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１．統計学は最強か？

『統計学が最強の学問である』（西内 啓著，ダイ
ヤモンド社）という本は一昨年のビジネス書のベス
トセラーで，様々なところで取り上げられていたの
で，この本の存在は多くの人がご存知であろう。本
の内容はさておき，“統計学が最強の学問”という
タイトルについて，皆さんはどうお考えであろう
か。いろいろ異論のある方は多いと思うし，統計学
を専門としている筆者にしてもこれは言い過ぎとし
か思えない（そもそも，学問に強さという概念を持
ち込むこと自体，統計学的にどうかという疑問もあ
る）。仮に，筆者の主観で学問に強弱をつけるとす
れば，筆者は数理科学科というところの出身である
ので，その基準はどうしても学問の論理性になる。
その点から言えば，データの中心を表す尺度とし
て，平均を用いるのか，中央値を用いるのかという
初歩的な問題に対しても絶対的な答えはないし，歯
科医学の研究で良く使う仮説検定においても，仮説
が正しい可能性があっても，確率が小さいというだ
けで，その仮説は間違いであるとしてしまう統計学
は，何よりも論理的な厳密性が優先される解析学や

代数学などの数学の他分野に較べると，かなり見劣
りがする。実際，統計学を数学の一つの分野として
認めていない数学者は多い。

実は，この本の著者も「どんな分野の議論におい
ても，データを集めて分析することで最速で最善の
答えを出すことができる」という意味で“最強”と
いう言葉を使っている。つまり，統計学の強みはそ
の応用分野の広さとデータを集めて分析するだけと
いうその簡便さにあるということである。それなら
ば，納得する人も多いであろう（ただし，普通はこ
のような意味で“最強”という言葉を使わないと思
うが）。実際，統計学は，歯科医学はもちろんのこ
と，工学，農学，経済学，さらに言語学や政治学，
果ては，スポーツ科学などまで，データと名のつく
ものが存在するありとあらゆる研究分野を守備範囲
としている。しかも，使われる手法は分野ごとに若
干異なるかもしれないが，その根本となる考え方は
どの分野でも同じである。せっかく，歯科医学をは
じめ何らかの研究で統計学を使う機会があるなら
ば，単に解析を行うだけでなく，少しで構わないの
で，統計学の基礎的なことまで踏み込んで勉強して
もらいたい。その知識が，思わぬところで活用でき
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る可能性があるからである。

２．統計学＝統計解析か？

では，統計学の何を学べばよいのだろうか。統計
学に関する書籍は相当な数に上るが，その多くは解
析手法の紹介や解説が中心であり，また，歯科医学
の論文等でも，解析結果だけが書かれているものが
ほとんどであるので，とりあえずは統計解析につい
て学べば良いと思っている人が多いであろう。確
かに，統計学の一番の役割が何かと言われれば，
「データから客観的な結論を得る」ことであるの
で，そのための道具である解析手法が重要であるこ
とは間違いない。しかし，『統計学が最強の学問で
ある』の著者も言っている通り，統計学はデータを
集めて分析することで，はじめて最強の武器にな
る。つまり，適切な分析を行うことに負けず劣ら
ず，その研究に適したデータを集めることも重要な
ことなのである。実際，ほとんどすべての解析手法
は，その目的にかなった最適な分析を行ってくれる
が，その結果はあくまでも解析に用いたデータがも
ともと持っている情報の範囲内のものでしかない。
より良い結果を得るためには，解析手法でなく，
データの精度を上げる他ないのである。これは，統
計学を専門とする人にとっても同じことで，専門家
だからと言って，データが持っている以上の特別な
結果が導けるわけではない。統計家は決してマジ
シャンではないし，統計解析も打ち出の小槌ではな
いのである。

