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統計分析におけるデータスクリーニングの意義と方法
── 英語教育学研究の事例を中心に ──

髙　木　修　一

1.　 はじめに ─ データスクリーニングの意
義 ─

　教育・心理系の研究は何らかの問いを持つこと
から始まる。この問いに対する暫定的な答えとし
て，研究者は仮説を立てる。そして，この仮説の
妥当性を検証するため，量的調査においては，デー
タを収集し，統計的なデータ分析を行う（南風原，
2002）。例えば，日本人中学 2年生を対象にして
新しい発音指導法の効果があるかを考える場合，
「新しい発音指導法によって日本人中学 2年生の
発音は向上する」というような仮説が立てられる。
この仮説を検証する場合，厳密には，全ての日本
人中学 2年生に対して新しい発音指導法を行い，
発音が向上したかをデータとして収集しなくては
ならない。しかし，全ての日本人中学 2年生を対
象としてデータ収集を行うことは現実的には不可
能であろう。そのため，統計分析に基づく量的研
究は，一部の日本人中学 2年生のデータを標本（サ
ンプル）として抽出することにより，全ての日本
人中学 2年生のデータである母集団を推測する。
すなわち，標本として選ばれた一部の日本人中学
生 2年生に対して，新しい発音指導法を行い，発
音が向上したかを検討することによって，「新し
い発音指導法によって日本人中学 2年生の発音は
向上する」という仮説を検証する。このように，
抽出された標本に基づいて，母集団の性質や特徴
を推測することを推測統計という（嶋田・平井，
2012）。
　推測統計において，推測される母集団は標本に
依存する。すなわち，標本によって推測される母
集団は異なる。そのため，研究者は想定している
母集団と同じ性質や特徴のある標本を収集するこ

とが必要とされる。例えば，前述の「新しい発音
指導法によって日本人中学 2年生の発音は向上す
る」という仮説検証を行う場合，研究者は母集団
として全ての日本人中学 2年生を想定する。この
場合，日本人中学 2年生の性質をまんべんなく代
表する標本データの収集が理想的である。しかし，
標本データに中学 1年生のデータが含まれていた
場合，推定される母集団にも中学 1年生が含まれ
ていると考えられる。同様に，英語の得意な中学
2年生のみを標本データとして収集した場合，推
定される母集団は英語の得意な中学 2年生に限定
される。このような場合，研究者が想定している
母集団と実際に推定される母集団は異なるため，
仮説の妥当性を適切に検証することは適切ではな
い。そのため，量的研究においては，仮説に基づ
いて想定する母集団を明確にし，綿密な計画を立
てた上で，母集団の推測に適切な標本を収集する
ことが欠かせない。
　しかし，綿密な計画に基づいて標本収集をした
としても，得られた標本が必ずしも母集団を推定
するのに理想的とは限らない。例えば，全ての日
本人中学 2年生という母集団を推測する目的で，
幅広い英語熟達度や学習背景を持つ中学 2年生を
標本としてデータを収集する計画を立てても，比
較的英語が得意な生徒だけが偶然にも欠席をして
しまうこともあり得る。このような場合，推定さ
れる母集団は比較的英語が苦手な日本人中学 2年
生に限定される。同様に，英語が苦手な生徒の多
くが，敢えて名前を書かなかったり，無回答だっ
たりした場合，推定される母集団は英語が得意な
日本人中学 2年生に限られる。そのため，収集し
た標本データを分析する前に，標本が母集団を推
定するのに適切であるかを確認する必要がある。
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このように，想定する母集団を適切に推測するた
めに標本データを選別するプロセスをデータスク
リーニングという。データスクリーニングは，収
集された標本データを整理することで，想定して
いる母集団を適切に推測するために必要なプロセ
スであり，推測された母集団に関する仮説検定の
精度を高めることが可能になる。そのため，統計
分析による仮説検証を行う場合，仮説検証に関わ
る主な分析の前にデータスクリーニングを行うこ
とが強く勧められる（Tabachnick & Fidell, 2013）。
　ところで，教育・心理系の研究で用いられる主
な分析（例 : t検定，分散分析，相関分析）の前
提として，標本データの正規性が広く知られてい
る。この標本データの正規性の前提は，言い換え
ると，母集団の正規性の前提のことである。本稿
では，母集団が正規分布することを前提とした基
本的なデータスクリーニングの方法に焦点を当て
る。したがって，母集団の正規分布を想定しない
場合（例 : 二項分布，ポアソン分布），標本デー
タがその母集団の分布に対応するような形でデー
タスクリーニングを行う必要があるが，本稿では
そのような場合は取り扱わない。

