
1.0 はじめに
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テキスト
芳賀敏郎（2011）医薬品開発のための統計解析

第１部 基礎 改訂版、サイエンティスト社、p.275

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストとして、芳賀敏郎著　「医薬品開発のための統計解析　第１部　基礎　改訂版」　を使用します。



1.0 はじめに

0.1 統計解析用ソフトウェア
0.2 学び方
0.3 統計解析とデータ解析
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テキストの
該当ページ

p.1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの1ページを開いてください。テキストの該当ページは右上に示してあります。　本論に入る前に、このテキストで使用する統計解析用ソフトウェア、このテキストの学び方、そして、 統計解析とデータ解析の違いについて説明します。



0.1 統計解析用ソフトウェア

このテキストで使用する統計解析用ソフトウェア
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p.1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず、このテキストで使用する「統計解析用ソフトウェア」について説明します。



Excel
表計算プログラム（事務計算～技術計算）
セルに文字・数値や計算式を入力し、四則演算から高度な計算までを実行できる
統計解析の計算過程を追いかけて、理解を深めることができる
実際に、統計の実務で利用するには問題がある（間違いの修正、公的な申請での制約等）

JMP（ジャンプ）
統計解析専用のプログラムの一つ、SAS Institute Japan から提供（日本語に対応）
データのグラフ化機能が豊富（グラフを見て考え、解析方法を選択、さらに解析を進展）
試行錯誤を反復する解析（探索的解析）に適している
実務家が持つ固有技術をフルに生かせる
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使用するソフトウェア p.1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　このテキストでは、Excel と JMPという二つのソフトを使います。　Excel は「表計算プログラム」と呼ばれるソフトの代表です。皆さんもよく使うソフトだと思います。当初は事務計算用として開発されました。現在では，機能が充実して、技術計算にまで広く使われる標準的な道具になっています。Excel はセルに文字、数値、計算式を入力することにより，簡単な四則演算から高度な計算まで、様々な計算を実行できます。この機能を使って，統計解析の計算過程を追いかけ、統計解析に対する理解を深めることができます。しかし、実際に統計の実務で利用するには問題があります。例えば、セルに入力された式に間違いがあった場合、その修正にはかなりの注意力や労力が必要です。また、関係省庁など公的機関への申請に利用するには制約があります。　そこで、JMP という統計解析専用のプログラムを使います。SAS Institute Japan から提供されています。日本語に対応しています。現在、多くの統計解析プログラムが市販されています。その中で、JMP はデータをグラフ化する機能が豊富です。解析する人はこのグラフを見て考え、解析方法を選択したり、別のグラフを表示させたりして、別の解析を試みるなど、解析を進展させることができます。このように、試行錯誤を反復する解析、これを探索的解析といいますが、これに適した統計解析プログラムです。このため、実務家の持つ固有技術をフルに生かすことができます。　



Excel
表計算プログラム（事務計算～技術計算）
セルに文字・数値や計算式を入力し、四則演算から高度な計算までを実行できる
統計解析の計算過程を追いかけて、理解を深めることができる
実際に、統計の実務で利用するには問題がある（間違いの修正、公的な申請での制約等）

JMP（ジャンプ）
統計解析プログラムの一つ、SAS Institute Japan から提供
データのグラフ化機能が豊富（グラフを見て考え、解析方法を選択、さらに解析を進展）
試行錯誤を反復する解析（探索的解析）に適している
実務家が持つ固有技術をフルに生かせる
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使用するソフトウェア p.1

ものを作ったり、サービスを提供するときに必要な技術
それぞれの分野における専門技術、専門知識

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この固有技術という意味は、ものを作ったり、サービスを提供したりするときに必要な技術であり、それぞれの分野における専門技術、専門知識です。