したがって，単なる知識ではなく，統計学を駆使
して，望ましい結果を得たいという実用的な観点か
ら言えば，解析手法だけでなく，データの収集方法
やデータの見方など，どうしてもデータに関する知
識も必要になる。しかも，解析手法の場合は，その
手法だけを学ぶことで間に合うことがあるかもしれ
ないが，データに関してはいつでも広範な知識が不
可欠である。この知識がないと，解析結果に満足で
きず，もう一度データを集め，分析してみようとし
たところで，同じような結果にしかならないことは
目に見えている。どんなに解析手法が優れていたと
しても，データの質が高くなければ，満足できる結
果は得られないのである。

では，データについて何を，どのように学べば良

いかと言うと，これはそう簡単な話ではない。デー
タの取得方法については，実験計画法に関連した書
籍が参考になるかもしれないが，データの質に関し
てはあまり議論されることはない。そこで，本稿で
は，本当に初歩的なものだけであるが，筆者の今ま
での経験から，データに関して是非知っておいても
らいたいことについていくつか簡単に解説する。教
育ノートということなので，問題形式で説明を行
う。各自，是非，問題にチャレンジしてもらいたい。

３．データの質

まずは，次の問題を考えて欲しい。

［問題１］２つの群ＡとＢの母集団の平均（母平均）
に有意な差（偶然では説明できない何らかの意味の
ある差）があるかを確かめるために，それぞれの群
について５回の実験を行い，そこで得られたデータ
に対し，２標本ｔ検定を行った（等分散性，正規性は
成り立つとする）。データと２標本ｔ検定の結果は
表１にある通りで，２つの群の間には１％水準でも
有意な差が認められた（表１）。Ｃ群とＤ群について
も同様なことを行ったが，こちらの２つの群の母平
均には５％水準でも有意な差は見られなかった（表
２）。２標本ｔ検定は２つの群の標本データの平均
の差に基づいて検定を行うものであるが，表からも
わかるようにＡ群とＢ群，Ｃ群とＤ群の標本平均の
差に違いはない。それにも関らず，このような異な

表１ ２つの群Ａ，Ｂから得られたそれぞれ５個のデータ
（架空データ）と２標本ｔ検定の結果

群 １ ２ ３ ４ ５ 平均 標準偏差

Ａ ３２．２ ３１．４ ３１．９ ３２．３ ３２．２ ３２ ０．３６７

Ｂ ３０．４ ２９．３ ２９．５ ３１．２ ２９．６ ３０ ０．７９１

t＝５．１２９９，d.f.＝８，p－値＝０．０００９

表２ ２つの群Ｃ，Ｄから得られたそれぞれ５個のデータ
（架空データ）と２標本ｔ検定の結果

群 １ ２ ３ ４ ５ 平均 標準偏差

Ｃ ３４．２ ２７．８ ３４．４ ３４．７ ２８．９ ３２ ３．３５９

Ｄ ３３．８ ３２．３ ２８．６ ２５．２ ３０．１ ３０ ３．３４４

t＝０．９４３４，d.f.＝８，p－値＝０．３７３１
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る検定結果になるのはなぜか？
答えの予想は付くと思うが，その前に少しだけ，

統計解析について簡単に説明する。特に，推測統計
学と呼ばれる統計学の目的は母集団の特性に関する
推測を行うことにある。もし，母集団に関するすべ
てのデータが得られるのであれば，わざわざ推測を
行うまでもなく，そのデータを使って，母集団に関
する絶対的な結論が得られる。しかし，通常は，時
間やコスト，また，それ以外の様々な理由によっ
て，すべてのデータを集めることが困難である。そ
こで，母集団データの一部である，いわゆる標本
データを使って，母集団の特性を推測する。これら
の推測を行うのが統計解析の様々な手法なのである。