2.　データスクリーニングの方法

　ここまで，量的研究におけるデータスクリーニ
ングの意義について述べてきた。本章では，主な
データスクリーニングの方法と手順について概観
する。データスクリーニングは，一変量正規性の
確保，線形性の確保，そして多変量正規性の確保，
の大きく 3つのステップに分けられる。一変量正
規性の確保は，入力データの確認，データの欠損
値の検討，一変量外れ値の検討，等分散性の検討
及び一変量正規分布の検討から構成される。この
うち，等分散性の検討については，いわゆるグルー
プ化変数が含まれている場合にのみ必要となる。
次に，線形性の確保についてであるが，散布図の
検討及び QQプロットの検討から構成される。最
後に，多変量正規性の確保については，多変量外
れ値の検討及び多変量正規分布の検討から構成さ
れる。なお，多変量正規性の確保については，い

わゆる一変量解析（例 : t検定，分散分析，単回
帰分析など）を行う場合には不要であり，いわゆ
る多変量解析（例 : 多変量分散分析，重回帰分析，
因子分析など）を行う場合にのみ必要となる。

2.1　一変量正規性の確保
2.1.1　入力データの確認
　データスクリーニングは，収集したデータが正
しく入力されているかを確認することから始ま
る。例えば，収集したデータのサンプルが 100名
であったのに，入力されたデータが 99名分しか
なかったり，収集したデータは 0から 100までの
範囲しか取りえないのに，入力されたデータセッ
トに 1,000というデータがあったり，といった人
為的な誤りがないかを確認する必要がある。入力
データを確認するための手段としては，大きく 2

つの方法がある。1つは，データセットの記述統
計を算出して，数値的に確認する方法である。そ
して，もう 1つは，データセットのグラフを作成
して視覚的に確認する方法である。どちらか一方
だけでも確認することは可能であるが，2つの方
法を併用することが勧められる。
2.1.2　データの欠損値の検討
　収集したデータのうち，何らかの理由で欠けて
いるデータのことを欠損値（missing value）という。
汎用の統計ソフトウェアを用いて分析する場合，
統計ソフトウェアによっては，自動的に欠損値が
除外されることもある。しかし，欠損値を除外す
ることが，欠損値に対する適切な対処とは限らな
い。欠損値は分析結果にも多大な影響を及ぼす可
能性があり，欠損値の性質に応じた慎重な対処が
求められる。Tabachnick and Fidell（2013）によれば，
研究者はデータセットに生じた欠損値について
しっかり吟味した上で，対処方法を選択する必要
があると言う。
　欠損値は，その欠損値が生じた原因に基づいて，
MCAR（Missing Completely At Random），MAR

（Missing At Random）， そ し て MNAR（Missing 

Not At Random）の大きく 3つに分けられる。まず，
MCARは完全にランダムに生じた欠損値のこと
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であり，欠損値に一定の傾向や特徴は見られない。
次に，MARは完全にランダムではないが，欠損
値となった変数以外の変数によって生じた欠損値
のことである。最後に，MNARは欠損値となっ
た変数自体が原因となって生じた欠損値である
（村山，2011）。
　例えば，日本人大学生に対して英語学習の背景
を尋ねるアンケートを行った場合に，アンケート
項目の 1つとして，TOEICのスコアを記入して
もらうことを考える。アンケートの一部に落丁が
あり，TOEICのスコアに関する質問項目を含む
ページを回答しなかった協力者がいた場合，この
協力者のデータはMCARと考えることができる。
落丁のあるアンケートは，協力者の性質などに関
係なく配布されたと考えられ，欠損値は完全にラ
ンダムに生じていると言えるためである。それに
対し，同じアンケートには，自身の英語能力に関
する自信度を記入してもらう項目が含まれていた
とする。この時，自身の英語能力に関する自信度
に関して低い評価をつけた協力者の中には，自身
の TOEICスコアを記入するのがためらわれる者
がおり，TOEICのスコアを記入しないことがあ
るかもしれない。このようにして生じた欠損値は
MARだと考えることができる。欠損値となった
データには，自身の英語能力に自信がない協力者
という一定の傾向があり，欠損値がランダムに生
じているとは言えない。しかし，欠損値が生じた
原因は，TOEICのスコアに関する質問項目それ
自体ではなく，英語能力に関する自信度に関する
項目にあると考えられる。ところで，TOEICの
スコアに関する質問項目に，「回答された TOEIC

のスコアを成績に反映します。」という一文が添
えられていたとする。この時，TOEICのスコア
が低い協力者の中には，自身のスコアが成績に反
映されるのを防ぐため，TOEICのスコアを記入
しない場合があるかもしれない。このようにして
生じた欠損値は，MNARだと考えることができ
る。欠損値となったデータには，TOEICのスコ
アが低い協力者という一定の傾向があり，欠損値
がランダムに生じているとは言えない。さらには，

