
統計学 Statistics
第7回

大久保 豪

suguruokubo@gmail.com
株式会社BMS横浜、立命館大学客員協力研究員

1



今日のテーマ

7-1. 統計学的検定の考え方

7-2. 統計学的有意水準について

7-3. 統計学的検定における過誤（error）
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7-1. 統計学的検定の考え方
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こんな人がいたらどうでしょう？
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傷害罪（刑法204条）

ではなぜ医師や看護師が行う予防接種の注
射は傷害罪とならないのか？

・資格を有しているから

・患者さんのためになると考えているから

・その行為の想定される利益が不利益を上回るから

医師も看護師の資格も持たない
ただ「僕もやってみたい」という理由だけで、友人に注射をした



医師や看護師の医療行為の違法性が阻却される理由

• 資格（とそのための養成過程）
• 専門家集団としての自律性などもあるが・・・

• 患者さんのためである

• （特に侵襲性を伴う行為の場合）想定される利益が不利益を上回る
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ではこの点をどう調べるのか

昔からやっているから、ではダメ
実は不利益が上回る（あるいは上回るように変わる）場合がある
そもそも、それでは医学の進化が生じにくくなる



ある治療法の利益・不利益を明らかにするために
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

治療薬Bのほうが降圧効果が高い、といってよい？
ここで導入されるのが統計学的検定



統計学的検定の考え方
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• 同じ広さの二つの農地に肥料Aと肥料Bを散布した

• その結果、肥料Bのほうで収穫量が1.2倍になった

• 肥料Bは肥料Aよりも収穫量を増やす効果が高いといってよい？

• 日射量の違いは？散水頻度の違いは？
• 同じだったとしても（コントロール可能な要因を揃えたとしても）

• 人間にはコントロールできない誤差が残る（測定誤差）



統計学的検定の考え方 農業の場合
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• 同じ広さの二つの農地に肥料Aと肥料Bを散布した

• その結果、肥料Bのほうで収穫量が1.2倍になった

• 二つの極端な考え

偶然そういう結果が出たにすぎない
（結果には測定誤差があるのだから何もわからない）

差が出たのだから差があると考えてしまえばよい
（測定誤差なんて無視してしまえ）

このどちらでもなく、
科学的に考えてみよう
じゃないか
（統計学的検定）



統計学的検定の考え方 兵器の場合
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• ミサイル発射装置CとDの命中割合を比較した

• その結果、装置Cのほうで命中割合が1.1倍であった

• 二つの極端な考え

偶然そういう結果が出たにすぎない
（結果には測定誤差があるのだから何もわからない）

差が出たのだから差があると考えてしまえばよい
（測定誤差なんて無視してしまえ）

このどちらでもなく、
科学的に考えてみよう
じゃないか
（統計学的検定）



ある治療法の利益・不利益を明らかにするために
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

治療薬Bのほうが降圧効果が高い、といってよい？
ここで導入されるのが統計学的検定



統計学的検定の手順

1) 標本の分布などを仮定する。
2) 「2つの集団に差がない」などの否定したい仮説（帰無仮説）をたてる。
次に「2つの集団には差がある」などの帰無仮説を否定したときになりたつ
仮説（対立仮説）をたてる。

3) 偶然と判断する基準（有意水準）を決める（通常は0.05 すなわち 5%）
4) 帰無仮説のもとで、2つの標本の統計量の差を評価するための検定統計量
（t値）の理論的な分布と有意水準に基づいて棄却域を計算する。
5) 標本から求めた検定統計量（t値など）が棄却域に入っていれば、帰無仮説
を棄却して対立仮説を採択する。帰無仮説が棄却できないときはそれを受容
する。

6) 対立仮説を採択した場合には、具体的に差の内容を確認する。
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p105.



統計学的検定の手順
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p106.



