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なぜ生物統計では帰無仮説と5% 水準を採用するのか?
-両側検定と片側検定の違い一
検定結果をどう理解すべきか?

小林 克己

財団法人 食品農医薬品安全性評価センター, 〒437‐1213磐田郡福田町

動物を用いた試験を実施し,試験結果を考察するにあたって,統計処理はその一助とし , ロ メ 、 、 , フ スバ・ し し ' ′、

轟 なる. しかし,統計処理を実施発 育肯に,比較的常用されてぃる用語がどのよぅな意味
を持つのか,余り理解せずに使用してきている場合も多々ある.今回,著者は幾つかの
用語について簡単に解説する.

1.帰無仮説
一般的に統計処理は,帰無仮説を設定す

ることから始まり,帰無仮設は,全群間ま
たは「二つの群間に差がない" という.仮説で

ある.5% 水準で有意差(p≦ 0.05)があれば

帰無仮説を捨て差がありと判断する.なぜ
帰無仮説を探るのかというと,吉田実りは
“実際の研究では,母数の推定も必要である
が, それよりも,新しい飼料 A Iが ,慣用

◎ の対照飼料為2より優れているかどうかの
判断が必要となるケースが多いと述べてい
る.この判断を確率論に基づいて下すのが,

統計的な仮説の検定法である,新飼料A I
が良いだろうと考えるからこそ,実験を計
画するはずであって,A Iがだめだと分

かっておれば,実験を計画する気にはなら
ないだろう,しかし,統計的な方法では,ま

ず,飼料 A1 とA2 は同じ飼料価値を持つ
という仮説を立てる,すなわち,AI>A2

という予測に反する,AI=A2 という仮説

を立てる . そして, データからみて,A I

=A 2 とはいえない場合 , この仮説を捨て

て,A1 とA2 は同じではないと判断する,

このように,統計的な仮説の検定は, ひと
ひねりひねった道順をたどるもので,内心
は,A I >A 2 と思っていながら,A I =A

2という仮説を立て,実はそれが誤りでA
I≠A2 を証明する手順を取る.できれば
捨ててしまいたい仮説,AI=A2 を,帰無
仮説と呼んでいる" と述べている,

2.有意差の p値とは ?

pは probability(確率 ) を示す .p ≦ 0.05

で有意差ありとは,差がないのに誤って
「差あり」としてしまう危険率が5%以下を
示す,従って,差がないという帰無仮説は

危険率5%以下で捨てられ,有意差を示した
ことになる, この有意水準 p値は, あくま

でも試験結果を考察する上での目安であっ
て,算出された群間の差の方が重要であ
る.ごのように統計処理は,算出された差
について検定しているのであるから,群間

の差がlo%以上も認められる体重や幾つか
の血液検査値・臓器重量の場合は, この差
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に注目すべきであり,有意水準は二の次で
あることを付け加えたい.

有意水準のもうひとつの理解の仕方は,
たとえば両群間の差が7%あり有意差検定
の結果5%水準で有意であったとしよう,こ
の場合,実際には難しいが実施した試験と
同様の規模で同じ動物,飼料,環境,管理
などで再度試験を実施した場合,7%の差が
100回中95回以上再現されることを統計学
上保証していることを示している.

3.有意水準値は何 %?

有意水準のとり方については,5% にする

か 1% にするかまた 0.1%にするか, どう決

めるかという問題である.一般的には,前

述の3点をとるが, ここで有意水準値を何
% に設定するのが望ましいのかは,推計学
の問題ではなく,人生観・社会観・自然科
学の問題であ,る.たとえ同じ1%水準といっ

ても,それが赤血球数の差が認められるか
どうかの場合の危険率と飛行機が墜落する
危険率とでは,おのずから異なることが理
解できよう,.つまり,危険率を何 % にする

かは,仮説が正しいにもかかわらず仮説を
捨ててしまうという誤りを犯した時に,こ
うむる損害の重大さによって決めるべきで
ある.生物統計解析の中で特に毒性試験分
野では,有意水準値の境界をここ半世紀の
あいだ国際的に 5% 水準としている.

4.なぜ生物試験では5% の危険率を採用す
るのか ?

①生物統計が育てられた農学の領域で
は,大学を出て20年くらいは現役で実務に
就く,種子を蒔き収穫を調べるという試験
では,1年単位である,そこで長い研究生活
のうち,1回位の言.い過ぎは,人の常として

許してよかろう.20 回に 1回ということで

5% の線が出た .

③八百長賭博の心理的な研究から,そう
ざらには無いという基準がおおよそ5% に
なる ,

③碁でもテニスでもよいが,,ほぼ互角と

思える相手と何回か勝負し,続けて負けた
とする.このとき何回続けて負けたら相手
の方が強いと認めるだろうか.人の性格に
もよるが,3回で認める人は少ないだろう,

3回ぐらいなら,互角の相手に続けて負け
ることが珍しくない.それが4回続けて負
けたとなると大抵の人は弱気になるに違い ◎
ない,更に5回となるとどうであろうか,5

回続けて負けたら,互角という帰無仮説を
棄却して,相手が強いことを認めるのが常
識的な判断であろう.