欠損値が生じた原因が TOEICのスコアに関する
質問項目それ自体にあると考えられる。
　完全にランダムに生じたMCARに対し，MAR

とMNARには欠損値が生じたなんらかの原因が
あり，欠損値にある一定の傾向や特徴がある点で，
類似しているように思われるかもしれない。実際，
上記の例におけるMARと MNARは，欠損値は
いずれも英語能力が低い協力者に多い可能性は高
い。しかし，繰り返しになるが，MARとMNARは，
欠損値が生じた原因が TOEICのスコアに関する
質問項目自体にあったかどうかによる。すなわち，
欠損値が生じた原因が TOEICのスコアに関する
質問項目それ自体以外にあればMAR，そうでな
ければMNARと判断されるということだ。その
ため，一見はMNARだと判断される欠損値につ
いても，その項目に欠損値を生じさせたと考えら
れる変数があれば，MARだと判断されることと
なる（村山，2011）。
　ここまで欠損値の性質について述べてきたが，
欠損値の性質によって欠損値の適切な対処方法は
異なる。具体的には，欠損値がMCARもしくは
MARの場合と，欠損値がMNARの場合とで異な
る対処をしなくてはならない。前者の場合，欠損
値を様々な統計的手法で処理することが可能であ
り，研究の焦点となる本分析に移行することがで
きる。しかし，後者の場合は，当初計画した通り
の本分析を行うことはできない。というのは，欠
損値がMNARである場合，欠損値によって収集
したデータセットに何らかのバイアスがかかって
いると考えられるためである。上記の例で言えば，
TOEIC のスコアに MNAR が含まれる場合，
TOEICのスコアが比較的低い協力者のデータは
データセットに含まれていないことになる。すな
わち，MNARを含んでいる標本データは，当初
想定していた母集団とは異なる母集団を代表して
いるということである。したがって，収集したデー
タにMNARが含まれる場合は，MNARが含まれ
ているデータセットとそうでないデータセットに
分けて分析を行わなくてはならない。上記の例の
場合，MNARを含んだ TOEICのスコアが低い協
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力者の標本データと，MNARを含まない TOEIC

のスコアが低い群を除いた協力者の標本データに
分けて分析を行うということである。
　欠損値が MCARもしくは MARである場合に
行うべき統計的手法としては，欠損値の削除，平
均値による置換，そして多重代入法の大きく 3つ
がある。欠損値がデータに占める割合が 5%未満
の場合，いずれの手法を選択しても結果にあまり
影響はないとされるが，データに占める欠損値の
割合が 5%以上の場合には，多重代入法による推
測がほぼ必須である（Tabachnick & Fidell, 2013）。
以下，それぞれの方法について整理する。なお，
本稿では扱わない他の欠損値の対処法について
は，服部（2008）を参照されたい。
　欠損値の削除とは，文字通り，欠損値をデータ
セットから取り除くことである。削除の方法とし
ては，リスト・ワイズ法（list-wise）とペア・ワ
イズ法（pair-wise）の 2つがある（村上，2008）。
前者のリスト・ワイズ法は，欠損値のデータのみ
を分析から除外する方法である。上述したアン
ケートの例で説明すると，TOEICのスコアにつ
いては分析から除外するが，英語能力に関する自
信度といった他のデータについては分析に用い
る。それに対し，ペア・ワイズ法は，欠損値のデー
タを含んだ協力者のデータを分析から除外する方
法である。同じ例でいえば，TOEICのスコアが
無回答だった協力者から得られたデータは全て分
析から除外することになる。欠損値の削除は，対
処が容易にできるという長所があるが，サンプル
サイズが小さくなるという短所がある。
　平均値による置換とは，欠損値を当該データの
平均に置換することにより，データに含まれる欠
損値をなくす方法である。前述の例で説明すると，
欠損値のデータを TOEICのスコアの平均値に置
き換えることとなる。この方法の長所は，欠損値
の削除と同様に，対処が容易にできることである。
その一方で，この方法の短所として，当該変数の
分散が過剰に小さくなることがある。
　多重代入法による推測とは，欠損値に適切と思
われる値の代入を繰り返し行い，統計的に妥当性

が高い値を欠損値として推測するという方法であ
る（村山，2011 ; Tabachnick & Fidell, 2013）。多
重代入法による推測は，欠損値の処理として精度
が高く，分析結果に与える影響が少ないという長
所がある。そのため，欠損値がデータに占める割
合に関わらず，多重代入法による推測は欠損値の
処理方法として強く勧められる。その反面，プロ
セスが煩雑なために，実際に対処として行うこと
が難しいことが短所である。ただし，いずれの方
法で欠損値に対処をしたとしても，欠損値を含ん
だデータセットと欠損値の処理を行ったデータ
セットのそれぞれから得られた分析結果に大きな
差異が生じないかを確認する必要がある。これら
2つのデータセットの分析結果が大きく異なる場
合，その際の原因は，欠損値の存在そのものだけ
でなく，欠損値の対処方法にある可能性が残るた
めである。したがって，欠損値の影響が少ないと
考えられる，データに占める欠損値の割合が 5%

