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《講　座》

統計的推論（1）

一
平均値とは何か，どのような意味をもつか，正規分布の性質，検定と推定の

　　あらまし，データの性質，数えるものと計るもの，対応のありなしによる扱

　　いの違い，統計的なモデルをもとにした考え方

佐　久　間 昭＊

　核医学の研究にあたっては，実験，臨床研究の如何を問わず研究に入る前に目的にふさわしい研究対象を

もうけ，データを集めることを充分吟味しておかないと，データの処理がこじつけの数学的処理に終ること

があります．研究者はこの点を充分留意されて研究を計画し，論文を作製していただきたいと思います．編

集委員会は以上の理由から東京医科歯科大学・佐久間昭教受にお願いして，講座として3回にわたり統計的

推論の解説をしていただくことになりました．とくに後半はこれまであまり触れられたことのないコンパー

トメント説を例にとって，非線形モデルでの最小2乗法について解説していただきました．ご精読をお願い

いたします．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核医学編集委員会

1．はじめに

　医学・生物学のデータは，ばらつきをもつこと

に一つの特徴がある．こうしたデータを通して，

その背後にある事実に接近する一っの方法が統計

的推論であり，大別すると，推定と検定の形式が

ある．

　推定では，出現率，平均値，あるいはこれらの

差などについて，真の値はどれくらいかを定量的

に答える．

　検定では，これらのパラメターに，あらかじめ

指定した値を与えて，真の値がこれと等しいかど

うかにっき，肯定か否定で定性的に答える．

　多くの場合に，推定と検定の結論の内容は完全

にあるいは，ほとんど一致するとはいうものの，

医学研究においては，推定の方がふさわしい場合

が多いであろう．

　統計的推論は，医学的な推論を助けはするが，

これに代わるものではない．現在の統計手法のほ

とんどは，元来，医学的に妥当性のないデータに

対しては働かないといった器用な選択力をもって

＊東京医科歯科大学難治疾患研究所臨床薬理学部門

いないので，魔法の杖にはならない．また，定型

的な手法は，結論に続く好ましい行為を指示する

ところまではカバーしていない．こうした判断は，

もっぱら医学的観点からなされなければならない．

第3に集団的な現象をやや抽象的に要約するとい

う性質が手法一般に通じており，枝をはらって本

幹をあらわにするという場合に適しているので，

個を見失なわないように注意しなければならない．

　研究過程は，探索的なレベルと検証的なレベル

に区別できるであろうが，とくに検証的なレベル

にあっては，目的を明確にし，データを集める以

前に，その目的にふさわしい研究対象，データの

集め方を吟味しておかないと，推定なり検定なり

が飾りものに終始し，ときには人をあざむく手段

になりかねない．

　本稿では，統計手法の基本的な考え方，結論の

解釈などについての解説を試みるが，数式の成り

たちなどは，大幅に省略するので，成書を参照さ

れたい（→節10）．また，例題も理解を助けるた

めの目的で，一般に例数が少ない。

　　　　　　2．平均値の性質

刺激xを生体（の一部）φに与えて反応yを観測
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する．このことを，