相手が互角の時に1回負ける確率は1/2で
ある.5 回続けて負ける確率は(1/2)5
=0.032,すなわち 3% 程度である, というこ

とは,「5回続けて負けたら,相手が強いと
認める」という判断基準では,本当は互角
なのに相手が強いと判断する確率.すなわ ノ
ち,第一種の過誤の確率が5%程度はあるこ
とになる.

2回続けて負ける確率は,(1/2)2=25%,

3回続けて負ける確率は,(1/2)3 25%, ◎
4 回続けて負ける確率は,(1/2)4コ6.3%,

5回続けて負ける確率は,(1/2)5=3.2%

しかし,最近ではBanlettの等分散検定を

1%水準で吟味した文献2)が少しではあるが
報告されている, しかし,生物に対する試
験は,ここ50年間5%水準で国際的に容認
されてき~たことから,私はこの5%有意水準

は崩したくないと考えている,

o 5,5% 水準の棄却限界値は,以下(p≦ 0.05)
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または未満(p<0,05)のどちらを基準にし
て判定するのか?
この決まりはない,試験結果を判断する

責任者が判断すればよい.各検定法の分布
表の値も算出者によってその桁数は,3 か
ら7桁と異なる, これは概して数学者の書
いた文献はその桁が大きく,生物学者など
はそれが小さい.以下または未満かどちら
が多く使用されているか,幾つかの動物試
験に対して調査したところ,内外を問わず
両者に差はないようである.著者らは,い

◎ まだ↓に の棄却限界値と同一な計算値を得
たことばない,一般的には,5% 以下で判定

したとい●う場面が多い , したがって,p ≦

0.05と表示をした方がよいと思う.

6.両側検定と片側検定のどちらを選ぶ
両側検定 :
①単に群間差があるかどうかの問いかけ
、の場合

②群間の差の正負が事前に想定できない
・ 場合

③試験責任者が正負の両方向同時の結果
を望む場合

◎ 片鱗灸定:
①強弱を扱う問いかけの場合

′●②群間の差の正負が事前に想定できる場

表 1,生物学と統計学的結果の組み合わせによる解釈

生物学的有意差統計学的結果 解 釈

意味がある 有意である 得られた知見すなわち意味があるを採用する

意味がある 有意でない 得られた知見すなわち意味があるを採用するまたは標
本数を増やして再度検定を実施する* -

意味がない 有意である 得られた知見は捨てる(始めから競戸i処理は不要である)

意味がない 有意でない 得られた知見は捨てる(始めから統計処理は不要である)

*この場合の判断は難しいが,著者らは生物学的有意差を支持する,

合
③試験責任者が一方向のみの重要性を指
摘する場合

したがって,毒性試験では検出力を大き
くすること (有意差が出やすい) また,薬
理学的に毒性の方向に多少の知見を得てい
ることが多いことや期待は,大小どちらか
を願っていることが多いことから,可能な

限り片側検定を推奨したい.これらの問題
点を少しでも解決するために文献および実
際の毒性試験から得られたデータから考え
たい,また多くの文献はどちらの検定で実
施したかを明記していないものが極めて多
　　　

7,両側検定および片側検定で実施した場合
の有意差検出の差異 ー
幾つかの定量値を2800回 t‐検定および

Dunnett検定によって,それぞれ片側検定お

よび両側検定による有意差検出率を調査し
た結果3),両側検定による有意差検出数は
少なく,片側検定のそれに比較して85%前
後を示した,

, ′

、、 、

8,検定結果をどう理解すべきか
統計学的結果に対して,生物・医学・病

理学・公衆衛生学的 (分野によってここの

- 5 -
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項は変わる)結果の両者が一致すれば,算
出された群間差は,自信を持って世に問う
ことができる.試験および調査結.果から得
られる生物学的結果と統計学的結果の組み
合わせによって, 表 1に示した如く結論が
導かれ る 4),

以上のように統計処理は,あくまで試
験・調査を実施した責任者が群間差を把握
するための, 一つの指標である,決して統

計処理の結果を生物学有意差に優先しては
い け ない .

＼

この理由を説明する例として,ある薬物
を10匹のネズミに投与した結果,3 匹が死
亡した. これを統計処理した場合,表 2の
如くとなる,

表 2.カイ二乗検定結果の一例

試験群死亡動物数生存動物数供試動物数

メ“紙群

投薬群

0

3

lo

7

lo

io

合 計 3 17 20

Fisherの直接確率検定で検定した場合有
意差は,認められない.統計学的に 3匹の

ネズミの死亡は意味がないと結論されるが,
30%の死亡は,誰が見ても薬剤の影響と認
められよう. この場合は,統計処理の応用
は不適当である.Fisherおよびカイ二乗検

定の5%水準で有意差を示す動物数は,ono
に対して4/10である.ちなみに有意水準値
pは,Fisherの直接確率検定が 4.3%でカイ

二乗検定 (Yatesの補正処理)が 2,8%であ
る ,
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