未満の場合であっても，欠損値の処理を行った
データセットだけでなく欠損値を含んだデータ
セットによる分析結果も併せて報告することが望
ましい。
2.1.3　一変量外れ値の検討
　収集したデータのうち，他のデータから大きく
離れているデータのことを外れ値（outlier）とい
う。外れ値は他の標本データとは異なる母集団を
代表している場合があり，外れ値を含んだ標本
データからは母集団を正しく推測できない可能性
がある。一変量外れ値を検出する方法としては，
ヒストグラムや箱ひげ図を作成して視覚的に把握
する方法と，統計的に把握する方法の大きく 2つ
がある。なお，本稿では扱わない他の一変量外れ
値の検出方法については千野（2008）を参照され
たい。
　まず，外れ値を視覚的に把握するためにヒスト
グラムを作成した場合，ヒストグラムにおいて平
均値から大きく離れているデータを外れ値と判断
する。具体的には，平均値を中心とした山なりの
正規分布を想定した時に，正規分布から大きく外
れると考えられるデータは外れ値とみなす。また，
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箱ひげ図を作成した場合，汎用のソフトウェアで
あれば外れ値は視覚的に示されることが多い。
データの 25%（第一四分位）から 75%（第三四
分位）の幅を基準として，極端に大きかったり小
さかったり値が外れ値と判断される。それぞれ，
ヒストグラムは平均値を，箱ひげ図は中央値や四
分位を基準にして外れ値を検討することになるの
で，一変量外れ値を視覚的に検討する場合は，両
方を組み合わせて使用する方が望ましいとされ
る。
　また，統計的に把握する方法を用いる場合，平
均値±3.29×SD（標準偏差）の値を一変量外れ値
とする方法が一般的とされる（Tabachnick & Fidell, 

2013）。平均値から 3.29×SD離れたデータという
のは，当該データが完全に正規分布をしていたと
仮定した場合において，全体データの 0.01%に相
当する。すなわち，平均値を中心とした正規分布
から極端に離れているデータを外れ値と判断する
ということだ。なお，英語教育学研究においては，
平均値±2×SDや，平均値±3×SDの値を一変量外
れ値としている事例も少なからず存在している。
しかし，これらの基準を用いて外れ値を検出する
には理論的な根拠が必要である。例えば，同じ変
数を扱っている先行研究において，平均値±2×SD

を外れ値の基準として採用しているといったこと
である。また，平均値±2SDや平均値±3SDといっ
た基準は，上述した平均値±3.29SDの基準よりも
厳しいため，外れ値として判断されるデータの数
が多くなる。前項で述べた欠損値と同様に，外れ
値が多いということは母集団を推定する標本とし
てあまり好ましいことではない。そのため，分析
結果が思わしくないからといったような理由で，
外れ値の基準を恣意的に変更し，試行錯誤するよ
うなことは避けなくてはならない。
　上記の方法によってデータセットに一変量外れ
値が含まれていることが分かった時，検出された
一変量外れ値の対処としては大きく 2つの方法が
ある。1つ目は，検出された外れ値を削除する方
法である。この方法は，研究者が全く意図せずに
生じたと考えられる外れ値に対して有効である。

