
第10章『多重比較法』 



多重比較 
ダネット・テューキー法 



１０．1 多重比較～ダネット・テューキー法 

表10.1 

３つの方法で作られた支台歯の破壊強度が測定され， 
表10.1のような実験結果が得られたとしよう． 
3種類の方法を単に，処理1, 2, 3とよぶことにし，
各処理からのデータは，それぞれ正規母集団 
 
 
からの無作為標本とする． 



まず，3つの平均の有意性検定 

vs.                でない 

を考える．このとき検定統計量の値は 

となり，3つの処理の平均は異なっていると言える． 

１０．1 多重比較～ダネット・テューキー法 



１０．1 多重比較～ダネット・テューキー法 

このとき, 処理1と処理2, 処理1と処理3, あるいは, 処理2と処理3との比較にお
いて, どれが有意であるかに関心がある. 
あるいは, 処理1が他の処理2, 3と比べて有意に大きいといえるかどうか, など
にも関心がある場合がある.  
ここでは, まず, 後者の場合から考えてみよう. 
 
処理1の強度が他の処理2, 3の強度と比べて有意に大きいと言えるかを調べるた
め, 次の仮説検定を考える.  
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表10.1の場合には 

となり， 

となる．同様に， 

となる． 
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仮説  は保留されるが， 
仮説  は棄却されるという結論を得る． 
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実際，表10.1の場合には 

となる．また，数値表より     であるので， 

は保留 

は保留 

は棄却 

という結論を得る． 

１０．1 多重比較～ダネット・テューキー法 



多重比較 
シェフェ・ボンフェロニー法 
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このとき，自由度       のF分布の上側 点 

を用いて， 

を棄却する 

と判定する．このような判定は，        のとき， 
誤ってどれかの   を棄却する確率は 以下になっている． 
このような結果は，すべての対比 に対して 

が成り立つことによる． 
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ステップダウン法 



これまでに紹介した多重比較法は, シングルステップ法とよばれる
方法である.  
ここでは, すべての対比較をおこなう場合と, 対照群との対比較
（対照比較）をおこなう場合について, 一般にシングルステップ法
より検出力の高い方法であるステップダウン法を紹介する.  
 
特に，テューキー・ウェルシュの方法とダネットの逐次棄却型検定
法を具体的に紹介する． 
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が成り立てば，帰無仮説 

例えば，３つの処理の比較を行う場合，帰無仮説 

も成り立つ． 
このような関係性がある帰無仮説を含んでいる帰無
仮説族（ファミリー）を階層的であるという．また， 
    は         を誘導するという． 

（例）次のファミリー   は，階層的である． 
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(1)コヒーレンス 
   ある帰無仮説が保留されるとき，それが誘導する 
   帰無仮説も，すべて保留される． 
(2) コンソナンス 
    ある帰無仮説が棄却されるとき，それが誘導する 
    帰無仮説のうち，少なくとも１つが棄却される． 

このとき，次の一貫性の概念を考えることができる． 

ステップダウン法 

コヒーレンスを保証するように検定方式が構成
されている多重比較法 
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について考える． 

さらに，例で挙げた階層的なファミリー 

 
例えば， に含まれる帰無仮説  と    に対して， 
「  かつ  」という仮説を     と表すこ
とにすると，        である． 
このファミリー   のように，   に含まれるどの２つ
の帰無仮説    と    に対しても      が   に  
含まれるとき，このファミリーは閉じているとよぶ． 
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帰無仮説    を誘導する，  に含まれるすべての 
帰無仮説    および    が，それぞれ有意水準  
の検定で棄却される． 

一般に，ある閉じたファミリー  に含まれる帰無仮
説に対して， 

という条件を満たすとき，帰無仮説    を棄却する
ことにより各仮設を検定していく方式を閉検定手順
とよぶ． 
この先で紹介するステップダウン法は，この閉検定
手順の原理に基づいたものである． 
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・テューキー・ウェルシュの方法 

ここでは        とし，４つの処理の比較を通して 
検定手順を具体的に紹介する． 
この場合，推測の対象となるファミリーは 

である． 

テューキー・ウェルシュの方法は，すべての対の 
比較を行う多重比較法であり，10.1節で紹介した
テューキー法に対応したステップダウン法である． 
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手順１ 