y一φ（x）

核医学　　16巻2号（1977）

（1）

と書き，xという入力をyという出力に変える変

換器がφであるとみなす．一般的にはxが大きく

なるとyも大きくなる．

　同じxを別の個体に，あるいは，日を変えて同

じ個体に用いても，同じyを認めにくいという事

情がある．また，同じyをみても，すべての観測

者の意見が一致しないことも多い．

　重さxの物質を天秤φにのせ，目盛りyを読む

という類似の作業と比べると，生体という秤の系

では大幅なばらつきを伴うことが普通であろう．

　理想的な，きわめて多数の個体について，同じ

xを用いてyを観測し，このときの平均値ηをも

って，操作的に真の反応と約束する．つまり，決

定論的な，ばらっきのない世界では式（1）でφ（x）

＝ ηとおけるが，ばらつきのある世界では，第k

個体での観測値ykは，その個体と観測者の両方

の影響をうけて，ηからεkだけゆらいだものとな

るであろう．したがって，反応モデルとしては，

確定的な部分ηと，非確定的な部分εkを重ねて，

yk＝η十εk （2）

とした方が無難である．

　この理想集団での観測値の集まり｛y1，…，yk，

…，y。。。｝を母集団populationといい，　flと書

く．この様子を，

η一（y・＋’”＋y…）一⊥Σyk

　　　　　n◎o　　　　　　　　　　n．

2＿Σ（yk一η）2　Σεk2
σ

　　　　n◎o　　　　　　　no◎

（3）

の母平均値，mean，母分散varianceで要約する．

分散σ2は，yk，ηがcmであるとcm2になるからf

現場ではσを標準偏差standard　deviation，　SDと

して用いることが多い．σ2は，ηからのゆらぎの

大きなものほど重視してεk2として加えたうえで

の平均値であるから，SD＝σはばらつきの尺度

になる．これだけの用意をしたうえ，反応，実は

見かけの反応yが，平均値，分散σ2の母集団の1

つの値であることを，

　　　　　　　　y∈fl｛η，σ2｝　　　　　　　　（4）

と表現する．η，σ2を母数，パラメターという・

　この母集団から，でたらめにn個の値を選ぶこ

とを無作為抽出random　samplingというが，個

体をよく混ぜて，n例を選び，ここでの反応を観

測することにほかならない．この操作を，

y∈17｛η，σ2｝→On｛yi｝ （5）

と書く．O。｛yi｝はOn｛y1，…，y1，…，y。｝の省略

で，これを標本，サンプルという．0は，observed

の意味である．

　標本として実現された値も，式（2）で書けるは

ずであるから，

Il∴l

yn＝η十εn

（6）

となる．εiは，ランダムな標本については，ηに

関してプラスであったりマイナスであったり，図

1のようになるから，Σεi÷0となろう．

f（y）

y1，＝η十εハ’ η y、＝＝η十ε，

図1　0。｛yi｝の度数分布

モデル式（6）の両辺を加え，nで割ると，

Σyi＝nη＋Σεi

ΣYi
　　＝η十
n

Σε1．
　　〒：η
n

．　Σyi
　　　　÷ηy＝
　　　n

y

（7）
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統計的推論（1）

ここにy（ワイ・バー）は（標本）平均値であるが，

yは真の値ηに近いという性質があり，このこと

がyを求める大きな理由になる．

　とくにことわらなかったが，η，yiは血圧値や心

拍数などの反応であるが，もしも図1のような度

数分布が大きく歪んでいると，おそらく母集団の

分布も歪んでおり，η，yなどは，代表値としては

難がある．このため，大きさの順に並べて中央の

値を中央値medianと呼んで用いたり，あるいは

理論と経験を頼りに，1／Yl，　V亮log　yiなどの変

換をしたうえで，あらためてyiとすることもある．

　一方，血圧値が10mmHg以上の上昇を反応プ

ラスでyi＝1，これに満たないとき反応マイナス

でyi＝0と約束することが合理的であれば，

0、｛y、｝は1と0のデータになる．このときに平均

値を求めると，

y一 翠一麟曇議数一P

となり，反応率ないし出現率pとなる．

3．S／N比

（8）

　標準的な，やや面倒な手法で測定した，ある検

体の酵素活性はηoと確定している．簡便法を用

いて，A，　Bの研究者それぞれが3回測定した結

果は図2の（A），（B）のようになった．

（A）

（B）

ηoYA

　　　　　ηoYB

図2　測定結果

i　YA
η0

　測定に関して，ηoが真値としたとき，A，　Bの

平均値は，いずれもやや大きく，正確度accuracy

が低い．測定値のばらつきは，Aの方が大きく，

精度precisionが悪い．このばらつきについて，

母集団では式（3）の分散σ2を約束したが，標本

O。｛y1｝についてはηの代わりにy，n。。の代わりに
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（n－1）を用いたものを（不偏）分散として，

　　　　　　δ・－V一Σ告y）2　（9）

を定める．普通にSDとしているものは，これか

ら求めた∂一～／V一 を指していることが多い（→節

15）．

　まず，3回の測定結果につき，Aで標準法より

も高値になるかと聞かれたとき，普通の人は，高

値になるらしいが，はっきりしないと答えるであ

ろう．一方Bについては，たしかに高値だとみな

すであろう．

　A，Bともにy一ηo－dのずれは同じ程度であ

るのに，判断に差が出たのは，∂A＞∂BとAでは

ばらつきが大きく，精度が悪いという事情によっ

ている．なお，Bはdだけの偏りがあるが，何ら

かの方法でdの補正が可能となれば，Aの測定よ

りもBの方が，はるかに好ましい．

　Aの測定を3回にしたときには，高値かと聞か

れて，歯ぬかりのある返事きりできなかったが，

100回も測定し，（A’）のような度数分布になれば，

もう確実に高値であると断言できる．上手と下手

の差はこの辺のところにある．

　この例のような，ばらつきのある世界での判断

は，いくつもの要因で影響をうけるが，たとえば，

　（D　簡便法には高値となる理由があるか．

　（2）　この簡便法の使用目的は．

　（3）偏りdの具体的な大きさは．

　（4）測定の精度ないしSD＝∂は．

　（5）測定の回数nは．

　（6）本当は高値ではないのに，高値と判断した

　　ときの失敗の影響は（言いすぎ）．

　（7）本当は高値であるのに，高値ではないと判

　　断したときの失敗の影響は（見逃し）．

　y一ηo－dが具体的にそれほど大きくはないと

き，高値と判断はしても，現場での簡便法として

の実用性には影響はないという場合もある．この

辺に，検定と推定のニュアンスの差がある．

　簡便法で0。｛yi｝（今の場合n＝3）を得て，平均

値yを求めて，標準値ηoとつきあわせた．この

n個を，いわば母集団U｛η，σ2｝に戻して，あら
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278 核医学　16巻2号（1979）