例えば，平易な英語の 1文を読ませてその読解時
間を測定した場合に，協力者全体の平均読解時間
が 20秒程度であったのに，ある協力者の読解時間
が 200秒かかっていた場合などはこのケースに該
当する。欠損値を対処する場合と同様に，削除に
よる対処は容易に行えるという長所があるが，サ
ンプル数が小さくなるという短所がある。2つ目
は，外れ値を置換する方法である。検出された外
れ値を，外れ値を除いた最大値や最小値，もしく
は外れ値検出の基準（例 : 平均値±3.29×SD）か
ら考えられる最大値（平均値＋3.29×SD）や最小
値（平均値＋3.29×SD）に置換することが一般的
である。この方法の長所としては，外れ値を一定
の基準で機械的に対処できること，そしてサンプ
ル数の減少を防ぐことができることがある。それ
に対して，この方法の短所としては，削除に比べ
て対処がやや複雑なことがある。
　ただし，外れ値の対処としていずれの方法を用
いたとしても，対処を行った後のデータセットか
ら，新たに外れ値が検出されないかを確認するこ
とが必要である。というのは，外れ値を削除した
り置換したりすることによって，最初のデータセッ
トでは外れ値ではなかったデータが外れ値として
検出されることがあるためである。このようにし
て検出された新たな外れ値についても，最初に検
出された外れ値と同様の対処が必要とされる。す
なわち，外れ値が検出されなくなるまで，外れ値
の検出と処理と繰り返さなければならないという
ことだ。その際，外れ値の検出方法や対処方法に
ついては一貫して同じ方法を採用する必要がある。
恣意的に外れ値の検出方法や処理方法を変えるこ
とは，データを歪めることにつながるためである。
また，検出される外れ値が極端に多い場合は，外
れ値を対処する過程で，削除されるデータの数や，
置換されるデータの数が多くなることを意味する。
その結果，データに偏りが生じる懸念がある。そ
のため，欠損値への対処と同様，外れ値がデータ
全体の 5%以上を占める場合には，慎重な対処が
求められる。例えば，外れ値の処理の前後で分析
結果に差がないかを示すことが必要である。もし
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くは，検出された外れ値があまりに多い場合，想
定以上の外れ値が検出された原因を分析した上で，
改めてデータ収集を行うことが適切なこともある。
2.1.4　データの等分散性の検討
　収集したデータをグループに分けて分析する場
合，グループ間で分散が等しいかどうかを検討す
ることが必要となる。例えば，2.1.2のアンケー
トの例で言えば，TOEICのスコアについて男性
と女性に分けて分析を行う場合である。このよう
なグループ分けを行って分析を行う際には，グ
ループ間で対応する変数の分散が等しいことが前
提とされる。すなわち，前述の例で言えば，男性
と女性とで TOEICのスコアの分散が等しいとい
うことである。なお，分析に際してグループ分け
を行わないという場合は，データの等分散性を検
討することは不要である。
　等分散性を検討する方法としては，グループ間
で対応する変数の分散の大きさを統計的に比較す
ることが一般的である。具体的には，Leveneの
等分散検定や分散比の検定を行うことである。い
ずれについても，「群間の分散の大きさには差が
ない」という帰無仮説について検定を行い，得ら
れた有意確率が有意水準以上であれば，「群間の
分散の大きさには有意差はない（差があるとは言
えない）」として，等分散性が満たされていると
判断する。なお，「群間の分散の大きさには差が
ない」という帰無仮説についての検定を行うこと
で，グループ間の分散が等しいことを証明するこ
とは，厳密にはいわゆる検定の誤用であるが（大
久保・岡田，2012），慣習的にこの方法が用いら
れているのが現実的である。
2.1.5　一変量正規性の検討
　入力データを確認し，欠損値および一変量外れ
値について検討した後，データが正規分布をして
いるかの検討が必要となる。本項で扱う一変量正
規分布とは，いわゆる山なりの正規分布を指す。
すなわち，データの分布が平均値を中心としたき
れいな正規分布を構成するようになっているかで
ある。一変量正規分布を検討する方法としては大
きく 2つの方法がある。1つ目は，ヒストグラム

を作成して視覚的に確認する方法である。この方
法は，特にサンプルサイズが大きい場合に有効で
ある。というのは，サンプルサイズが小さい場合
は，視覚的に判断するのが難しくなるためである。
このような場合，2つ目の方法として，統計学的
な指標を用いて検討することが有効である。統計
学的な指標としては，尖度と歪度がよく用いられ
る。すなわち，データセットから得られた尖度と
歪度が，正規分布の尖度と歪度から大きく離れて
いないかを検討することになる。用いる統計ソフ
トウェアによって異なるものの，正規分布の場合
の尖度と歪度が 0と定義されることが多い。した
がって，尖度と歪度が 0に近いほど正規分布に近
く，0から離れるほど正規分布から遠いと解釈す
る。度と歪度が 0から離れているかどうかの基準
として，尖度及び歪度の標準得点（zスコア）を
算出することが勧められる。標準得点とは 0を平
均，標準偏差を 1とした分布である。尖度及び歪
度の標準得点が，±3.29よりも小さいことが望ま
しいとされる。この時，±3.29という値の意味は，
2.1.3の一変量外れ値を検出する際に用いられる
基準と同様である。すなわち，あるデータの尖度
もしくは歪度が，全体の 0.01%に相当する外れ
値と同じくらい 0から離れた値かどうかという基
準である。そのため，尖度及び歪度の標準得点が
±3.29よりも大きい場合には，得られたデータ
セットは正規分布から遠くかけ離れているという
ことになる。ただし，標準誤差はサンプルサイズ
の大きさと反比例して小さくなるため，サンプル
サイズが大きい場合には，この基準だけを用いて
正規分布を検討するのは十分とは言えない
（Tabachnick & Fidell, 2013）。
　尖度と歪度以外の統計学的な指標を用いる方法
としては，シャピロ・ウィルクの検定もしくはコ
ルモゴロフ・スミルノフの検定がある。いずれの
検定についても，「対象のデータは正規分布して
いる母集団から抽出された標本である」を帰無仮
説とした検定を行うという点で共通している。こ
れらの検定の違いは，前者はサンプル数が小さい
データに対して検定力が高く，後者はサンプル数
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が大きいデータに対する検定力が高いとされる
（竹内，2012）。ただし，2.1.4のデータの等分散
性に関する検定と同様に，「対象のデータは正規
分布している母集団から抽出された標本である」
という帰無仮説についての検定によって，データ
が正規分布していることを証明するのは，厳密に
は検定の誤用である（大久保・岡田，2012）。そ
のため，統計学的な指標のみで正規性を検討する
のではなく，ヒストグラム等による視覚的な確認
を併用することが勧められる。