Excel

Excel の有用な機能
分析ツール 一連の統計計算を自動的に実行
ゴールシーク 先に計算結果を指定して、数値を逆算する機能
ソルバー 同上、機能がより豊富
データテーブル 同じ計算を繰り返して、計算結果をテーブル形式で表示
BVA ユーザー定義関数を作成、マクロを作成

（Visual Basic for Application）
Excel の関数

多様な機能をもつ統計関数が整備（p.68, p.114 参照）
Excel 2007以前の古い関数、Excel 2010以降の新しい関数の２種類

Excel ヒント
目次の最期のページ viii に一覧表
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p.1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　Excel には色々な機能があります。ここで、このテキストで頻繁に用いる機能をまとめておきます。Excel の有用な機能ですから、是非とも身に着けてください。　まず、分析ツールです。これは、一連の統計計算を自動的に実行します。　ゴールシークとソルバーは強力な機能を持っています。普通は、数値を指定して計算結果を得ますが、その逆に、先に計算結果を指定して数値を逆算します。ソルバーの方が機能は豊富です。　データテーブルは、同じ計算を繰返して，結果をテーブルの形で表します。　VBAは、Visual Basic Applicationのことで、プログラミング言語のひとつです。このテキストでは、Excel がもっている関数では不十分な場合に，ユーザ定義関数を作成する道具として利用します。また。マクロ機能も利用します。　Excel の関数には、多様な機能をもつ統計関数が整備されています。テキストの p.68 と p.114 に主要な統計関数が表になっています。統計関数は、Excel 2010 で全面的に改訂されました。この改訂された新しいし関数と、それ以前の古い関数の２種類があります。テキストは、古い関数を主体的に書かれていますが、適宜、新しい関数を使いながら説明します。　Excel を使うときの便利な使い方が「Excel ヒント」としてテキストの中に掲載されています。目次の最期のページ viii に、その一覧がありますので、参考にしてください。



JMP

数年ごとにバージョンアップ
テキストは JMP 9.02（2011年）を使用、スライドは JMP 10.02（2012）を使用
JMP 11（2013年）、JMP 12（2015年）、JMP 13（2016年）、JMP 14（2018年）

JMP ヒント
目次の最期のページ viii に一覧表

変数（実験の要因と結果）を３つの尺度に分類
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p.2

変数 尺度 例

量的変数 連続尺度（Continuous） 身長、体重、温度、時間、濃度、年齢

名義尺度（Nominal） 反応（ - , + ）、処理区（A、B、C）

順序尺度（Ordinal） 反応（ - , +, ++ ）、サイズ（大、中、小）
質的変数

（カテゴリカル変数）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　JMP は数年ごとにバージョンアップされて，機能が強化され，使いやすさが向上しています。テキストは2011 年にリリースされたバージョン9.02 を用いて書かれています。このスライドでは、バージョン10の出力を使っています。　JMP を使うときの便利な使い方を「JMP ヒント」としてテキストの中に掲載されています。目次の最期 viiiに、その一覧があります。　JMP を使う上での留意事項として、ここで一点、説明しておきます。JMP では、実験の要因と結果を変数として捉え、この変数をその性質から「3つの尺度」に分類します。一つ目は量的変数である「連続尺度（Continuous）」です。次に、質的変数、またはカテゴリカル変数とも言いますが、この「名義尺度（Nominal）」と「順序尺度（Ordinal）」です。連続尺度は、身長、体重、温度、時間、濃度、年齢などです。名義尺度は反応の（-, +）、処理区ABCなどで、それぞれの値に順番がありません。順序尺度は反応の（ - , +, ++, +++）、サイズ（大、中、小）で、値に順番があります。
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変数の尺度と、その組み合わせに応じて、
JMP が適切なグラフや解析方法を選択し、
結果を表示してくれる
尺度の設定は非常に重要

