可能である．

名義. この設定は，カテゴリが自然の順序を持たないカテゴリカル変数に使用する．従属

変数が，名義に設定されると，多項ロジット・モデルが使用される．
順序. この設定は，カテゴリが順序づけされている（高い方から低い方へ，または低い方

から高い方へ）カテゴリカル変数に使用する．ベースライン・カテゴリ・ロジット・モ
デルとしても知られる隣接カテゴリ・ロジット・モデルが指定される．
連続. この設定は，変数が連続値のときに使用する．従属変数が連続に設定されると，通

常の線形回帰モデルが使用される．
二項. この設定は，変数が二項カウントを表現するときに使用する．従属変数が二項カウ
ントに設定されると，二項モデルが使用され，暴露（暴露を参照）として使用する変数

を指定することもできる．スキャンの際，プログラムは暴露が観察されたどのカウント
よりも大きいことを確認する．
計数. この設定は，変数がポアソン・カウントを表現するときに使用する．従属変数が計

数に設定されると，ポアソン・モデルが使用され，暴露（暴露を参照）として使用する
補助変数を指定することもできる．

暴露. 暴露フィールドは，従属変数が二項または計数に指定された場合のみ有効である（他の
スケール・タイプでは，暴露変数は使用されない．）

二項または計数として指定された従属変数では， ある変数を暴露変数として指定するか，その
ような変数が指定されていない場合は，暴露変数ボックスの右側に現れる暴露定数ボックスに
値を入れることにより，暴露が指定される．暴露変数の使用は， 暴露をケースとともに変化さ
せることを可能にする．

デフォルトでは， 暴露定数ボックスの中の値は 1であり，この値は，ポアソン暴露を表現する
ためにしばしば用いられる．暴露定数を変更するには，暴露定数ボックス内の値をハイライト
させて，必要な値をタイプする．あるいは，暴露変数を選択することができる．

スケール・タイプを二項に指定している場合，従属変数の値は，N回の試行での'成功' の回数を
表する．この場合，暴露は試行の回数（Nの値)を表し，ゆえに，従属変数の値よりも低い値を
とることはなく，通常，デフォルトの定数1よりも高いはずである．実際のモデル推定の前

に，XLSTAT-LG は，各ケースを確認して，1つまたは複数のケースで，この条件が合わないな
ら，警告メッセージを出する．試行の回数がすべてのケースで同じでなければ，暴露変数が指

定されなければならない．

説明変数. 従属変数の予測因子として使用する変数を選択する．予測因子は名義または数値と
して取り扱えます．予測因子が選択されていない場合，モデルは切片のみを含むことになる．
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数値. この設定は，順序または連続共変数または予測因子に使用される．

**名義. **この設定は，カテゴリが自然の順序を持たないカテゴリカル変数に使用する．

範囲: 既存のワークシートのあるセルから結果の表示を開始させたい場合は，このオプション
をチェックする．そして，対応するセルを選択する．

シート: 現在のワークブックの新しいワークシートに結果を表示させるには，このオプション
をチェックする．

ワークブック: 新しいワークブックに結果を表示させるには，このオプションをチェックす
る．

列ラベル: データ選択（従属変数，説明変数，重み，オブザベーション・ラベル）の最初の行

にヘッダを含む場合は，このオプションを有効にする． オブザベーション・ラベル: N個のオ
ブザベーションのラベルがある場合は，このオプションを有効にする．そして対応するデータ
を選択する． ‘列ラベル’ オプションが有効になっているなら，選択内にヘッダを含む必要があ
る．

反復測定データ（ケースごとに複数のレコード）では，オブザベーション・ラベルは，ケース
ID 変数として働き，クロス・バリデーションの際に各ケースのレコードが同じフォルドに割り
当てられるようにグルーピングする．このオプションが有効になっていないなら，オブザベー
ションのラベルは，各ケースが単一のレコードを含むように，XLSTATによって自動で生成さ
れる (Obs1, Obs2 …)．

反復重み: 反復重みを割り当てるには，このオプションを有効にする．反復重みの一般的な適

用は，回答者がJ個の代案のそれぞれに固定の数のピントを割り当てるような，ある種の割り当

てモデルの推定にある．各ケースについて，割り当てられたポイントが，J 個の応答のそれぞ
れを重みづけするために反復重みとして使用される．重みづけされた多項ロジット・モデルが
計算される．