2.2　線形性の確保
　データの一変量正規性が確認した後，データの
線形性を確保する必要がある。線形性とは，各変
数が直線関係にあるかどうかを意味する。変数の
線形性は，特に複雑な分析を行う場合の前提とな
る。線形性を確認する方法としては，散布図や
QQプロットを作成して視覚的に確認することが
挙げられる。いずれについても，変数が直線に並
んでいるかを視覚的に確認できれば，データの線
形性が確保されていると判断できる。

2.3　 一変量正規性及び線形性が確保できない場
合の対処法

　ここまで一変量正規性及び線形性の検討につい
て述べてきたが，収集した全てのデータの正規性
や線形性が確保されるとは限らない。それでは，
データの正規性や線形性が満たされない場合はど
うすればよいだろうか。大きく 4つの対処法が考
えられる。
　1つ目の方法として，正規性や線形性の仮定に
ついて，頑健性のある分析手法を用いるというこ
とがある。例えば，t検定や分散分析は，正規性
や線形性の仮定がある程度満たされていなくて
も，比較的分析結果が大きく変わることがないと
言われている。また，多くの分析において，群間
のサンプル数が同じ場合は，頑健性が比較的高く
なるという傾向が指摘されている。ただし，分析
の頑健性を理由に，正規性や線形性が満たされて
いなくても問題がないということではない。

　2つ目の方法としては，収集した標本データを
変換することがある。変数変換とは，分析に用い
る変数の対数や平方根に置換することである。一
般的に，変数は単位が任意に定められているため、
適宜変数を変換することが可能である（南風原， 
2002）。変数変換を行うことによって，正規性や
線形性が向上する場合がある。主な変数変換とし
ては，対数変換，平方根変換，そして角変換など
がある。それぞれの変換式については田中・山際
（1992）などを参照されたい。ただし，どの変数
変換を採用すべきかについて明確な基準はない。
様々な変数変換を試行錯誤的に実施し，最終的に
正規性や線形性が向上した方法を採用することに
なる。なお，変数変換を行う際に留意すべきこと
として，正規性や線形性に問題のあった対象の変
数だけでなく，その変数を含めた全ての変数を同
じ方法で変換する必要がある。1つの変数だけを
変数変換した場合，変換した変数とその他の変数
を比較したりすることが難しくなるためである。
また，変数変換を行った変数に関する分析結果の
解釈については，もともとの変数と単位が異なる
点に注意が必要となる。例えば，TOEICのスコ
アを平方根変換した場合，変数前の素点について
は英語能力の大まかな指標として参照することが
できるが，変換された後のスコアはそれらの指標
を用いて解釈することができなくなる。つまり，
変数変換前の TOEICのスコアが 400点だった協
力者がいたとすると，その協力者は英検 3級合格
程度の英語能力を有していると判断できる。しか
し、その値を平方根変換した結果の 20という値
からは，その協力者の英語能力を解釈することが
できなくなる。
　3つ目の方法として，母集団自体が正規性及び
線形性に反している可能性を検討することであ
る。例えば，母集団自体が正規分布しないと考え
られる場合，標本も正規分布はしないと考えるの
が当然である。そのため，母集団が正規分布する
のか，母集団に線形性が成立するのかを理論的に
検討する。この過程では，あくまで理論的に想定
される母集団を検討することが肝要であるため，
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標本データに基づいて考える必要はない。この過
程を経て，母集団が正規性もしくは線形性に反す
る方が理論的に妥当である場合には，標本データ
も正規性もしくは線形性の仮定が満たされないこ
とが正しいと考えられる。このような場合，正規
性や線形性を仮定する t検定や分散分析といった
分析方法ではなく，それぞれのデータに応じた分
析方法を用いることが適切である。
　最後に，正規性や線形性が満たされない場合の
4つ目の方法としては，データの再収集を行うこ
とである。例えば，母集団自体は正規性や線形性
が想定されているにも関わらず，様々な変数変換
を行ってみても，正規性や線形性が向上しなかっ
た場合などは，標本データの収集に問題があった
と考えるのが適切である。そのため，2.1.2でデー
タセットからMNARが検出された場合と同様に，
今回収集した標本データに問題が生じた理由を十
分に検討した上で，データの再収集を行うことが
肝要である。ただ，データの再収集を行うだけで
は，1回目と同じように問題のあるデータしか収
集されない可能性がある。