量的変数 連続尺度

p.2

量的変数 連続尺度 量的変数 連続尺度

変数と尺度
質的変数 名義尺度

薬剤 体重 濃度 体重
薬剤A 10.7 10 10.7
薬剤A 11.0 10 11.0
薬剤A 10.8 10 10.8
薬剤B 11.4 20 13.2
薬剤B 10.7 20 12.4
薬剤B 10.9 20 13.8
薬剤B 11.3 30 15.9

30 14.6
30 16.8
40 20.1
40 22.1
40 25.1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　例えば、2つの薬剤 A と B を実験動物に処理して、それぞれの体重を得た場合、薬剤は質的変数で名義尺度、体重は量的変数で連続尺度に指定します。　また、薬剤の処理濃度を変えて、それぞれの体重を得た場合、薬剤の濃度は量的変数で連測尺度、体重も量的変数で連続変数に指定します。　このように、要因と結果を変数としてとらえ、尺度を指定します。この変数の尺度、また、その組み合わせに応じて、JMPは適切なグラフや解析方法を選択して結果を表示してくれます。したがって、尺度の設定は非常に重要です。　詳しくは、実際の使用場面で説明します。



0.2 学び方

本テキストを使った学び方のポイント
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p.3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本テキストを使った学び方のポイントを説明します。



テキストの学び方

「テキスト」を読むだけでは十分な理解は困難

学習用の「Excel ファイル」と「 JMP ファイル」を使って読み進める
サイエンティスト社のホームページからファイルを入手（無料）

http://www.scientist-press.com/
なお、ExcelとJMPが使用できる環境であることを前提（JMPは体験版も利用可）

Excel ファイルで解析の考え方、手順を理解する
→ 同じデータを JMP で解析し、両者の結果を見比べて、JMP の出力の意味を理解

JMP の解析結果を見る
→ どのような考え方で求められたかを Excel で理解

Excel による「シミュレーション」を使って統計の基本的事項を理解
シミュレーションの面白さを体験

「演習問題」を自分で解く
10

p.3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず初めに、「テキスト」を読むだけでは十分に理解することは困難であることを強調しておきます。　このテキストは、学習用の「Excel ファイル」と「JMP ファイル」を使って読み進むようになっています。このファイルは出版社「サイエンティスト社」のホームページからダウンロードできます。ダウンロードは無料です。これらのファイルなくしては、このテキストを読み進めることはできません。この「テキスト」、「Excel ファイル」、「JMP ファイル」の三者を備えて学習に取り組んでください。　ただし、Excel と JMP は購入ずみで、使用できる環境にあることを前提にしています。なお、JMP は体験版を無料で入手できます。　まず、Excel ファイル を使って解析の考え方と手順を理解します。そして，同じデータを JMP で解析し，両者の解析結果を見比べることによって JMP の出力の意味を正しく理解します。その反対に、先ず JMP による解析結果を見てから，それがどのような考え方で求められたかを Excel で理解する場合もあります。　統計の基本的事項の多くは，Excel によるシミュレーションを使って理解することができます。このテキストで、シミュレーションの面白さを体験してください。　さらに、随所に挿入されている演習問題を自分で解いて，学習を進めるようにしてください。

http://www.scientist-press.com/
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p.3入手する Excel ファイルと JMP ファイル
第１部 第２部 第３部
Excelファイル JMPファイル Excelファイル JMPファイル JMPファイル Excelファイル JMPファイル JMPファイル JMPファイル

基礎改1.xls 2-1群1.JMP DE改1-１因子(質).xlsm 1-１因子1.JMP 7-枝分れs.jmp 改1非線形.xlsm 12-逆推定.JMP 34-4x4.jmp 演13-2.jmp

基礎改2.xls 2-演習.JMP DE改2-１因子(量).xlsm 1-１因子2.JMP 7-変量.jmp 改2非線形.xlsm 12-単回帰.JMP 35-4x4.jmp 演14-1.jmp

基礎改3.xls 3-2群1.JMP DE改3-乱塊法.xlsm 1-１因子3.JMP 7-乱塊法.jmp 改3計数値.xlsm 13-指数曲線.JMP 35-4x4Ex.jmp 演22-3.jmp