ためてOn｛yi｝からyを求め，この反復で少なく

とも理論的には，きわめて多数のyの集合，つま

り，yたちの母集団が考えられる．

　ある1セットのO、｛yi｝で1つの実現値yを得

たことは，yの母集団から，1つのyを無作為抽

出したこととみなしてよい．この辺の理屈をのみ

こむことが大切である．

　このyの母集団については，母平均値はηで，

母分散はσ2／nになることが知られている．つま

り標本平均値の分布は，

y∈π｛　　σ2η，　　n｝
（10）

と書ける．分散をy，ηの格に合わせたものをσ／

ンffとし，これを（平均値の）標準誤差standard

error，　SEというが，実際上はSE＝∂／N／五一 とし

ている．必要ならSE｛y｝＝∂／ンffと書く．SEは，

いわばyについての標準偏差SDにあたる．　y÷η

であるが，くり返し，大きさnの標本O。｛yi｝で

yを求めてみると，ゆらいでいるが，このゆらぎ，

ばらつきの目安がSE｛y｝である．

　標準値ηoに比べて，簡便法は高値か，と聞い

ているのは，η〉ηo，η一ηo＞0か，と聞いている

ことで，ηoに原点をおけばη＞0か，と聞いてい

ることにほかならない．yそのものの議論ではな

い．この簡便法での真値ηを反映しているシグナ

ルがyであるが，ηoの原点からみれば，ηは直流

バイァスである．yは真値ηにぴたりと一致する

わけではなくて，SE－∂／～／五だけのノイズをも

ってゆらいでいる．そこでS／N比をとってみると，

・・一 ∂／3三一…百 （11）

となる．

　S／N比であるtoが大きいならば，ノイズを上

回るシグナルがあり，η＞0と信じる証拠が強い．

式（11）のtoは，真値ηが大きいほどyも大きく

なって，大きな値になろう．さらに，1回ごとの

測定yiのばらつき∂が小さいとき，また測定回

数nが大きいとき，いずれもtoは大きくなり，

η＞0と考える根拠が強くなってくる．

　この逆をいえば，真実に小さなηで，精度の悪

い測定を少数回にとどめておけば，S／N比のto

は小さくなり，直流バイァスη＞0を検出しにく

くなる．

4．正規分布

　ランダム抽出した標本y∈π｛η，σ2｝→0。｛y、｝で

の平均値yは，式（10）のようなy∈ll｛η，σ2／n｝か

らの1個の標本とみなせる．一般にηもσ2も確

定した値ではあっても，その大きさはわからない．

後述の方法ではσ2が未知の場合を扱うが（→節

16），さしあたりσ2は既知として，未知のηにっ

いて考える、

　母集団y∈17｛η，σ2｝については，ばく然と山な

りの分布を考えたが，y∈π｛η，σ2／n｝はどのよう

なものであろうか．1組の標本O。｛y1，…，y。｝の

最小の値y（1）と最大の値y（。）を考えれば，明らか

にy（1）＜y＜y（。）であるから，多数のyを集めてみ

ると，yの方布よりもηに集中し，とがってくる

であろう．このことが定量的にSE｛y｝＝σ／～／i

と示される．

　さらに重要な点は，y∈π｛η，σ2｝の分布型がど

のようなものであっても，y∈17｛η，σ2／n｝の分布

型は，nが大きくなるにっれて，理論的な正規分

布normal　distributionに似てくるということで

ある．これを中心極限定理という．

　yの分布が，ほぼ左右対称のとき，山なりの分

布ではn＝5，フラットな分布ではn＝10をこえる

あたりから，yは正規性をもつようになる．左側，

右側にひどく歪んでいると，n＝30，50と，かなり

大きな標本の平均値yを考えないと，正規性が成

立しない．

　正規分布は理論的なもので，タは一。。から＋。。

までを連続的に動きうる．現実の分布が正規性を

もつ，といっているのは，分布の左右のすそをほ

どほどにした，中央部分が正規分布に似ているこ

とを意味する．現実に，ある程度の大きさの標本

0。｛yi｝で求めた1個のyは，母平均値η，母分散

σ2／nの正規分布に従う無数のyの無作為な実現値

と考えてよい．このことを，
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y∈N
｛ち三｝

と表現する．Nはnormalの意味である．

　正規分布yにっき，

て，つぎのようなものをあげておく．

　（1）

　（2）η±σ／～／τ「に変曲点をもち，

　（3）

　　が含まれ，

　（4）

　　に，y全体の95％が含まれる．

　ところで，観測値の要約として，

涜計的推論（1）

（12）

さしあたり重要な性質とし

度数分布はηにピークがあり，左右対称で，

η±σ／Vffの区間に，　y全体のおよそ2／3

η土1．960σ／V了「（俗にη±2σ／～／1「）の区間

　　　　　　　y土SD，　y土SE

などが用いられるが，これらの±は加減を示すの

ではなく，SDかSEを示す符調である．数字だ

けではなしに，SDかSEかを明示し，　nを添え

ると情報は大きい．個々のyのばらつきを示す気

持ちで±SD，　yの精度を示す気持ちで土SEを用

いるようである．これに対して上述のη土σ／～／三

は，η一σ／ン万一 とη＋σ／～／fi一 とを示す．

　正規分布yは，位置ηと広がりσ／VTの2つ

のパラメターで定まるが，原点をηに移し，σ／ン三

の単位で目盛りなおすと，

　　　　　　　t－y一η、／百　　　（13）
　　　　　　　　　　σ

となる．これを標準化という．すべての正規分布

はこの操作によって，

　　　　　　　　t∈N｛0，12｝　　　　　　　（14）

となる．tについて，上述の性質を翻訳すると，

t＝0にピークがあり，±1に変曲点があり，こ

の区間［－1，＋1】に全体の約2／3が含まれ，区間

【－1．960，＋1．960］に全体の95％が含まれる，と

いうことになる．

　表1に，±tpをとると，［－tp，＋tp］の区間から

左右にはずれるものが100P％になるような正規

偏位tpの例をあげる．

【例1】

表1から，η＋1．645σ／～／iの右側に，さらに大
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きな値をとるyは，全体の5％である．つまり，