２標本ｔ検定も２つの群の母平均に有意な差があ
るかを標本データから検証する手法である。母平均
に差があるかは標本データの平均の差を用いて評価
するが，もちろん，標本平均に何らかの差があるか
らと言って，それだけでは母平均にも差があるとは
言えない。標本データはあくまでも母集団データの
一部でしかないからである。では，なぜ［問題１］
の２つの検定結果が異なるものになったかという
と，それはデータの質に差があったからである。Ａ
群とＢ群のデータの場合，そのバラツキ（標準偏差）
が小さいのに対し，Ｃ群とＤ群ではそれが大きな値
を示している。データのバラツキが小さいときに
は，また別の標本データを取ってきたとしても，そ
の標本平均の差は今の値とほとんど変わらないと予
想される。つまり，今使われている標本データのせ
いでたまたま差が出たのでなく，もともと２つの群
の母平均には差があったからだと結論付けられる。
それに対して，バラツキが大きい場合は，その差が
もともとの母平均の差なのか，それとも，たまたま
今のデータによって生じた差なのかの判断ができな
い。つまり，偶然性が否定できないのである。通
常，検定は有意な差を示したいために用いるものな
ので，望ましい結果を得るにはデータのバラツキが
小さいほどよいことになる。そもそも，バラツキの
主な原因が何かと言うと実験等における誤差であ
る。大きな誤差を含むデータは，当然，そのデータ
の質は高くなく，それゆえ，望ましい結果はなかな
か得られない。解析結果が納得いくものでないとき
には，まずは，データにどの程度のバラツキがある

かを調べ，どうすればそれを小さくすることができ
るかを良く吟味するべきである。

４．データの取得

データの質を良くするために，単にデータのバラ
ツキを小さくすれば良いのかと言うとそれだけでも
ない。次の問題も考えてもらいたい。

［問題２］さきほどの表１のデータは１日目にＡ
群，２日目にＢ群の実験を行って得られたデータで
ある。Ａ群とＢ群の母平均に本当に差があると言っ
てよいか？

検定結果だけを見ると，有意な差があることは明
らかである。しかし，実は，２日目だけ測定機器が
故障していて，通常（もしくは，１日目）よりもおお
よそ２小さな値を記録していたとしたらどうであろ
うか。この場合は，２つの群の母平均に本当は差が
なくても，表１のような結果になってしまう。つま
り，［問題２］の実験手順で得られたデータの場合，
解析結果を鵜呑みにすることはできない。データの
収集方法も解析結果に大いに関連するのである。

測定機器の不具合など，測定条件によって生じる
誤差のことを系統誤差とか偏りと言う。系統誤差も
誤差の一種であるので，小さくできればそれに越し
たことはないが，それが自然現象によるものである
場合などでは，小さくすることが困難なこともあ
る。そんな時に助けになってくれるのが，適切な
データの取得方法，いわゆる実験計画法と呼ばれる
ものである。実験計画法も多岐に渡り，それぞれの
場合ごとに適した方法があるので，それらすべてを
把握することは大変である。そこで，実験計画法の
基礎を作った R. A. Fisher 卿が提唱した３つの原則

（Fisher の３原則）
① 反復（repetition）
② 無作為化（randomization）
③ 局所管理（local control）

だけでも覚えてもらいたい。ちょっとした実験で
も，この原則に従って行えば，それから得られる
データの質は高いものになるからである。

さて，［問題２］の問題点が何かと言うと，実験
を行う順番が偏っていることにある。それによっ
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て，実験結果に系統誤差，偏りが生じる可能性が出
てくる。この問題の１つの解決策は，実験順序の無
作為化（ランダム化）である。実験の順番をランダム
に決めることで，系統誤差が１つの群だけに偏在す
ることを防ぎ，また，もし，系統誤差があったとし
ても，それはランダム化したことによる偶然誤差と
みなすことができる。無作為化は，例えば，実験の
前にコインを投げ，表が出たらＡ群，裏が出たらＢ
群の実験を行うことだけで簡単に実現することがで
きる。さらに，実験を数日掛けて行う場合などで
は，実験日ごとの影響，偏りが大きくなりがちであ
る。そこで，この影響がどちらの群にも同じ程度と
なるように，各実験日で，２つの群の実験を出来る
だけ均一に行う。これが局所管理である。例えば，
［問題２］の場合は，１日目には各群とも３回，２
日目は各群とも２回の実験を行えばよい。局所管理
を行えば，偏りの影響は２つの群ともに同じ程度で
あるので，分析への影響は低く抑えられる。実際，
局所管理を行った実験データに対して２標本ｔ検定
を行うと，両群に含まれている偏りが，標本平均の
差を求めるときにちょうど打ち消し合うので，検定
結果にはほとんど影響しない。