基礎改4.xls 3-2群2.JMP DE改4-共分散.xlsm 2-１因子1.JMP 改4Log回帰.xlsx 13-指数曲線2.jmp 36-(2).jmp 演23-3.jmp

基礎Macros.xls 3-2群ノンパラ.JMP DE改5-2因子.xlsm 2-１因子2.jmp 14-Logist1.JMP 36-虫歯.jmp 演33-2.jmp

3-ROC.jmp DE改6-多因子.xlsm 3-乱塊法.JMP 14-Logist2.JMP 36-複数.JMP 演36-1.jmp

3-演習2.JMP DE改7-変量.xlsm 4-共分散1.JMP 21-指数曲線.jmp 41-二変量.jmp 演41-1.jmp

4-RankCorr.JMP DEﾏｸﾛ.xlsm 4-共分散2.JMP 21-不等分散.jmp 42-2次式A.jmp 演42-1.jmp

4-ビッグ クラス.JMP DE改0-はじめに.xlsx 4-共分散3.JMP 21-不等分散2.jmp 42-2次式B.jmp 演42-2.jmp

4-演習8.JMP 4-群分け.jmp 22-効力比.jmp 42-Log回帰A.JMP

4-演習データ.JMP 5-2因子1.JMP 23-併用効果.jmp 42-Log回帰B.jmp

4-相関1.JMP 5-2因子2.JMP 24-複数曲線.jmp 43-a.jmp
4-相関2.JMP 5-2因子4.JMP 25-PK1.jmp 43-Log個々.jmp
4-相関3.JMP 6-応答曲面.jmp 25-PK2.jmp 43-効力比.jmp
永田3_5_7.JMP 6-直交表.JMP 32-割合.JMP 43-車の調査.jmp
永田4_6.JMP 7-経時.jmp 33-(11).jmp 43-多項ロジ.jmp
永田本.pdf 7-交差2.JMP 33-割合の差.jmp 44-ロバスト回帰.jmp
永田本.xls 7-交差3.JMP 34-2xb.jmp 演12-2.jmp

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現在、サイエンティスト社からダウンロードできるファイルです。第１部、第２部、第３部ごとに、多くの Excel ファイルと JMP ファイルを入手することができます。皆さんのパソコンに保存して利用できる状態になっているか、確認してください。



テキストに掲載されている図表

テキストの図表の内容を Excel と JMP で確認
テキストの図表のほとんどは、Excel ファイルと JMPファイルで提供される
図表の元になっているデータを確認し、計算過程を理解し、計算の意味を追いかける

図表 → 表示
テキストの図表は、「表示 0.0.0」のように通し番号で識別

「テキスト」、「Excelファイル」、「JMPファイル」をフルに使って学習
Excelファイルと JMPファイルを使い、手を動かしてテキストの内容を理解する
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p.3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストに掲載されている図表は、ダウンロードした Excel ファイルと JMP ファイルで提供されます。このファイルを使って、テキストに掲載されている図表の元になっているデータを確認し、計算過程を理解し、計算の意味を追いかけることができます　テキストに掲載されている図表は、図〇、表〇ではなく、「表示 0.0.0」のように表現して、通し番号で識別するようになっています。　このテキスト、Excel ファイル、JMP ファイルをフルに使って、自分でテキストの内容を確認しながら学習を進めてください。テキストを読むだけでは十分に理解することはできません。Excel ファイル と JMP ファイルを使い、手を動かしてテキストの内容を理解するようにしてください。



Excel の利用ポイント

Excel ファイルの読み込み
入手したExcel ファイルには VBA マクロが含まれる（ウィルスの対策への対応）
Excelでは、「マクロを有効にする」を指定してファイルを開く
Excelのセキュリティ管理の設定が必要になる場合がある（p.52）