to、1－1．645で，η土1．645σ／V百と両側をとれば，

この区間内には9096が含まれ，左右に5％ずっ，

合計1096がはずれる．片側を強調するには，t2p

を用いるが，片側5％はt2．o．05－1．645となる．

tpは必要ならtp［。。］として，自由度［。。］をそえて

書く．

5．推定と検定

　多数のyに関して，大部分とは95％であると約

束しておけば，to．05＝1．960を用いて，η土1・960σ／

∨冨一 の区間をつくると，yの大部分はこの区間に

おさまり，はずれるものはたかだか5％で，その

半分は小さい方，半分は大きい方にはずれる．

　このことを，yからながめてみると，　y土1．960σ／

ンffの区間をつくれば，大部分のyについてはこ

の区間内にηを覆っていることになる．もう少し

正確にいうと，無作為標本O。｛yi｝でyを求める

たびに1．960で区間をつくると，100回のうち95

回はこの区間内にηを押えている．ηがはずれて

いるのは5回の割合にすぎない．

　こうした頻度的な確率の意味をこめて，ある1

回のyの計算から，

　　　　　　　びη・U＝y±1・960rt （15）

として［ηL，ηu］を求め，ここにηが存在すると考

えるのが，区間推定である．η÷yとするものを

点推定という．式（15）ではto．05＝1．960を用い

たが，一般にtpを用いるとき100（1－P）％を信

頼係数といい，ηL，ηuを信頼限界という．式（15）

では95％の信頼区間が［ηL，ηu】である．

　あらかじめ信頼区間の幅をWoにしたければ，

信頼係数95％では，

・－4×測昔）2÷16（☆）2（16）

の見当でnを定める．

　区間推定を裏がえした感じの推論が検定である

が，すでに式（11）のS／N比にからんで，大筋は

記してある．
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280 核医学

表1

t

0．500

1

0．524

0．598

0．600

0．674

0．700

0．755

0．800

0．842

0．900

0．935

1．000

1．036

1．100

1．150

1．200

1．282

1．300

1．400

1．440

1．476

1．500

1．510

1．514

1．520

1．530

1．540

1550
1．555

1．560

1．570

1580
1．590

1．598

1．600

1．610

1．620

1．630

1．640

1．645

1．650

1．660

1．670

1．680

1．690

1．695

1．700

1．710

1．720

1．730

片

0．3085

0．3000

両

0．6171

0．6000

0．2750

0．2743

0．2500

0．2420

0．2250

0．2119

0．2000

0．5）00

0．5485

0．5000

0．4839

0．4500

0．4237

0．4000

0．1841

0．1750

0．1587

0．1500

0．1357

0．1250

0．1151

0．1000

0．3681

0．3500

0．3173

0．3000

0．2813

0．2500

0．2301

0．2000

0．0968

0．0808

0．0750

0．1936

0．1615

0．1500

0．0700

0．0668

0．0655

0．0650

0．0643

0．0630

0．0618

0．0606

0．0600

0．0594

0．0582

0．0571

0．0559

0．0550

0．0548

0．0537

0．0526

0．0516

0．0505

0．0500

0．1400

0．1336

0．1310

0．1300

0．1285

0．1260

0．1236

0．1211

0．1200

0．1188

0．1164

0．1141

0．1118

0．1100

0．1096

0．1074

0．1052

0．1031

0．10］0

0．1000

0．0495

0．0485

0．0475

0．0465

0．0455

0．0450

0．0446

0．0436

0．0427

0．0418

0．0989

0．0969

0．0949

0．0930

0．0910

0．0900

0．0891

0．0873

0．0854

0．0836

t

1．740

1．750

1．751

1．760

1．770

1．780

1．790

1．800

1．810

1．812

1．820

1．830

1．840

1．850

1．860

1．870

1．880

1．881

1．890

1．900

1．910

1．920

1．930

1．940

1．950

1．960

1．960

L970
1．980

1．990

2．000

2．005

2．010

2．020

2．030

2．040

2．050

2．054

2．060

2．070

2．080

2．090

2．100

2」08

2．110

2．120

2．130

2．140

2．150

2．160

16巻2号（1979）

正　規　偏　位

片

0．0409

0．0401

0．0400

両

0．0819

0．0801

0．0800

0．0392

0．0384

0．0375

0．0367

0．0359

0．0351

0．0350

0．0344

0．0336

0．0329

0．0322

0．0314

0．0307

0．0301

0．0300

0．0784

0．0767

0．0751

0．0735

0．0719

0．0703

0．0700

0．0688

0．0672

0．0658

0．0643

0．0629

0．0615

0．0601

0．0600

0．0294

0．0287

0．0281

0．0274

0．0268

0．0262

0．0256

0．0250

0．0588

0．0574

0．0561

0．0549

0．0536

0．0524

0．0512

0．0500

0．0250

0．0244

00239
0．0233

0．0228

0．0225

0．0222

0．0217

0．0212

0．0207

0．0202

0．0200

0．0197

0．0192

0．018⑨

0．0183

0．0179

0．0175

0．0174

0．Ol70

0．0166

0．0162

0．Ol58

0．0154

0．0500

0．0488

0．0477

0．0466

0．0455

0．0450

0．0444

0．0434

0．0424

0．0414

0．0404

0、0400

0．0394

0．0385

0．0375

0．0366

0．0357

0．0350

0．0349

0．0340

0．0332

0．0324

0．0316

0．0308

t　　1

2，170

2，170
；

2・1801
2．190　1

2．200　1
　　　　　　　
2，210
　　　　　　12，220

2，230

2，240

2，241

2，250

2，260

2，270

2，280

2，290

2，300

2，310

2，320

2，326

2，330

2，340

2，350

2，360

2，370

2，380

2，390

2，400 l
l2，410

2，420

2，430

2，432

2，440

2，450

2，460

2，470

2，480

2，490

2，500

2，510

2，520

2，530

2，540

2，550

2560
2，570

2，576

2，580

2，590

2，600

2，610

片

0．0150

0．0150

両

0．0300

0．0300

0．0146

0．0143

0．Ol39

0．Ol36

0．OI32

0．0129

0．0125

0．0125

0．0122

0．Oll9

0．0116

0．0113

0．0110

0．0107

0．0104

0．0102

0．0100

0．0293

0．0285

0．0278

0．0271

0．0264

0．0257

0．0251

0．0250

0．0244

0．0238

0．0232

0．0226

0．0220

0．0214

0．0209

0．0203

0．0200

0．0099

0．0096

0．0094

0．0091

0．0089

0．0087

0．0084

0．0082

0．0080

0．0078

0．0075

0．0075

0．0198

0．0193

0．0188

0．0183

0．0178

0．0173

0．0168

0．0164

0．0160

0．Ol55

0．0151

0．Ol50

0．0073

0．0071

0．0069

0．0068

0．0066

0．0064

0．0062

0．0060

0．OO59

0．0057

0．0055

0．0054

0．OO52

0．0051

0．0050

O．0147

0．0143

0．0139

0．0135

0．0131

0．0128

0．0124

0．Ol21

0．0117

0．Ol14

0．Ol11

0．0108

0．0105

0．0102

0．OlOO

0．0049

0．0048

0．0047

0．0045

0．0099

0．0096

0．0093

0．0091
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統計的推論（D

　今，問題にしているy∈N｛η，σ2／n｝の母平均値

ηにつき，これが基準値ηoと等しいかどうかを

知りたい．式（IDの場合，ηoよりもηが大きい

かどうか，と片側の問いであったが，ここではηo

とηが異なるかどうかの両側の問いを考える．

　まず，2つの統計的仮説をつくり，

　　　　Ho：η＝ηo，　Hl：η≒ηo　　　　　（17）

とする．Hoをゼロ仮説nuU　hypothesis，　H1を対

立仮説alternative　hypothesisというが，このH1

が研究上の作業仮説working　hypothesisに対応し

ていることが多い．ついで，滅多にないことの目

安として，頻度的な確率α《1を定め，これを有

意水準，危険率というが，ここでは，α一〇．05，596

としておく．

　Hoの条件下に，っまりη一ηoが正しいとした

ときには，O。｛yi｝で求めたyは，ηo±1．960σ／～／百

の区間におさまるものとみてよい．y±1・960σ／
V’il一 はηoを覆っているであろう．極端な場合

y＝ηo土1・960σ／fi「であるから，　Iy一ηolは

1．960σ／V－ii一 をこえない．さらに，　ly一ηolをばら

つきの目安σ／ンffで測ったとき，たかだか1．960

であろう．

　しかるに，

t。」一η・LVi≧1．96。一，。．。5（18）

　　　σ

という結果になれば，η一ηoであるなら，滅多に

ないO。｛yi｝，yを手にしたことになるが，このこ

とを5％の水準で有意significantの結果であると

いう．

　仮説検定では有意になったとき，滅多にないこ

とがおこったとして片付けないで，Ho：η一ηoと

して出発したことが怪しいと考え，このHoを捨

てて，Ht：η≒ηoを採用する．つまり，母平均値

ηは基準値ηoと異なると判断する．

　ここで2っの注意が必要である．

　1）5％水準で有意になり，Ho：η＝ηoを捨て

たが，真実はη一ηoが正しくて，αwate者の言

いすぎの失敗を犯しているかもしれない．この言

いすぎの失敗の大きさは，しかし，α＝0．05で
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ある．言いすぎをしたくないならば，α＝0．01と

して，to≧to．01－2．576のとき有意とするとよい

（第1種の誤りの問題）．

　2）to〈t。となり，有意でなければ，　Ho：η＝ηo

を否定する根拠がないので，消極的にη＝ηoと

考えるが，これはη一ηoを強く支持しているの

ではない．真実はηキηoであるのに，η＝ηoを

否定しえない，有意ではないとき，βonyari者の

見逃しの失敗を犯しうる．δ＝1η一ηol＞0が小さ

い，σが大きい，nが少ないなどの理由で有意に

ならないことがあり，有意ではないことは，η＝ηo

を否定しかねて，しぶしぶ支持しているとみるべ

きである．δ，σ，n，αの条件を設定すれば，見逃し

の大きさβが求められる（第2種の誤りの問題）．

　このような組立てから，仮説検定で積極性があ

るのはHo：η＝ηoの否定である．やや立場をか

えて，Ho：η一ηoの否定を重視するとき，有意性

検定と呼んで仮説検定と区別することもある．

　式（18）からも見当がつくように，真の差δ＝

1η一ηoi＞0が現実的に有意義ではない，わずかな

ものでも，小さなσ，大きなnでは，高度に有意

になる．もちろん，差δを検出し，その具体的な

大きさを推定によって吟味し，現実での意味を考

えるという手順が守られるならば問題は少ない．

一方，有意にならないことをδ一〇の証明と考え

ず，必要ならば，あらためて観測するという態度

をとるならば問題は少ない．

　真実にδの差が存在するなら，有意にならない

ことは失敗であるが，この失敗の頻度的な確率を

βで示す約束がある．α，βをそれぞれ正規偏位t。，

t2βで書きかえると，σ，n，δの間には一定の関係

がある．したがって，現実に問題になりうるδを

想定したうえで，例数nを求めることもできる．

つまり，これら5個の値の関係は，

2・・
9一吉（t・＋t・・）

・一

（÷）2（ta＋t・・）・

（19）

となる．βが見逃しの大きさであるから，（1一β）
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282 核医学　　16巻2号（1979）