ケース重み: オブザベーションを重みづけしたい場合は，このオプションを有効にしてくｄさ
い．このオプションを有効にしない場合は，すべての重みが 1に設定される．重みは非負の値

でなければならない．重みを 2 に設定すると，同じオブザベーションが2回繰り返されること
に相当する． ‘変数ラベル’ オプションが有効になっている場合，ヘッダ（最初の行）も選択さ
れていることを確認する．

クラスタの数:

下限: 1から25の間の数を入れる．

上限: 1から25の間の数を入れる．

注意: 固定のクラスタ数 K:を指定するには，下限 上限 を使用する．たとえば， 2 クラス・
モデルを計算するには：下限 2 上限 2.

別々のシートを使用: 計算される各クラスタ・モデルごとにプログラムが別々のシートを生成

するようにするには，このオプションを有効にする．計算されるすべてのモデルで，要約統計
もついた別々のシートが生成される．

K K
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オプション タブ:

パラメータ推定は，EM 繰り返し  (Iterations EM) の最大数または  EM 収束基準  (許容度：

Tolerance(EM)) のいずれかに達するまで，期待値最大化(EM: Expectation-Maximization)アル
ゴリズムを用いて，繰り返しアルゴリズムを開始する．そして，プログラムは  Newton
Raphson (NR) 繰り返しの実行に切り替わり， NR 繰り返し (Iterations**Newton-Raphson**) の
最大数または全体の収束基準 (許容度：Tolerance) に達するまで続けられる．プログラムは，
対数事後での変化が無視できるように（ より小さく）なったときも繰り返しを停止す
る．勾配の要素の1つが よりも大きいならば，警告が与えられる：

ときどき，たとえばたくさんのパラメータを持つモデルの場合では，EM アルゴリズムのみを
使用するのがより効率的である．これは 繰り返しNewton-Raphson を 0に設定することで実現

される．とても大規模なモデルでは， ユーザーは，出力タブで標準誤差（および関連するWald
統計量)の計算を抑制することも考えるであろう．

収束:

許容度(EM): 期待値最大化（EM：Expectation-Maximization)）Toleranceは，  is the sum of
absolute relative changes of parameter values in a single iteration as long as the EM アルゴリ
ズムが使用される限り，単一の繰り返し内でのパラメータ値の相対変化の絶対値の合計であ
る．これは，いつプログラムがEM から Newton-Raphson に切り替えるかを決定する（NR 繰
り返し限界が> 0に設定された場合) EM Tolerance が大きいほど， EM から NRに早く切り替わ
ります．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ， そして，新しい
値をタイプする．非負の実数ならどのような値でも入れることができる．デフォルトは， 0.01
である．0.01 から 0.1 (1%から 10%) の間の値が適当である．

許容度（Tolerance）: 全体の許容度 (Tolerance) は，単一の繰り返しでのパラメータ値の相対

変化の絶対合計である．これは，プログラムが繰り返しをいつ停止するかを決定する．デフォ
ルトは，1.0x10-8 で，きつい収束基準を指定している．このオプションを変更するには，値を
クリックしてハイライトさせ，そして新しい値をタイプする．非負の実数ならどのような値で
も入れることができる．

繰り返し:

EM: EM 繰り返しの最大数．デフォルトは 250． 250回の繰り返し後もモデルが収束しない場

合は，この値は増やされる． Newton-Raphson 繰り返し = 0に設定する場合も，この値を増や
したいであろう．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ，そして
新しい値をタイプする．非負の整数ならどのような値でも入れることができる．

Newton-Raphson: NR 繰り返しの最大数．デフォルトは 50． 50回の繰り返し後もモデルが収

束しない場合は，この値は増やされる．このオプションを変更するには，値をクリックしてハ
イライトさせ，そして新しい値をタイプする．非負の整数ならどのような値でも入れることが
できる． EMのみを使用するようにXLSTAT-LGに強制するには，この値を0と入れる．多数の
パラメータを持つモデル，または連続インジケータを含むモデルでは，より速い収束を産み出

すことができる．

10−12

10−3



XLSTAT-LG  1561 潜在クラス回帰  

開始値:

局所解に捕まるのを防ぐ良い方法は，複数の開始値の集合を使用することである．異なる開始

値は異なる対数事後値を持つ解を産出することができるからである．そのようなランダムな開
始値の使用が自動化されている．この手順は全体解を発見する確率をかなり増大させますが，
一般的に，1回の実行で発見できることは保証しません．局所解を得る可能性を減少させるに
は，開始集合の数を増やすか，集合あたりの繰り返し数を増やすか，あるいはその両方 のため
に以下のオプションが使用できる．

ランダム設定: 繰り返し推定アルゴリズムを開始するために使用される開始値のランダム設定

の数のデフォルトは 16である．モデル・パラメータのランダムな開始値の設定の数を増やす
と，（全体解よりむしろ）局所解に収束する可能性が現象する．このオプションを変更するに
は，値をクリックしてハイライトさせ，そして新しい値をタイプする．非負の整数ならどのよ
うな値でも入れることができる． 0 または 1 の値を使用すると，開始値の単一の設定を使用す
ることになる．

繰り返し: このオプションは開始値の設定ごとに実行する繰り返し数を指定することができ
る．まずXLSTAT-LG は各設定内でこの回数の繰り返しを実行し，続いて，開始設定の上位10%
内でこの回数の2倍実行する．いくつかのモデルでは，局所解を避けるために，設定あたり50
回を超える繰り返しを実行する必要があるかもしれない．

シード (乱数): デフォルト値の 123456789 は，クロックタイムに基づいて疑似乱数発生器を使

用して，推定の際にシードが得られることを意味する． 0以外の非負の整数を指定すると，毎

回同じ結果が得られる．

特定の数字のシード（以前の推定されたモデルのモデル要約出力にレポートされるベスト開始
シードのような）を指定するには，値をクリックしてハイライトさせ，そして非負の整数をタ
イプする．べスト開始シードを用いる場合，ランダム設定オプションが無効であることを確認

する（ランダム設定 = 0を使用）．

許容度: さまざまな開始設定で目的のモデルを実行するときに使用されるべき収束基準を示す
る．この許容度の定義は，EM および Newton-Raphson 繰り返しで使用されるものと同じであ
る．

ベイズ定数:

境界値解を得る可能性を推定するためにベイズ・オプションが使用できる．非負の実数であれ
ばどのような値でも入れることができる．3つの状況で別々のベイズ定数を指定できる：

潜在: デフォルトは 1である．潜在分布の推定で境界ゼロの発生を避けるために使用される
Dirichlet prior （ディリクレ事前分布）に割り当てる重みを増やすには，この値を増やする． こ
の数は，クラス（および共変パターン）で等しく分布する追加ケースの合計数として解釈でき
る．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ，そして新しい値をタ
イプする．

カテゴリカル: デフォルトは1である．順序または名義として指定された変数を持つ多項モデル
の推定で使用される Dirichlet prior に割り当てられる重みを増やすには，この値を増やする．
この数は，境界値解の発生を避けるためのモデル内のインジケータのセルへの追加ケースの合

計数として解釈できる．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライトさせ，
そしえ新しい値っをタイプする．
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誤差分散: デフォルトは 1である．連続従属変数またはインジケータのモデル内の誤差分散-共
分散行列の推定で使用される逆Wishart 事前分布に割り当てられる重みを増やすには，この値

を増やする．この 数は，データに追加される疑似ケースの数として解釈できる．各疑似ケース
は，考慮されるインジケータの合計分散に等しい平方誤差を持つ．そのような事前分布は，発

生からゼロの分散を防ぎます．このオプションを変更するには，値をクリックしてハイライト
さえて，そして新しい値をタイプする．

テクニカルな詳細は， Vermunt and Magidson (2013a)の7.3章を参照．

クラス独立:

切片と予測因子の効果にさまざまな制限が利用可能である．さらに，連続従属変数を持つモデ
ルでは，誤差分散の制限も利用可能である．

誤差分散: このオプションは誤差分散がクラス間で等しくなるように制限されていること
（クラス独立）を示す．
予測因子 (1 個または複数). このオプションは，予測因子がクラス間で等しくなるように
制限されていること（クラス独立）を示す．
切片. このオプションは，切片がクラス間で等しくなるように制限されていること（クラ
ス独立）を示す．

欠損値 タブ:

欠損値を採用しない: 欠損値が検出された場合，XLSTAT が計算をやめるようにするには，こ
のオプションを有効にする．

オブザベーションを除去: 欠損値を持つオブザベーションを除去するには，このオプションを
有効にする．

出力 タブ:

記述統計量: 選択された編巣の記述統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

統計量: モデルに関する下記の統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

カイ2乗: カイ2乗に基づくモデル適合に関するさまざまな統計量を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

対数尤度: 対数尤度統計を表示するには，このオプションを有効にする．

クラス分類: クロス表モーダルと確率的クラス割り当ての分類表を表示するには，このオプシ
ョンを有効にする．

パラメータ:
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標準誤差: パラメータの標準誤差を表示するには，このオプションを有効にする．標準の
(Hessian) 計算法は，Hessian 行列という対数尤度関数の2次の導関数を使用する．

Wald 統計: Wald s統計量を表示するには，このオプションを有効にする．

度数 / 残差: モデルの標準化残差と共に観察度数と期待度数を表示するには，このオプションを
有効にする．少なくとも1つのインジケータが連続変数である場合は，この出力はない． 1 個
または複数の連続インジケータがある場合は，この出力はレポートされない．

繰り返し詳細: 収束での対数事後または対数尤度値のような推定アルゴリズムの性能に関する
テクニカルな情報を表示するには，このオプションを有効にする． * EM アルゴリズム， *
Newton-Raphson アルゴリズム．

適用可能なら，このファイルは，非収束，非識別パラメータおよび境界値解を含む警告メッセ
ージも格納する．

推定された値: データに予測された情報（各カテゴリに応答する確率）を表示するには，この
オプションを有効にする．下記の変数（および変数名）が表示される：

pred_1 - 第1のカテゴリで応答していることの予測確率

pred_2 - 第2のカテゴリで応答していることの予測確率y
pred_dep – 予測値（カテゴリ・スコアの重み付き平均，および重みとしての予測確率）

クラス分類: 現在のモデルに基づく各ケースの事後メンバーシップ確率とモーダル割り当てを
格納する表を表示するには，このオプションを有効にする．

名義コーディング:

効果 (デフォルト). デフォルトでは，パラメータ出力は，名義インジケータ，従属変数，有効

な共変量および潜在クラス（クラスタ）の効果コーディングを含む．

ダミー・コーディングに変更するには，これらのオプションのいずれかを使用する．

a1=0 (ダミーM初). このオプションを選択すると，最初のカテゴリが参照カテゴリとして働く
ようにダミー・コーディングが起こされる．

an=0 (ダミーM後). このオプションを選択すると，最後のカテゴリが参照カテゴリとして働く
ようにダミー・コーディングが起こされる．

チャート タブ:

プロファイル・プロット: プロファイル・プロットを表示するには，このオプションを有効に
する．

結果  

要約シート
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要約（記述）統計: 従属変数と量的説明変数については，XLSTAT はオブザベーションの数，

欠損値の数，非欠損値の数，平均および非バイアス標準偏差を表示する．名義説明変数につい
ては，その数と各水準に属するケースの度数を表示する．

要約統計:

モデル名: モデルが含むクラスの数の後，モデルに名前を付けられる．

***LL**:現在のモデルの尤度比適合度値．

BIC(LL), AIC(LL), AIC3(LL): BIC, AIC および AIC3 (LLに基づく)．モデル適合度に加え
て，これらの統計量は，モデルの 節減度 (df または Npar) を考慮に入れる．モデルを比

較する際に，BIC, AIC や AIC3 の値が低いほど良いモデルである．

Npar: パラメータの数．

L²:尤度比カイ2乗．モデルが 1 つまたは複数の連続インジケータを含む場合はない．

df: L2 の自由度．

p値: L2 のモデル適合p値．

Class.Err.:期待分類誤差． ケースの分類がモーダルの割り当てに基づく場合（すなわ
ち，最も高いメンバーシップ確率を持つクラスへの割り当て），誤分類されるケースの
期待比率．この値が0 に近いほど良い．

モデル出力シート

モデル要約統計:

モデル:

ケースの数: これは，モデル推定で使用されるケースの数．この数は，欠損ケースが除外

された場合，データ・ファイルでのもとのケースの数よりも少ない場合がある．

反復の数: オブザベーションの合計数

パラメータの数 (Npar): これは推定される個々のパラメータの数．

シード (乱数): このモデルを再現するために必要なシード．

ベスト・シード: 開始設定数 =0を用いてより素早くこのモデルを再現できる単一のベス
ト・シード．

推定の要約:

EM 繰り返し: 使用されたEM 繰り返しの数．

Log-事後: 対数事後値．
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L²: 現在のモデルの尤度比適合度値．

M終収束値: 最終の収束値．

Newton-Raphson 繰り返し: 使用されたNewton-Raphson 繰り返しの数．

Log-事後: 対数事後値．

L²: 現在のモデルの尤度比適合度値．

M終収束値: 最終の収束値．

カイ2乗統計:

自由度 (df): 現在のモデルの自由度．

L²:現在のモデルの尤度比適合度値． L2 統計量のブートストラップp値がリクエストされ
た場合は，その結果がここに表示される．

X2 および Cressie-Read: 指定されたモデルが有効でデータがスパースでなければ，大標

本理論により，より単純なp値を産み出すL²をこれが代替する．

BIC, AIC, AIC3 および CAIC (L²に基づく): モデル適合度に加えて，これらの統計量はモ
デルの節減度 (df または Npar) を考慮に入れる．モデルを比較する際， BIC, AIC, AIC3
および CAIC の値が低いほど良いモデルである．

SABIC (L²に基づく): 標本サイズ修正済み BIC，BIC に似た情報量基準だが， を
に置き換えている．

非類似度指数: 観察されたセル度数と期待されるセル度数がお互いにどれだけ異なるかを
示す記述測度．これは完全な適合を得るために一方のセルに移動させる必要のある標本

の比率を示す．

対数尤度統計:

対数尤度 (LL): ここに表示される．

Log-事前: これは，ベイズ定数に関係するパラメータ推定で最大化される関数の項であ
る．ベイズ定数が0に設定されていると，この項は0 に等しくなる．

Log-事後: これは，パラメータ推定で最大化される関数の項である．対数事後関数の値

は，尤度と対数事前値の合計として得られる．

BIC, AIC, AIC3 および CAIC (LLに基づく): これらの統計量（情報量基準）は，モデル中

のパラメータの数でLL を修正することで，適合と節減度を評価する．値が小さいほど良

いモデルである．

SABIC (LLに基づく): 標本サイズ修正済み BIC，BIC に似た情報量基準だが， を
に置き換えている．

log(N)
log(  )24

(N+2)

log(N)
log(  )24

(N+2)
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クラス分類統計:

分類誤差: ケースの分類が（最も高いメンバーシップ確率を持つクラスへの）モーダル割

り当てに基づく場合，誤分類されていると推定されるケースの比率が，この統計量でレ
ポートされる．この値が 0 に近いほど良いことになる．

誤差の低減(ラムダ), エントロピーR², 標準R²: これらの疑似 R2乗統計量は，観察された
変数（インジケータおよび共変量）に基づいて，クラス・メンバーシップをどれだけよ
く予測しているかを示す．値が 1 に近いほど良い予測である．

クラス分類対数尤度: 真のクラス・メンバーシップが既知であるという仮定での対数尤度
値．

EN: エントロピー．

CLC: CL*2

AWE: BICに似ているが，分類性能も考慮に入れる．

分類表:

モーダル表: クロス表モーダル・クラス割り当て．

比率表: クロス表の確率的クラス割り当て．

予測統計:

この表の列は下記に対応する：

ベースライン: ベースライン・モデル（ヌル・モデルとも云う）の予測誤差

モデル: 推定されたモデルの予測誤差．

R²:推定されたモデルでの誤差のベースライン・モデルと比較した低減比率

この表の行は下記に対応する：

2乗誤差: 2乗誤差に基づく平均予測誤差．

マイナス対数尤度: マイナス対数尤度に基づく平均予測誤差．

絶対誤差: 絶対誤差に基づく平均予測誤差．

予測誤差: 予測誤差の比率に基づく平均予測誤差（カテゴリカル変数についてのみ）

テクニカルな情報についてはVermunt and Magidson (2013a)の8.1.5章を参照．

予測表: 名義および順序従属変数では，観察された値と対する推定された値をクロス分類する
予測表も提供される．
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パラメータ:

R²: クラス特定および全体のl R² 値．全体の R² は，モデルのよって従属変数が全体的に
どれだけよく予測されるかを示す（予測統計に現れるのと同じ測度）．順序，連続，お
よび（二項）カウントでは，標準 R² 測度がある，名義従属変数では，各カテゴリが，そ
のカテゴリではダミー変数= 1 ，他のカテゴリでは0 で表現される各カテゴリでの別々の
R² 測度の重み付き平均としてみなせます．

切片: 線形回帰式の切片．

s.e.: パラメータの標準誤差．

z値: パラメータ検定に対応するz検定統計．

Wald: Wald 統計は任意の変数に関するパラメータ推定の集合の統計的有意度を評価する
ための出力を提供する．とくに，各変数について，Wald 統計は，その集合内のパラメー
タ推定のそれぞれがゼロに等しいという制限を検定する（名義として指定された変数で
は，その変数の各カテゴリのパラメータを含む集合）．回帰モデルでは，複数のクラス
が推定された場合，デフォルトで，2つのWald 統計 (Wald, Wald(=)) が表内に提供され
る．パラメータ推定の各集合で， Wald(=) 統計は，各クラスに関する部分集合を考慮

し，その部分集合内の各パラメータが他のクラスのそれぞれに関する部分集合内の対応

するパラメータに等しいという制限を検定する．つまり，Wald(=) 統計は，クラス間の回

帰効果の各集合の同等性を検定する．

P値: 推定の有意度の測度．

平均: 回帰係数の平均．

標準偏差: 回帰係数の標準偏差．

クラス分類: 現在のモデルに基づく各オブザベーションの事後クラス・メンバーシップとモー
ダル割り当ての出力．

推定警告

警告: 負の自由度の数．

この警告は，モデルがセル・カウントよりも多いパラメータを含むことを示す．潜在クラス・
モデルのパラメータの識別に必要な（ただし十分ではない）条件は，自由度の数が非負である
ことである．したがって，この警告は，モデルが識別されていないことを示す． 修復方法は，
より少ない潜在クラスを用いることである．

警告: # 境界または非識別パラメータ

この警告は，情報行列（Hessian または，その外積近似)の階数から派生する．これらが非識別

パラメータである場合，情報行列は最大階数にはならない．レポートされる数は，階数不足
で，非識別パラメータの数を示す．

この識別確認に関してい2つの問題があることに注意する．第1の問題は，境界推定も階数不足

を産み出すことである．言い換えると，階数不足がある場合，境界によるのか非識別パラメー
タによるのかがわかりません． XLSTAT-LG のベイズ定数は，境界の発生を防いで，このメッ
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セージに関する第1の問題を解決する．しかしながら，第2の問題は，ベイズ定数が使用されて
いるとき，この識別確認が常に非識別を検出できないということである．つまり，ベイズ定数

は，別の非識別モデルを識別のために出現させることができる．

警告: 収束せずに繰り返しの最大数に到達

この警告は，許容度基準に合致せずに指定された EM および Newton-Raphson の最大繰り返し
数に達した場合に出ます．もし（デフォルトではとても厳しい）許容度がほぼ達しているな
ら，解はたぶん大丈夫である．そうでなければ，修復方法は，よりシャープなEM 許容度やよ
り多くの EM 繰り返しでモデルを再計算することである・これはEM から Newton-Raphsonへ
の切り替えが遅くなることを確実にする．デフォルトの 50 回のNewton-Raphson 繰り返し
は，通常，より十分になる．

警告: 推定手順が収束しません (# 勾配が 1.0e-3より大きい)

このメッセージは，同じ修復方法が使用されている場合，前のメッセージに関連している可能

性がある．前のメッセージがレポートされていない場合，これはより深刻な非収束問題がある
ことを示す．アルゴリズムは，パラメータ空間のとてもフラットな領域（鞍点）に捕まってい
るかもしれない．最も良い修復方法は，異なるシード，そしてたぶん，より大きな開始設定と
設定ごとのより多い繰り返しでモデルを再計算することである．

事例  

潜在クラス回帰のチュートリアルが，Addinsoftの ウェブサイトにある：

https://help.xlstat.com/s/article/Excelでの潜在クラス回帰モデル-チュートリアル?language=ja
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