2.4　多変量正規性の確保
　ここまで，データの一変量正規性と線形性を確
認する観点とその方法について述べてきた。t検定
や分散分析といった，いわゆる一変量分析を行う
場合，データの一変量正規性と線形性が確認でき
れば，本分析に移行することができる。しかし，
回帰分析や因子分析といった，いわゆる多変量分
析を行う場合，一変量正規性だけでなく多変量正
規性についても確保することが必要である（平井・
髙木，2012）。そこで，本節では，多変量外れ値と
多変量正規性を検討するための観点とその方法に
ついて述べる。なお，多変量正規性の検討には様々
な方法が提案されており，分析方法によってその
基準も一定ではないことが知られている。例えば，
構造方程式モデリングの場合，多変量正規性の中
でも多変量尖度が重要とされる（狩野・三浦， 
2007）。そのため，本稿で扱う多変量正規性の基準
は，汎用性や検定力の高いものに留めることとす

る。
2.4.1　多変量外れ値の検討
　2.1.3で扱った一変量外れ値とは，それぞれの変
数において，平均値から極端に外れているデータ
を意味した。それに対して，本項で説明する多変
量外れ値とは，収集したデータセットにおける複
数の変数間の関係性を考慮した際，その関係性と
は一致しないような傾向をもつデータのことであ
る。例えば，2.1.2のアンケートの例で考えると，
TOEICのスコアと英語能力に関する自信度という
2つの変数があり，データ全体の傾向としてこれ
らの 2変数が比例関係にあると仮定する。この時，
TOEICのスコアが 900点と高いにも関わらず，自
信度が極端に低い，すなわち反比例関係にある協
力者のデータがあったとすると，このデータは多
変量外れ値とみなされることがある。データ全体
としては比例関係にある 2つの変数について，こ
の協力者は反比例関係という異なった傾向を持っ
ているためである。
　多変量外れ値を検出する一般的な方法として
は，マハラノビスの距離を算出することが挙げら
れる（Tabachnick & Fidell, 2013）。マハラノビス
の距離とは，各データの平均が交差する重心と各
ケースのデータの距離を示す指標である。各デー
タが複数の変数データの平均からどの程度ずれて
いるかという指標と言い換えることもできる。そ
のため，マハラノビスの距離が基準よりも大きい
データについては多変量外れ値と判断される。多
変量外れ値と判断されるマハラノビスの距離の基
準については，マハラノビスの表（Barnet & 

Lewis, 1994）を参照することができる。例えば，
サンプルサイズが 100で，独立変数が 3つの場合，
マハラノビスの距離が 15以上のデータは多変量
外れ値として判断する。また，マハラノビスの距
離は分析に使用する変数の数を自由度としたカイ
二乗分布に従うので，カイ二乗表を参照して統計
学的検定を行うことも可能である。この場合，有
意確率が .001水準となるカイ二乗値よりも大き
いデータは，多変量外れ値であると判断される。
　上記の方法で検出された多変量外れ値について
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は，どのような理由で多変量外れ値と判断された
かについて，その理由を検討する必要がある。そ
のため，多変量外れ値とされたデータのグループ
とそうでないデータのグループに分け，それぞれ
のグループの違いを検討することが求められる。
例えば，グループごとに各変数の記述統計を算出
することによって，多変量外れ値から構成される
データのグループが，そうでないデータのグルー
プと比べて，どのような特徴を有しているかを調
べることができる。また，重回帰分析を用いるこ
とによって，多変量外れ値の原因を統計的に検討
することもできる。多変量外れ値から構成される
データとそうでないデータとをグループ分けする
ダミー変数を従属変数とし，データセットに含ま
れる全ての変数を独立変数とした重回帰分析を行
う。この重回帰分析において従属変数に影響を与
えるとされた独立変数は，多変量外れ値によるグ
ループ分けに影響していると解釈される。すなわ
ち、その独立変数が多変量外れ値が生じた原因と
なっている可能性があるということだ。
　検出された多変量外れ値について，基本的には
該当するデータを削除することによって対処する
ことが多い。ただし，一変量外れ値の検討と同様，
多変量外れ値がデータ全体の 5%よりも多い場合
には，削除することによって分析結果に影響を与
える可能性がある。そのため，多変量外れ値が極
端に多いという場合には，2.3で述べた変数変換を
行うことで，多変量外れ値の数を減らす工夫が必
要とされる。この場合も，いずれの変数変換を行
うかについては，一変量正規性と多変量外れ値の
両方の観点から好ましい方法を模索することが重
要とされる。
2.4.2　多変量正規性の検討
　多変量外れ値について検討した後，最後に多変
量正規性を確認する。2.4で述べたように，分析方
法によって多変量正規性の望ましい基準は異なる。
本稿では，より汎用性の高い基準である，多変量
尖度の算出と多変量シャピロ・ウィルクの検定の
2つについて述べる。まず，多変量尖度の算出に
ついてである。多変量尖度については様々な基準