は検出力powerと呼ばれる．本来，検出力が90％，

95％に足りないようでは，検定で有意とならない

可能性が大きい．

　【例2】

　臨床的にみて，観測値のSDの半分くらいの差

があれば重要であろうと考えると，λ一δ／σ一〇．5．

両側5％，見逃し10％（検出力90％）の検定を考

えるとき，to．05－1．960，　t2．o．1＝to．2－1．282を

表1から読む．

・一
（。lt）2（1・96・＋働・÷42

　つまり，n－42例の観測を行なう．ただし，有

意になったとき，δ＝0．5σの差があったというわ

けではなくて，δ＞0と考えるという定性的な結論

をとる．δはy土1．960σ／ン4Zとして推定する．

　かりに20例きり観測しなかったとすれば，

　　　　　Z－・・5一ン易（1・96・＋・・β）

　　　　t2，e＝0．276

表1には小さなtがないが，この値から計算する

と，β÷0．39，つまり，この観測を10回くり返して

も有意になるのは約6回の割合であり，切れ味は

よくない．

　Ho：η一ηo，　H1：η≒ηoは両側two－tailedの検

定になるが，Ho：η一ηo，　H1：η〉ηo（ないしη＜ηo）

は片側one　tailedの検定になる．式（18）の分子

をy一ηo（ないしηo－y）とおき，t。の代わりにt2。

を用いて，to≧t2、のとき片側100α％水準で有

意になる．

　片側検定で，H1：η〉ηoとおくのは，η〈ηoと

なることを確信をもって否定でき，理論的にも考

えられないといったときに限った方がよい．t。＞

t2。，たとえばα一〇．05で1．960＞1．645となるか

ら，to＝1．700を得たときには両側では有意では

ないが，片側では有意になるという事情があるの

で，生臭い悩みがでてくる．片側では，いわば有

意になりやすいが，有意にしたいばかりに片側を

採用するというのでは困る．両側か片側かは，実

質科学的な判断で定めるがよい．

6．データの性質

　観測，評価の結果を統計手法にのせるには“数”

としての表現が必要である．この数は現実的な意

味をもち，扱いやすい性質のものが望ましい．

　データを大別すると，how　manyに答えるもの

と，how　muchに答えるものになるが，統計手法

との対応から，それぞれを細分し，つぎのように

分類してみる．

　1）名義尺度のデータは，急性・慢性；日・中・

米・その他，のように，すべての個体がどれか1

つに必ず分類できる属性を設けたうえ，各属性で

の度数として示されるものである．全度数で割る

と，出現率，頻度として規格化され，計数データ

とも呼ばれる．

　2）順序分類尺度のデータは，（Dに似るが，属

性について現実的な大小や強弱の順序が考えられ

る場合である．著効・有効・無効などであるが，

2つの属性では（1）の扱いになり，手法的には（3）

の特別な場合となる．

　3）順序尺度のデータは，（2）の属性を個体レベ

ルまで細分した場合であり，身長順に小から大に

並べ，たとえば1，2，3，…　と順位をつけたもので

ある．この際，具体的な身長cmは必要としない．

本来は，個体間の距離の意味が明瞭ではない場合

に好んで用いられる．現実には，少数の同位もある．

（2）と（3）は手法的に順序データとして一括できる．

　4）計量尺度のデータは，具体的な意味のある

数値であり，身長cm，心拍数／分など．大小関

係は明瞭で，個体間の距離が意味をもつ．体温゜C

は0°Cに絶対的な意味はなく，間隔尺度のデータ

であり，身長cmはOcmが意味をもち，比例尺

度のデータである．変動係数CV一σ／η，ないし

∂／yは，本来は比例尺度のデータで意味をもつ・

これらを計量データという．計数，順序，計量の

順に，データのレベルが高いと表現する．

【例3】

薬の有用性を評価するとき，アナログ・スケー
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統計的推論（1）

ルvisual　analog　scaleが利用できる．一一見，頼り

なさそうであるが，少し練習すれば，同じ評価対

象にっき，同じ評価者および異なった評価者の結

果は，かなりよく一致して信頼性reliabilityはそ

れほど悪くない．もちろん，薬の良し悪しがこの

尺度に十分に反映されるという妥当性validityの

検討が別途に必要となる．

0　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　100

二度と　　　　　一応は使えそうだ
使いたくない

今後も是非
使いたい

　評価結果のXの分布によっては，ときに変換な

ども考えて，計量的なデータとして平均値を求め

ることができる．評価の悪いものから，1，2，…，

nと順位をっけ，順序データとしても扱える．現

実的な意味をもっなら，全長を3分割して下・中・

上のクラスを設けて順序分類データとして扱える．

45あたりを分割点とし，名義データにおとし，有

用率を求めてもよい．

　このように，高いレベルから低いレベルのデー

タに変えることは操作的に容易であるが，現実的

な意味を事前に十分に吟味しておかないと，かな

り任意な結果になってしまう．

　所定の情報を得るにあたり，計数データとして

約100例を必要とするとき，順序データでは80～

70例，計量データでは65例でよいという大まかな

関係があるので，計数データはレベルが低いと表

現される．

　一方，データの扱い上で，対応の有無，という

ことも重要になる．

　1）対応のある2群のデータとは，注射液，A，

Bの局所刺激を比べるのに，n例を選び，左右の

腕にランダムに，A，Bを割りつけ，それぞれの発

赤を観測し，O。｛Xi｝，0。｛yi｝を求めた場合である．

Xi，　yiとしては，長径mmとか，10，5mmで区切

った＋，士，0の順序カテゴリー，あるいは＋，（±，

0）を1，0とする表現など，目的にふさわしいもの

を用いる．

　ここで，A，　Bは同一例にペァーとして用いてい
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るし，現実にXiが大ならYlも大といった傾向が