１回だけの実験ではバラツキがどの程度あるか測
れないので，偶然誤差を評価するためには実験の繰
り返し，反復がなくてはならない。先程述べたデー
タの質を考えるうえでは，反復も欠かすことのでき
ないものである。Fisher の３原則はどれもそれほ
ど手間の掛かることではないが，これを考慮するか
しないかで，得られるデータの質は大きく変わる。
是非とも実践してもらいたい。

最後にもう１題。

［問題３］処理群，対象群の母平均に有意な差があ
るかを調べるために，各群からそれぞれ５個の個体

（Ａ１～Ａ５，Ｂ１～Ｂ５）を取り出し，さらに各個
体に対し，５回ずつ実験を行って得られたデータが
表３である。なお，実験は１日にそれぞれの個体に
対して１回ずつ，ランダムな順番で行った。処理群
と対象群に有意な差があると言えるか？

［問題３］のデータの取得に関しては問題がない
ので後は解析である。多くの人が各個体の５回の実

験の平均をデータとして，処理群，対象群各５個ず
つの２標本ｔ検定を行えばよいと思うだろう（結果
は有意な差がある）。これは，一見，自然な解析に
思えるが，実は，正しくない。なぜかは皆さんへの
宿題としたい。問題は，各個体の５回の実験におけ
るバラツキをどう評価するかにある。

５．おわりに

本稿では，データを中心に述べてきたが，統計分
析においては，解析手法も重要であることに間違い
はない。実は，さらにもう一つ忘れてならないもの
がある。それは，統計分析に限らず，あらゆる研
究，分析にあてはまることであるが，研究の目的と
評価基準（ゴール）の明確化である。特に，統計分析
の場合では，何を，どのように示したいかをきちん
と決めさえすれば，データの取得方法や解析方法，
さらには，必要なデータ数などまでもがある程度自
動的に決まる。あれこれ悩む必要はほとんどないの
である。統計学が苦手な人，もしくは，嫌いな人に
とって，実は，研究目的とゴールをきちんと決める
ことが最善な選択肢であるのかもしれない。
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表３ 処理群，対象群それぞれ５個の個体（Ａ１～Ａ５，
Ｂ１～Ｂ５）に５回ずつの実験を行って得られたデー
タ（架空データ）

処理群

１ ２ ３ ４ ５ 平均 標準偏差

Ａ１ ３０．２ ２６．４ ２５．４ ４１．８ ３７．２ ３２．２ ７．０９

Ａ２ ２６．４ ４１．４ ２９ ２８．６ ３１．６ ３１．４ ５．８９

Ａ３ ２７．７ ３２．１ ３２．９ ３７．３ ２９．５ ３１．９ ３．６６

Ａ４ ３９．５ ３５．１ ３４．５ ２６．９ ２５．５ ３２．３ ５．９１

Ａ５ ４０．２ ３２．８ ３５．２ ２１．４ ３１．４ ３２．２ ６．９

対象群

１ ２ ３ ４ ５ 平均 標準偏差

Ｂ１ ３５．４ ２６．６ ３４．２ ３２．２ ２３．６ ３０．４ ５．０８

Ｂ２ ２９．３ ３２．５ ２４．９ ３５．５ ２４．３ ２９．３ ４．８２

Ｂ３ ３６．９ ２１．３ ２８．７ ３３．９ ２６．７ ２９．５ ６．１２

Ｂ４ ３７．８ ２４．６ ２９．２ ２９．８ ３４．６ ３１．２ ５．１１

Ｂ５ ２８．８ ２０．６ ３２ ３４ ３２．６ ２９．６ ５．３８
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