統計学的検定の手順

1) 標本の分布などを仮定する。
2) 「2つの集団に差がない」などの否定したい仮説（帰無仮説）をたてる。
次に「2つの集団には差がある」などの帰無仮説を否定したときになりたつ
仮説（対立仮説）をたてる。

3) 偶然と判断する基準（有意水準）を決める（通常は0.05 すなわち 5%）
4) 帰無仮説のもとで、2つの標本の統計量の差を評価するための検定統計量
（t値）の理論的な分布と有意水準に基づいて棄却域を計算する。
5) 標本から求めた検定統計量（t値など）が棄却域に入っていれば、帰無仮説
を棄却して対立仮説を採択する。帰無仮説が棄却できないときはそれを受容
する。

6) 対立仮説を採択した場合には、具体的に差の内容を確認する。
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p105.

ほぼ決まっている

計算自体はソフト
ウェアが行う



帰無仮説とは何か なぜ帰無仮説を設定するのか

• 帰無仮説：「無に帰すことを前提とした仮説」という意味。
• 検定を行うとき、最終的に調べたいことが「両者は違う（差がある）」ということであ
る場合、いいたいこととは反対の「両者は等しい（差がない）」という仮説をたてる必
要がある。

• なぜ、こんな一見まどろっこしいことを？
• 差があることの証明は難しいため
• 「差がある」ではなく、「『差がない』とはいえない」という形で証明する
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p107.



帰無仮説の例
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

知りたいのは両群の結果に統計学的に有意な差があるかどうか

ならば帰無仮説は「両群の結果に差はない」



検定の種類
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p104.



検定の種類

• 変数の分布によって使用するべき検定方法が異なる

• 2群の分布の違い

• 変数の分布に正規分布を仮定できる場合
• パラメトリック検定の一つであるt検定を使う

• 正規分布を仮定できない場合
• ノンパラメトリック検定の一つであるMann-WhitneyのU検定を使う
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7-2. 統計学的有意水準について
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両側検定と片側検定
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出典 高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p108.



有意水準

• ある事象のおこる確率が偶然とは考えにくい（有意である）とする判断基準
• 検定における有意水準とは、「帰無仮説がなりたつ仮定のもとで、これより小さい確率
は偶然とは考えにくい」とする判断基準

• 通常、0.05（5%）と設定する
• 10%にしたり、1%にしたからといって間違い、ではないけれど・・・

• 有意確率が0.05（5%）より大きい場合
• それほど珍しい事象とは考えない

• 有意確率が0.05（5%）より小さい場合
• 珍しい事象を観察したのではなく、そもそも帰無仮説が間違っていた
→ 帰無仮説を棄却し、対立仮説を採用する
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統計学的有意水準はなぜ5%？

「著書でp-値5%相当の基準を提唱したとされるFisher卿。農事試験場に勤
めていた彼にとってできる実験は年に1回、生涯20年勤続する中で1回くら
い過ちを犯しても神様は許して下さるはずであると考えたから…という逸話
は有名です」

が、デマであることもまた有名です

篠崎智大先生（東京理科大学工学部情報工学科講師）tweetより
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統計学的有意水準はなぜ5%？

Tosiya Shun Sato (2021) Comment on “The Role of p-Values in Judging the Strength of Evidence and Realistic Replication Expectations”. Statistics in 
Biopharmaceutical Research 13(1): 26-27.
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5%以外を使うべきだという意見もある
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5%以外を使うべきだという意見もある
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出典 Benjamin, D.J., Berger, J.O., Johannesson, M. et al. Redefine statistical significance. Nat Hum Behav 2, 6–10 (2018).



significantosis

1970年代、生物・医学研究の学術論文や学会発表には統計的データの扱
いに問題が見受けられることが多かった。特に、研究計画を飛び越えて
「有意差検定」が多用され、医学的観点は置き去りにされ、「有意・有意
でない」という議論が先行する「統計学的有意症」（significantosis）とい
うものが蔓延していた。

出典：佐久間昭（2017）「新版 まえがき」『新版 薬効評価』pv.
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「統計学的有意」という言葉を使うべきではない？