あるので，0。｛（Xl，　yi）｝と，ペアーにして対応をつ

けた方がよい．計量データでいえば，差とか比と

かが意味をもつようならば，同一例につきd，＝

Xl－Yi，　ri＝yi／Xiのように加工すると，0、｛d，｝，

0。｛ri｝のようになり，1標本問題としての扱いに

なる．

　2）対応のないデータとは，（m＋n）例を対象

とし，m÷nになるように全体をランダムに2分

割し，Aをm例に，　Bをn例に用いてOm｛Xi｝，

0。｛yi｝を得た場合である．かりにm＝nで，各

群の第i例につきdi＝Xryiを求めてみても，

特殊な場合を除いては意味がない．それぞれの平

均値X，yを別個に求めて比べることが本質的な意

味をもち，この扱いは，2標本問題となる．

7．Fisherの3原則

　注射液A，Bの比較の問題につき，さしあたり，

Aのみをとりあげ，計量データとしてOm｛Xi｝を

得たとしよう．一つの基準として10mmをこえ

るとき，発赤ありと考えてみる．

　Om｛Xi｝からX一Σx，／mを求めるが，このX

からみて，Aの真値（母平均値）μが基準値μo＝

10と等しいかどうかを検討してみる．節5の検定

の手順により，σ2を既知としておくと，ゼロ仮説，

対立仮説，

Ho：μ＝μo＝10，　H1：iLt＝μ1≒10

を設け，（18）により，

t。」－1°L．v・ifi≧，。．。，－1．96・（2・）

　　　σ

となれば，5％水準で有意で，Hoを捨てて，　Ht

を採用する．μ〉μo－10となれば，発赤ありと

なる．式（15）で，

　　　　　　　びμ・UニX土1・960～／m （21）

として，平均値の95％信頼限界が求められる．以

上の議論は，集団的な，平均的なもので，個々の

例についての面倒をみているわけではないことに

注意すべきであろう．
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ところで，式（2）のモデルの形式では，

91：Xi＝α＋εi （22）

となる．真の平均値をμと書くべきところ，後の

式との関係で，Aを示すαで書いておく．このαを

反映するシグナルが又で，そのノイズがSE｛幻＝

σ／V／万である．この限りでは均一な集団につき多

数の観測を行なえば，推論の感度はよくなる．つま

り検出力が大きくなり，区間推定の幅は狭くなる．

　いま，注射針そのもの，ないしは注射そのもの

が発赤の原因になりうるので，この影響をγと示

し，Aの影響をあらためてαとし，

Ω2：Xi一α＋γ＋εi （23）

とおく．これでは又は（α＋γ）を反映し，Aが発

赤の犯人かどうかは，っきとめられない．

　そこで，同じ注射方式で，別のBを用いるn例

の対照群を設けてみる．Bとして生理食塩液を用

いると，現実的な意味はさらに明瞭になるであろ

う．このBに関しては，

　　　　　　92’：YJ＝β十γ→一ε」　　　　　　　　（24）

となるから，yは（β＋γ）を反映する．（又一y）と差

をとれば，これは（α一β）を反映し，γを除いたバ

ックグランドを消しての影響がつかめる．ただし，

この2標本問題では，

SE同一・ン÷＋÷ （25）

が（又一y）に対するノイズになる．現実にはA，B

群内でのデータから推定値∂を求めることになろ

う（→節17）．

　全体をm÷nにする理由は，特に制約がなけれ

ば，式（25）の根号内が（m＋n）／mnとなり，　m＋n

の全例数が一定のときに，m÷nがノイズを小さ

くするためである．

　　　　t・一。V（嵩厄≧1・96・

　　　　　　　で5％水準で有意　　　　　（26）

　　　　δ・U－（X－y）士1．96・・ン蒜n

　　　　　　　差の95％信頼限界

であるが，有意の場合はHo：α＝βを捨ててHo：

α≒βを採用する．

　つぎに，男女で反応性が異なるという事情があ

るとき，実際上の便宜から，Aを男，　Bを女に用

いると，

　　　　　　93｛；；：㌶㌶　（27）

となり，明らかに不都合である．φ♂キφ♀は，男

女に特有なレベルとしているので，（X－y）は

（α一β）＋（φ♂一φ♀）を反映し，A，　Bの差は性差で

汚染されてしまう．いわばこの種の個体差φには，

性，年齢，職業，等々の遺伝的，環境的な因子が

含まれる．あるものは，われわれの目にとまらな

い．

　比較を公平にするためのもっとも簡単な方法は，

A，Bの無作為割りつけrandom　allocationである．

原理的には，A，　Bと記した，たとえば3枚ずつ

のカードを用意して，計6枚をでたらめに並べ，

｛A，B，B，A，B，A｝のようなリストをつくる．あ

らためてカードを並べて，つぎっぎにリストをつ

くると，6例ごとにバランスのとれた割りつけ表

となるから，対象例と定めたうえは，厳密にこの

割りつけ表の順にA，Bを用いるというのが，無

作為割りつけである．

　この無作為化で，A，　Bの比較の土俵は公平にな

るが，実は系統的な個体差φを非系統的な誤差ε

に丸めこむという結果になる．したがってε2をう

けついでいるσ2は大きくなり，推論の感度が悪

くなる．

　このため，例数を増すということも一っの解決

になるが，あらかじめ性差が問題になるようなら

ば，男と女のサブグループを設ける．つまり，反

応性に関して影響の強そうな因子で層別を行ない，

層内では反応性に関して似たものを揃える．たと

えば，男にっいて，

94｛㌶‡；‡隠：1 （28）

となり，φ♂はγと同じ性質になり，男での（X－y）

は（α一β）を反映する．男女を一括した場合より
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も，誤差εはかなり小さくなるので，例数は減っ

てもノイズは小さくなることが多い．女について

も同様に扱うが，ときには，男，女で結果が異なり，

本質的な性差が浮ぴあがってくるかもしれない．

　運がよければ，データを得てから気がついた特

性に関して，後層別を行なったり，反応を年齢の

関数として表現したうえで，いわば個体レベルま

での徹底した層別を利用する方法も用いうるかも

しれない．

　以上の考察は，実験計画法におけるR．A．　Fisher

の3原則としてまとめることができる．すなわち，

　（0）科学研究は本来的に，比較を前提としてい

　　るものであり（92），

　（1）例数を増すことでノイズを小さくして推論

　　の感度をよくし（91），

　（2）無作為化によって比較の公平性を確保し，

　　統計手法にのるデータを得て（93），

　〈3）層別の利用で比較の公平性をより確実にし，

　　ノイズを減少させ，ときに方向性のある結論

　　を得ることができる（94）．

　薬効評価にしばしば利用される比較試験con－

trolled　trialとは，基準の薬と目的の薬とを，無

作為割りつけを意識して比較評価しようとするも

ので，これを支えている論理がFisherの3原則

である．ここにおける二重盲検法double　blind

techniqueは，患者と医師の双方に生じうる，薬

の内容を知ることによる心理的なバイァスを除く

という目的をもっている．

8．前値と後値

しばしば現われる対応のある2群データの例と
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して，前値Xiと後値yiのペァーがある．これを