Excel ファイル・シートのコピー
学習を進めていくうえで、データや数式を書き換える場合があるため、元の内容を保存
Excel のファイルを、学習用として別名で保存して使用
Excel のシートを、学習用として別名でコピーして使用
（シート同士で参照している場合があるので、一部のシートのみの保存はしない）

名前ボックスの利用
テキストの「表示」に対応したExcel の該当箇所に移動する
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p.3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　Excel ファイルを利用する上でのポイントをいくつか紹介します。　入手したExcel ファイルには VBA マクロが含まれています。一般に、VBA のマクロにはウィルスが含まれる危険性があるので，Excel システムにはセキュリティー・チェックの機能が組み込まれています。そこで、VBA マクロを含む Excel ファイルを開くときは，[マクロを有効にする] を指定してください。皆さんの Excel の設定によっては，完全に拒否される場合があります。その時は、p.52にあるセキュリティー管理の設定が必要になる場合もあります。後で確認しておいてください。　入手した Excel ファイルで学習するときに，ファイルのデータや数式を書き換えることがあります。そこで、元のファイルの内容を保持するために、学習用として別の名前でファイルを保存して使いましょう。あるいは、学習用として、シートを別の名前でコピーして、このシートで学習するという方法もあります。なお、一部のシートだけからなるファイルを保存することは勧められません。シート同士で参照している場合もあるからです。一方だけのシートになってしまうと、正しく機能しません。　Excel には名前ボックスという機能があります。入手した Excel ファイルには、名前ボックスが設定されていますので、「名前ボックス]から、テキストの「表示」に対応した Excel の該当場所に移動できます。
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名前ボックスの
▼をクリック

Fig13_03

▼

テキストの図と表
→ 表示 0.0.0

Excelファイルの読み込み
Excelファイル「基本改1.xls」
名前ボックスから「表示1.3.3」（Fig13_03）を選択

p.4Excel の利用ポイント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　それでは、Excel を立ち上げて、Excel ファイル「基本改1.xls」を読み込んでください。　Excel 画面の左上の[名前ボックス] の右の▼マークをクリックすると，Fig 番号が並んだプルダウンメニューが表われます。テキストでは図と表を合せて「表示」と表現して番号を付けています。この例では、テキストに掲載されている「表示1.3.3」というグラフです。このテキストの「表示1.3.3」に該当する Excel のシートとセルに移動するためには、名前ボックスで「Fig13_03」を選択します。　では、各自、やってみてください。表示1.3.3のグラフに移動できたことを確認してください。
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+

+

シートの移動とコピー（p.6）

p.4Excel の利用ポイント

シートをクリック

目的の位置にドラッグ

シートが移動 シートがコピー（こちらのシートで学習）

Ctrlキーを押しながらシートをクリック

目的の位置にドラッグ

移動 コピー

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　シートの移動とコピーの方法を説明します。　今、皆さんが開いている Excel ファイル「基本改1.xls」を見てください。　まずは、説明します。　ガイドというシートを移動してみます。ガイドというシートのシート名を左クリックすると、白い四角のマークが出ます。これを目的の位置までドラックして離します。するとシートの位置が変わります。つまりシートが移動しました。　次にコピーです。ガイドというシートをコピーします。ガイドというシートのシート名を、Ctrlキーを押しながら左クリックします。そうすると白い四角のマークが出ます。これには「＋」マークが付いています。これを目的の位置までドラックするとガイド(2)というシートが新たにできます。これでガイドというシートと同じ内容のシートがもう一枚できました。セルの内容を書き換えるような学習では、(2)がついたシートを使い、元のシートには書き込み等をしないようにします。　では、実際に移動とコピーを行ってください。



ワークシート分析（セルの参照元と参照先を表示）

表示 1.1.4 のセルO14を選択

トップメニュー[数式] 
＞ [ワークシート分析] 