• 2 Don’t Say “Statistically Significant”
• Following the ASA statement, a Nature comment (Amrhein, Greenland, and McShane 

2019) and an Editorial in the American Statistician (Wasserstein, Schirm, and Lazar 2019) 
have recommended to stop using the term “statistically significant.” Dr. Gibson has also 
avoided the use of “significant” (although I found one in his Acknowledgments), and has 
provided proper understanding and interpretation of p-values. As noted in a Clinical Trials 
Editorial (Cook et al. 2019), “(a) typical clinical trial will be premised upon a statistical 
hypothesis testing framework, both for the determination of the sample size and for its 
analysis.” It should be noted in a trial protocol, however I, as a trial statistician, do not 
need to say “statistically significant” in my clinical study reports or clinical trial articles. 
“When reporting the results of significance tests, precise p-values (e.g., “p = 0.034”) 
should be reported rather than making exclusive reference to critical values” (ICH E9 
1998). It is important to “(w)atch out for pressure to embellish the abstract or the press 
release” (Wasserstein, Schirm, and Lazar 2019).
Tosiya Shun Sato (2021) Comment on “The Role of p-Values in Judging the Strength of Evidence and Realistic Replication Expectations”. Statistics in 
Biopharmaceutical Research 13(1): 26-27.
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統計学的有意差だけでは・・・

• 統計学的有意差 statistical significance

• 臨床的有意差 clinical significance
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7-3. 統計学的検定における過誤
（error）
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ある治療法の利益・不利益を明らかにするために
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

統計学的検定をおこなったところ、p=.01だった（.05を下回った）

帰無仮説（両群に差はない）を棄却して、対立仮説（両群に差がある）を採用する



ある治療法の利益・不利益を明らかにするために
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高血圧者の群を二群に無作為割付し、降圧薬Aと降圧薬Bを飲んでもらった

治療薬Aを飲んだ群
平均血圧が 3mmHg低下

治療薬Bを飲んだ群
平均血圧が 7mmHg低下

統計学的検定をおこなったところ、p=.10だった（.05を上回った）

帰無仮説（両群に差はない）を採用！ でよい？



母集団の真の姿と検定による判断の関係
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

相関係数 ρ ≠ 0 ○ 第2種の過誤（β）
相関係数 ρ = 0 第1種の過誤（α） ○

相関係数の検定では

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p69.



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

母集団には差がないのに「統計学的有意差あり」という判断を下す
… 第1種の過誤（α）と呼んでいる

母集団には差があるのに「統計学的有意差なし」という判断を下す
… 第2種の過誤（β）と呼んでいる

多くの場合、p値の計算というのはαとβのどちらかを計算していることになります
さて、どちらでしょう？ ここで思い出していただきたいのが、帰無仮説の話



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）
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母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

母集団には差がないのに「統計学的有意差あり」という判断を下す
… 第1種の過誤（α）と呼んでいる

母集団には差があるのに「統計学的有意差なし」という判断を下す
… 第2種の過誤（β）と呼んでいる

p値で計算しているのはこの確率

ということは・・・統計学的検定では第2種の過誤（β）を考えていない



第1種の過誤（α）と第2種の過誤（β）

34

母集団の真の姿
検定による判断

有意差あり 有意差なし

差がある ○ 第2種の過誤（β）
差がない 第1種の過誤（α） ○

出典 中村好一（2016）「第4章 統計学的推論」『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』p68-70.

p値が計算しているのは第1種の過誤（α）を犯す確率
第2種の過誤（β）を犯す確率については何もいえない
→ 有意差が観察されなかったからといって、「差がない」とは言えない

では第2種の過誤（β）についてはどうすれば？

標本サイズ sample size から検出力 power を求める
（あるいは、検出力 power を仮定して予め標本サイズ sample sizeを決める



今日のテーマ

7-1. 統計学的検定の考え方

7-2. 統計学的有意水準について

7-3. 統計学的検定における過誤（error）
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次回は実際の検定方法を一つずつみていきます
実用的な回？？？になるかもしれません
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