拡張すれば，経時的なデータになる．

　0。｛（Xi，yi）｝の前値，後値の形式のデータを得た

ならば，Pi（xi，yi）をプロットした散点図scatter

diagramをつくることが役立つ．

　図3にその例を示すが，（1），（2），（3）それぞれに

異なった性質がみられる．

　後値yを議論するときに，前値xをならしてお

きたいというのが本筋であろう．しかし，（1）の

ようなパターンでは，前値xは系統的に後値yに

影響していないので，後値yのみを考えればよい．

　っぎに（2），（3）では，大まかにみて，

y＝α＋βx （29）

の関係がある．前値と後値のデータでは，しばし

ば差とか比をとり，1標本問題にすることがある．

あるいは，差や比をさらに加工することがある．

こうした加工の発想は，前値xの影響を除いて後

値yにっいて議論したいというねらいによってい

るであろう．

　差をとることは，しかし，

d＝y－x＝α十βx－x

d＝α一｛一（β一1）x

（30）

で，差dは，（β一1）xにつきまとわれ，前値xと

手を切れない．ただし，β＝1，つまり直線の勾配

が45°であるなら，dはxと無関係になり，平均

的な差は，切片αになる．

　比をとることは，同様に，

，＿！．＿α＋βx

　　X　　　　　X

y

0
（1）

y y

γ　o　　　　　　　　　　x　O

　　　　　　（2）

　図3　前値と後値の散点図

（3）
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（31）

で，比rは，α／xを含むため，前値xの影響をう

ける．ただし，α一〇，つまり直線が原点を通過

するなら，rはxと無関係になり，平均的な比は，

勾配βになる．勾配βの直線上のプロットはすべ

て比については等価であるから，散点図が末広が

りなら都合がよい．

　散点図が（1），（2），（3）のいずれともかけ離れて

いるなら，xないしyの変換を行なうなどの特殊

な工夫や特殊な手法が必要になるが，こうしたこ

とで，医学的な解釈が困難になることも多い．

　臨床検査値，体温，血圧などは前値からの落差

や前値の割合などで考えるよりも，一定の領域，

正常域などに入った例数として計数的に扱った方

が現実味をもっことが多い．

　【例4】

　狭心症患者の週間発作回数を治療の前後でしら

べ，散点図をっくった．

後

20

10

10 20 Bl」

　一見して，差とも比とも考えにくい．前に5，10，

15，20の患者が，著効（什），有効（＋），無効（土），

逆効果（一）となるためには，後の回数がどれくら

いかを研究者に質問し，その回答を検討し協議し

たところ，およその区切りが定まった．前に2回

とか3回とかの場合には，後に0となっても著効

にはならないといった特殊な場合も出てくる．こ

れを避けるには，前において，少なくとも5回以

上の発作をもつものを対象に選ぶといった約束を

必要とする．

　目的によっては，y－xの直線を引き，その上

にのった不変例を除き，上方の悪化例a，下方の

改善例bを求め，計数的に扱った方がよいかもし

れない（→節1D．

9．検定のくり返し

　一つの研究において，あるまとまった結論をフ

ァミリー」7というが，これは小分けした結論で

あるステートメントyから成る．つまり

∪7－｛Y1，…，c．Y’m｝

　一つ一つのステートメントについて仮説検定を

行なったとき，それぞれでの有意水準，危険率を

αとしておく．2つのステートメントによるファ

ミリー∫＝｛Y1，二／2｝をとりあげ，　Efiと6／2

とは統計的に独立であり，己／1の検定結果と．プ2

の検定結果とが相互に影響しないものと仮定して

おく．

　水準αの検定では，本当は正しいゼロ仮説Ho

をあわてて否定することが，長い目でみて100回

に100α回ということであるから，α＝0．05，5％

については，20回に1回の割合で言いすぎ，過大

評価を犯すことになる．

　．ゾi，Y2をそれぞれα一〇．05で検定すると，

それぞれが言いすぎを犯さない確率は（1一α）－

0．95である．｛Yi，6／2｝ともに言いすぎていない

確率は，両者が統計的に独立であるとき，（1一α）2

＝0．952＝0．9025であり，両者が同時に正しいこと

が，ファミリー亘＝｛Yi，ご／2｝が正しいことで

あり，この確率が90．25％，ファミリー∫が誤っ

ていることは，e／iかs／，のどちらかが誤ってい

るか，両者がともに誤っていることである．

　一般的に，α《1であるとき，∫＝｛己／1，c／2｝

が言いすぎをしない確率を（1一αF）とすれば，

（1一αF）一（1一α）2

　　　＝1－2α十α2

　　　÷1－2α

（32）

となる．これからαF／2＝αとなるから，ファミ
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リーとしての言いすぎをαF＝0．05としたいなら

ば，ステートメントあたりではα＝0．025と，低

い水準を考えなければならない．もしもステート

メントあたりをα＝0．05，5％としておくと，フ

ァミリーについての言いすぎはαF－0．10（正確

には1－O．9025＝0．0975），10％となる．

　9＝｛Yi，…，c．s！m｝の場合には，αFはます

ます大きくなり，

αFi＝mα
（33）

となる．この形式の考え方を，Bonferroniの不等

式の利用といっている．

　現実問題として，A，　B，　Cの処置を行ない，　A

とB，AとC，　BとC，さらにはAとBの平均値

とCの比較などの多重比較multiPle　comParison

の場合が，ファミリーとステートメントの関係に

対応してくる．多重比較では，各ステートメント

間に統計的な関連性があり，一般にはαF÷mα，

αF／m÷αよりも緩和され，特定のべァーの比較，

ある1つの処理を対照とし他のすべてをこれと比

べる場合，あらゆるペアーについて検討する場合，

さらに一般化した比較を行なう場合など，それぞ

れにっいて適切な手法が用意されている．

　【例5】

　独立な，対応のない3群のデータとして，A，B，

Cの処置によってOm｛Xi｝，0。｛yi｝，0・｛Zk｝のデ

ー タを得たとき，AとBは，

AとCは，

BとCは，

　　　　　lx－Yl
tot＝　　　σVfi（ii　Ffi57iiifi＋）／

　　　　lx一乞l
to2＝　　　σ∨／7（＝T：Y”：m＋s）ms

　　　　1ジー21
to3＝　　　σ～／（n＋S）ns

と，3個のS／N比を求め，t。と比べて検定すると，

ファミリーとしてはαF＝3αとなる．

　実際上はσ2未知で，上述の形式は，t検定と呼

ばれるものになるが，多群の比較について使用す
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る手法ではない．より正しい扱いは，分散分析と