［参照元のトレース］
［参照先のトレース］
を選択して表示

［トレース矢印の削除］
を選択して消去

16

I J K L M N O
12 等 \ 本数 偏差 確率
13 i xi ni di πi di*πi di^2*πi
14 1等 10,000 10 9,930 0.0010 9.93 98,605
15 2等 1,000 200 930 0.0200 18.60 17,298
16 3等 100 4,000 30 0.4000 12.00 360
17 はずれ 0 5,790 -70 0.5790 -40.53 2,837
18 合計 0 10,000 1.0000 0.00 119,100

p.4Excel の利用ポイント

セルO14を選択
表示1.1.4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　Excel にはワークシート分析という機能があります。　そこで、Excel ファイル「基本改1.xls」の中で、名前ボックスから「表示1.1.4」を選択して、表示1.1.4があるシートとセルに移動してください。　まず、説明します。セルO14 を選択して、トップメニューの[数式] ＞ [ワークシート分析] で，選択肢［参照元のトレース］，［参照先のトレース］を選択します。これにより、セルの参照元と参照先を表示させることができます。この例では、98650 と表示されている セルO14 は、L14と M14 の2つのセルを参照し、O18 という１つのセルから参照されていることがわかります。　数式が複雑になると、どこのセルを参照しているのか、どこのセルから参照されているのかを把握しきれない場合がありますので、非常に便利です。「トレース矢印の削除」を選択すると、トレースの表示がなくなります。　では、各自で行ってみてください。
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ソルバー、分析ツールの確認
［ファイル］＞［オプション］＞［アドイン］ p.87, p.235参照

Excel の利用ポイント

［アクティブなアプリケーション アドイン］に
［ソルバーアドイン］、［分析ツール］が
あれば設定不用
無ければ、Excelアドインをインストール

p.4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソルバーと分析ツールは、インストールしないと利用できません。まずは、皆さんの Excel でインストールしてあるか、ないかを確認します。　皆さんのExcelで、［ファイル］＞［オプション］＞［アドイン］を選択してください。「アクティブなアプリケーション アドイン」に［ソルバーアドイン］、［分析ツール］があれば既にイントールされていますので、設定不用です。この表示が無い人は、次の Excel アドインのイントールに進んでください。
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［Excelアドイン］+［設定］

［ソルバーアドイン］
［分析ツール］に
チェックを入れて［OK］

Excel の利用ポイント

ソルバー、分析ツールのインストール

p.4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソルバー、分析ツールをインストールするためには、今、皆さんが開いているダイアログの中で、［Excel アドイン］と［設定］にして、表示されるアドインの中から、［ソルバーアドイン］［分析ツール］にチェックを入れて［OK］を押します。　



テキストと Excel ファイルの数値を確認する上での留意点
テキストでは、一連の計算を進めていく中で、計算過程の値を適当な桁に四捨五入して表示
実際は、Excel は表示されない桁の数値も使って次の計算を実行
テキストの計算過程の値を使ってその先を計算すると、値が一致しない場合がある

19

p.4Excel の利用ポイント

Excel が保持している値

50.64 と一致しない

テキスト a / b = 5.57
(a / b) × c = 50.64

a 12.8
b 2.3 Excel a / b = 5.57 a / b = 5.56521739130435
c 9.1 (a / b) × c = 50.64

手計算 5.57 × c = 50.69

(a/b) × c を求める

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストと Excel ファイルの数値を確認する上での留意点を説明します。　テキストでは、一連の計算を進めていく中で、途中の値を表示するときに、適当な桁に四捨五入しています。実際に、Excel では、表示されない桁の数値も使って次の計算を実行します．したがって，テキストに表示されている数値を使ってその先を計算すると，テキストの値とは一致しない場合があります。　例えば、a が 12.8、bが 2.3、cが 9.1で、(a/b)*c を求めます。Excelでは、計算途中の a/b が 5.57、最終結果の (a/b) × c が 50.64 になります。テキストでも、同様の値が掲載されます。　ここで、Excel は a/b を 5.57 と表示していますが、実際には 5.56521739130435 の数値を保持しています。一方、テキストで示されている計算途中の a/b の値 5.57 を3桁のまま使うと、5.57×c=50.69 となり、50.64 とは一致しません。　このような場合があることを承知して，数値の確認を進めてください。