   , つまり        とおき，検定統計量 

の値を計算する． 

(1)    ならば，推測の対象となるファミリー   に含まれる 
    すべての帰無仮説を保留して，検定を終了する． 

(2)    ならば，   を棄却して手順２へ進む． 

（なお，  については本文を参照．） 
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手順２ 

   ，つまり               とおき，
検定統計量  の値をそれぞれ計算し， 

(1)     ならば，その帰無仮説      が誘導する 
   すべての帰無仮説を保留する． 

(2)     ならば，その帰無仮説    を棄却する． 

帰無仮説    ，     ，  がすべて保留された場合， 
検定を終了する．そうでなければ手順３へ進む． 

１０．３ ステップダウン法 



とおく． 
手順２で保留と判定されなかった帰無仮説  に対応 
する に対して，検定統計量  の値を計算し， 

手順３ 

   ，つまり 

(1)    ならば，その帰無仮説     を保留する． 

(2)     ならば，その帰無仮説   を棄却する． 
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・ダネットの逐次棄却型検定法 

ここでは        とし，４つの処理に対して，処理１
を対照群とし，処理１と処理２，処理３，処理４との
すべての対比較を考える． 
なお，処理２，処理３，処理４のサンプルサイズはす
べて等しい，つまり，      とする． 

ダネットの逐次棄却型検定法は，対照群とのすべての
対比較（対照比較）を行う多重比較法であり，10.1節
で紹介したダネット法よりも検出力が高い方法である． 
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この場合，推測の対象となるファミリーは 

であり，各帰無仮説         に対する対立仮説として， 

をそれぞれ考える．なお，対立仮説として(i)を設定
した場合は，両側検定に対する の値を，(ii), (iii)を
設定した場合は，片側検定に対する の値を用いる． 
（  については本文を参照．） 
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手順１ 

すべての     に対して，ダネット法で用いた
検定統計量 

の値を計算する． 

(1) 対立仮説として(i)を設定した場合，    とおく． 

(2) 対立仮説として(ii)を設定した場合，     とおく． 

(3) 対立仮説として(iii)を設定した場合，        とおく． 
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手順２ 手順１で求めた  を値が小さい順に並べて，    ，  ， 
とする．つまり， 

を満たす． 
さらに，  に対応する帰無仮説を    とおく． 

(1)     ならば，帰無仮説        のすべて 
   を保留して検定を終了する． 

手順３ とおく． 

(2)     ならば，対応する帰無仮説   を棄却し， 
   手順４へ進む． 
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(1)     ならば，帰無仮説   を保留する． 

(1)     ならば，帰無仮説       のすべてを 
     保留して検定を終了する． 

手順４ とおく． 

(2)     ならば，対応する帰無仮説   を棄却し， 
   手順５へ進む． 

手順５ とおく． 

(2)      ならば，帰無仮説   を棄却する． 
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Step 1.                                       を求める．       

※ サンプルサイズが異なる場合について 

の場合，        を用いて 

棄却限界値 を決定しているが，サンプルサイズ
が異なる場合は，以下のように の値を決定する． 

Step 2.                                                を求める．       

Step 3.  Step 2で求めた      の平均値 を求めて，       とする．                                              

１０．３ ステップダウン法 



同時信頼区間のための準備 
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同時信頼区間 



表10.2のデータは，心不全患者に降圧薬カドララン
ジを投与し，投与後２時間，４時間，８時間，１０時
間後の血漿中薬物濃度を調べたものである． 
ここで与えられている濃度は対数変換をした値であり，
患者１０人の平均値である． 

表10.2 
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表10.2のデータの場合， 

となり， 

と計算される． 
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また，すべての対比較に対する同時信頼区間を 
テューキー法に基づいて構成することができる． 
例えば，水準数を３とすると，ここでの目標は 

の各々について信頼区間を構成し，３つの信頼
区間全体に対する信頼係数が0.95となるように
することである． 
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ここで，      に対して 

とすると， 

が成り立つ． 
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なお，    は       と同値である． 
ただし， 

このことより，確率（信頼係数）0.95で 

が成り立つ． 
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さらに，この同時信頼区間を用いることによって， 
以下の基準で仮説の棄却について判断することが 
できる． 

信頼区間   に0が含まれる 

同様に，ダネット法やボンフェロニ法に基づいて
同時信頼区間を構成することができる． 

帰無仮説    は保留される 

信頼区間   に0が含まれない 

帰無仮説    は棄却される 
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