があるものの，各変数の尖度が 5.00未満であるか
が 1つの基準とされている。すなわち，各変数の
尖度を算出し，いずれの変数の尖度も 5.00未満で
あれば，多変量正規性は確保されていると判断す
る（印南，2012）。また，多変量シャピロ・ウィル
クの検定は，一変量正規性を検討する際のシャピ
ロ・ウィルクの検定を応用した方法であり，詳細
については Villasenor-Alva and Gonzalez-Estrada

（2009）を参照されたい。

3.　終 わ り に

　本稿は，英語教育学の事例を中心に，教育・心
理系の量的研究で用いられる統計分析の前段階と
して必要とされるデータスクリーニングの意義と
その方法についてまとめた。近年，英語教育学分
野において，統計分析の正しい理解の重要性が広
く認識されるようになってきたが，依然として，
誤った理解に基づく統計分析が行われていること
も少なくないのが現状である。本稿が，英語教育
学分野を中心とした教育・心理系の研究者にとっ
て，統計分析を正しく理解するための一助となれ
ば幸いである。

参 考 文 献

Barnet, V., & Lewis, T. （1994）.　Outliers in statistical data 

（3rd ed.）.　New York : Wiley.

千野直仁（2008）.　「その他の統計的問題」．繁桝算男・柳
井晴夫・森敏昭 （編著）．『Q&Aで知る統計データ解
析（第二版）』．サイエンス社．pp. 211-214.

狩野裕・三浦麻子（2007）.　『グラフィカル多変量解析─
目で見る共分散構造分析─（増補版）』．現代数学社．

南風原朝和（2002）.　『心理統計学の基礎』．有斐閣アルマ．
服部環 （2008）.　「その他の統計的問題」．繁桝算男・柳井

晴夫・森敏昭 （編著）．『Q&Aで知る統計データ解析
（第二版）』．サイエンス社．pp. 209-211.

平井明代・髙木修一 （2012）.　「回帰分析」．平木明代 （編
著）．『教育・心理系研究のためのデータ分析入門─
理論と実践から学ぶ SPSS活用法─』．東京図書．pp. 

155-180.

印南洋 （2012）.　「SEM入門」．竹内理・水本篤 （編著）．『外
国語教育研究ハンドブック─研究手法のより良い理
解のために─』．松柏社．pp. 194-206.

村上隆 （2008）.　「その他の統計的問題」．繁桝算男・柳井



人間発達文化学類論集　第 22号 2016年 3月52

晴夫・森敏昭 （編著）．『Q&Aで知る統計データ解析
（第二版）』．サイエンス社．pp. 205-209.

村山航 （2011）.　『欠損データ分析（missing data analy-

sis）─完全情報最尤推定法と多重代入法』．http://

koumurayama.com/koujapanese/missing_data.pdf から
ダウンロード．

大久保街亜・岡田謙介 （2012）.　『伝えるための心理統計』．
勁草書房．

嶋田和成・平井明代 （2012）.　「基本統計」．平木明代 （編
著）．『教育・心理系研究のためのデータ分析入門─
理論と実践から学ぶ SPSS活用法─』．東京図書．pp. 

15-32.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. （2013）.　Using multivariate 

statistics （6th ed.）.　Boston : Allyn and Bacon.

竹内理 （2012）.　「記述統計の基礎知識」．竹内理・水本篤 

（編著）．『外国語教育研究ハンドブック─研究手法の
より良い理解のために─』．松柏社．pp. 32-44.

田中敏・山際勇一郎 （1992）.　『ユーザーのための教育・心
理統計と実験計画法』．教育出版．

Villasenor-Alva, J.A., & Gonzalez-Estrada, E. （2009）.　A 

Generalization of Shapiro–Wilk’s test for multivariate 

normality.　Communications in Statistics─ Theory and 

Methods, 38, 1870-1883.

謝　　　辞

　本研究の一部は科学研究費補助金（26770188）
の助成を受けている。また，本論文は第 33回東
北英語教育学会岩手研究大会にて口頭発表を行っ
た「量的研究におけるデータスクリーニングの必
要性―外れ値の処理を中心に―」を基に加筆修正
を行ったものである。

（2016年 2月 17日受理）

The Role of Data Screening in Statistical Analysis in the Context of 

English Education Studies

TAKAKI Shuichi

　　Although researchers agreed with the idea that correct understanding of statistical analysis is necessary 

to provide valid results, some previous studies on English education using statistical analysis may show inval-

id results because of misunderstanding.　The present study summarized literature of statistics and showed 

the importance of data screening in statistical analysis in the context of English education studies.　In addi-

tion, the procedures of data screening were described.　The main goal of data screening is to make sure that 

the data satisfies the assumptions of normality and linearity.　They are requirements of major statistical anal-

ysis （e.g., a t test and an analysis of variance）.　In addition, the raw data without data screening is inappropri-

ate to be analyzed because it can include some missing values or outliers which can cause the data to have 

non-normal distribution.　The conclusion of this study was that further studies using statistical analysis 

should follow the correct processes of data screening before analyzing their raw data.