0.3 統計解析とデータ解析

20

p.5

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最期に、統計解析とデータ解析の違いについて説明します。
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表示0.3.1 統計解析とデータ解析  統計解析
データは𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖，
i 番目の変数の
j番目のサンプルの観測値
と抽象化して解析

 データ解析
i 番目の変数が何であり，
他の変数とどのような
関連があるか
j 番目のサンプルは
どのような状態で観測
されたものであるか
イメージをもって解析

p.5統計解析とデータ解析

統計解析

データ解析

数理統計学 正しいデータ 適切な変数

解析技術 データ 固有技術

解析手段

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキスト p.5 の、表示0.3.1です。　統計解析という言葉は昔からありました。近年，データ解析という言葉が使われるようになりました。両者の違いを表わしたのがこの図です。　いずれも中央の「データ」を対象として解析します。「データ」を，「数理統計学」に裏付けられた「解析技術」で解析するのが「統計解析」です。これには古い歴史があります。これに加えて、適切な変数およびサンプルについての「固有技術」も動員して解析するのが「データ解析」であると考えられます。　　　「統計解析」では、データは xij，すなわち，「i 番目の変数の j 番目のサンプルの観測値」と抽象化して解析を進めます。一方、「データ解析」では、i 番目の変数が何であって，それは他の変数とどのような関連をもっているか。また，j 番目のサンプルはどのような状態で観測されたものであるかなど，具体的なイメージをもって解析を進めていきます。
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表示0.3.1 統計解析とデータ解析

「学」
理論的根拠

p.5統計解析とデータ解析

統計解析

データ解析

数理統計学 正しいデータ 適切な変数

解析技術 データ 固有技術

解析手段 「術」
経験的ノウハウ

解析手順のマニュアル化
は不可能
経験と工夫を積み重ねて
身に付けられる

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　「統計解析」は“学” であり、データ解析は“術” です。　統計解析は，理論的根拠が比較的はっきりしていますが，データ解析はそれに加えて経験的なノウハウが含まれます。したがって、データ解析での手順のマニュアル化は不可能です。経験と工夫を積み重ねることによってはじめて身に付けることができます



「術」
経験的ノウハウ
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表示0.3.1 統計解析とデータ解析

データを
解析技術と固有技術から
追及するために使う道具
使いこなせることが必須
ここでは、Excel、JMPを利用

データが正しくなければ
(誤りが含まれていれば)，
誤った解析結果が得られる
データが正しいか、確認

p.6統計解析とデータ解析

統計解析

データ解析

数理統計学 正しいデータ 適切な変数

解析技術 データ 固有技術

解析手段

解析目的に対して
適切な変数が含まれていなけ
ればならない
たいへん困難な問題であり
豊富で深い固有技術が必要

「学」
理論的根拠

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　データが正しくなければ，すなわち誤りが含まれていれば、誤った解析結果が得られ，大きな損失を被る危険があります。データが正しいかどうかを確認しながら解析を進めるのもデータ解析の重要なポイントです。　取り上げるデータには，解析目的に対して適切な変数が含まれていなければなりません。これはたいへん困難な問題であって，豊富で深い固有技術が要求されます。　最期に、解析手段です。「データ」を「解析技術」と「固有技術」の両側から追及するためには，それを支える「解析手段」が必要です。これは、解析に使う道具です。本テキストでは、Excel と JMP を道具として使います。必ずしも JMP が必要という訳ではなく、気に入った統計解析ソフトを完全に自分のものにすることでもかまいません。ただし、それを自由に使いこなせることが必須です。 それでは、これからテキストに従って進めていきます。
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