多重比較の併用によるものである．

　類似した問題に，A，　Bの2群の比較において，

いくつかの症状や検査値を観測し，それぞれの症

状や検査値ごとに，平均値の差の検定を反復する

場合がある．これらの症状や検査値は，おそらく

相互に関連性をもっているので，ある症状で有意

となれば，他の症状でも有意となる傾向が強い．

　心機能の研究などで，少数の特性を観測し，こ

れらをもとに，いくっかの臨床的に理解しやすい

特性値を計算することがある．その上で，観測し

た特性値と，誘導した特性値のそれぞれについて，

差の検定を行なうと，あれも，これも有意である

という結果になるが，その意味については臨床的

な観点から，十分に検討を要するであろう．

　このように，関連性の強い特性を同時的に扱う

と，手のひらを表から測定し，裏から測定し，さ

らに横から測定し，おまけに，これらの3つの値

の積を求め，いずれにも有意差があったと結論し

ていることにもなりかねない．かりに，頭痛，肩

こり，……と20の症状についてデータを求め，こ

れらの間に関連性を認めないとしても，それぞれ

について，AとBの比較を行なうと，　AとBと

が，まったく同じものであっても，どれか1っで

は5％水準で有意になるであろう．本当はAとB

とが等しくても，AとBとが異なると誤って判断

するおそれは，α＝・O．05であるというのが，5％

水準で有意ということの定義である．

　検定における多重比較の問題は，区間推定にお

ける，同時推定simultaneous　estimationの問題

に対応している．したがって，95％の信頼限界を

ステートメントごとにつくっておくと，ファミリ

ー として正しいことは，これを下回る信頼係数に

なる．

　Bonferroniの不等式の利用について，検定にし

ろ推定にしろ，現実感情からは，あまりにも保守

的にすぎ，石橋をたたいてなおかつ渡らないとい

った感じもする．しかし一方では，明日は明日の

風が吹くといった感じで，多数の検定を常に5％
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表2　統計手法

データ

計　　数

順　　序

計　　量

対応　あ　り

2　群 多群

出現率　　11
符号検定　　11

McNemar　12

Wilcoxon　16

中央値　　16

平均値5，16

対称性　14
信頼性　14

Friedman　19

二元配置　19

対応　な　し

2　群 多群

2×2　　　13

関連性13
2×c　　　14

Wilcoxon　14，17

中央値17

平均値17
比　　　　17

a×C 14

Kruskal－

　Wallis　l4

一元配置19

回帰・相関

分割表　13，14

Spearman　21

最小2乗法20，23

直線回帰　21

その他IS／N比3 正規分布4 モデル　7，18 多重比較9

水準で反復することにも問題があろう．

　ほどほどというのは，これらの中間であろうが，

統計的推論の手法を利用する態度が問題であり，

医学的，実質科学的な立場からの推論に統計的推

論が取って変わり，現象を統計的に証明したり，

否定したりということはありえないと考えておく

方がよい．医学的推論の足場を与えるものが，正

しいデータであり，これを用意し，その裏にある

事実をうかがい知ることに役立つものが統計学で

あろう．

10．統計手法の分類

　データの性質については節6に述べたが，計数

データ，順序データ，計量データに分けたうえ，

対応のあり，なし，および群の数でクロス分類し

た統計手法は，表2のようになる．

　たとえば，対応のある2群データは，1標本問

題となり，ここでの手法は，本来の1群データの

扱いに，そのまま利用される．各手法の略称のあ

との数字は本稿でのその手法に関係した節の番号

を示している．もちろん，ここにあげたものは，

数多い手法のうち，代表的と思われるものに限ら

れている．ときにはWilcoxonの2標本検定が，

順位和検定，Mann・WhitneyのU検定などとも呼

ばれることもあるので，少々ややこしい．

　ここにあげたものは，いわゆる固定型と呼ばれ

るものであるが，本質的には，野球は9回という

流儀である．これに対して，毎回のイニングでの

集計をもとに，十分な差がっいたらやめるという，

逐次型の手法があるが，固定型ほど多彩な手法は

用意されていない．

　統計の本は，各種各様であり，数理統計的なも

のから応用統計的なものまで，しかもその応用分

野によっては特殊な手法をとりあげたものまで，

きわめて多数ある．

○鳥居，高橋，土肥：医学のための推計学（増訂版），東

　大出版会，1957．

○水野：臨床統計学，医学書院，1976．

OCampbe11，　R．　C．：Statistics　for　Biologists（2nd　ed．）

　Cambridge　U．　P．，1974．〔石居訳：生物系のための統

　計学入門，培風館，1976．〕

OSnedecor，　G．　W．＆W．　G．　Cochran：Statistical

　Methods（6th　ed．），　Iowa　State　U．　P．，1967．〔畑村，奥

　野，津村訳：統計的方法，岩波，1972．〕

などが実際家向きであろう．

○山内他：簡約統計数値表，目本規格協会，1977．

は，入手しやすく，ほどほどに詳しい数表であり，

例題や解説も加えてある．

　文献のさらに詳しいリストは

○佐久間：薬効評価1，東大出版会，1977．

にあげてある．多重比較もこれを参照されたい．

　やや特殊なものとしては

OFIeiss，　J．　L．：Statistical　Methods　for　Rates　and　Pro・
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統計的推論（1）

　Portions，　John　Wiley，1973．〔佐久間訳：計数データ

　の統計学，東大出版会，1975・〕

OLehmann，　E．　L．：Nonparametrics，　Halden－Day，1975．

　〔鍋谷，刈屋，三浦訳：ノンパラメトリックス，森北，

　1978．〕

○朝尾他：最新実験計画法，日科技連，1973．

ODraper，　N．　R．＆H．　Smith：Applied　Regression

　Analysis，　John　Wiley，1966．〔中村訳：応用回帰分析，
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　森コヒ，　1968．〕

○奥野他：多変量解析法，日科技連，1971．同続篇，1976．

OArmitage，　P．：Sequential　Medical　Trials（2nd　ed．），

　Blackwell，1975．〔佐久間訳：医学における逐次実験

　法（1st　ed．），東大出版会，1967．〕

○近藤，安藤：統計的方法百問百答，日科技連，1967．

などを，あげておく．
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