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1. はじめに

スポーツ科学分野における研究仮説の多くは，母集団
の特性を明らかにすることを念頭において設定される。
ほとんどの研究において，母集団を全て測定することは
不可能であるため，母集団を代表する標本を抽出し，そ
の標本のデータを手がかりに母集団を推定する手続きを
踏む。その手続きにおいて，適切な統計解析が重要とな
る。統計解析は仮説検証をするうえで不可欠な道具では
あるが，多くの前提条件を満たして初めて使える道具で
あり，決して万能な道具ではない。SPSS などの統計解
析ソフトの利用は，十分な統計学の知識を持たなくても
簡単に解析を可能にする。その反面，データがその検定
に必要な前提条件を十分満たしていなくても解析結果が
得られてしまうため，誤った結論を導いてしまう可能性
が多々ある。研究仮説の検証を適切に行なうためには，
適切な統計解析の選択だけではなく，統計解析の前提条

件や結果に影響を及ぼすバイアスや交絡因子の統制など
も研究計画の段階で十分考慮しておくべきである。近年
の学術雑誌の査読ではその前提条件を満たしているかの
記述を求められることが多くなっている（アメリカ心理
学会 , 2004）。統計解析の誤用や，誤った結論を導かな
いためにも研究を取りかかる前に注意を払うべき事項を
整理しておく必要がある。

どんなに素晴らしい研究であっても，単一の研究で真
理を明らかにすることは不可能であるため，できるだけ
確かな知見を得るためには，システマティックレビュー
が必要となる。システマティックレビューとは，特定の
仮説に関して数多くの研究を網羅的に再現性のある方法
に従って集め，その時点における結果をまとめて，仮説
の真偽の判定をくだすことを目的とした総説である

（Hulley et al., 2001）。システマティックレビューに，自
身の研究が引用されるためには，“妥当な”研究計画に
基づいた研究であることが前提条件となる。つまり，適
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切な研究デザインに基づき，メタ分析に耐えうるように
研究計画と統計解析，および結果の記述を行う必要があ
る。

本稿では，特に体育・スポーツ科学分野の実験的研究
において，上記の点について考慮すべきことを整理し，
紹介する。

2. 正しい仮説検証の手順

正しい仮説検証の手順を踏み結論を導くためには，「研
究計画」，「測定」，「統計解析」，および「考察（結論）」
の全てが適切でなければならない（図 1）。研究の手順
は「おいしい料理」を作る手順と類似する。「おいしい
料理」と「適切な結論」を到達目標とすると図 1 に示す
適切な段取りが必要となり，どのように「料理」するか
は計画の段階で決定しなければならない。各段階につい
て考慮すべき事項を考えていく。

2.1. 研究計画と測定

「研究計画」では適切な「測定」，「統計解析」を実施
するために必要な条件などを整理しておく必要がある。

2.1.1. 研究仮説の設定
研究仮説は，統計学的仮説に置き換えられること，言

い換えれば，統計解析で検証できる仮説を設定すること
が望ましい。統計解析では，大別して「母集団から抽出
した標本を手がかりに母集団の差や関係を吟味するこ
と」，もしくは「標本から得られた情報を要約し，母集
団の基本構造を推測すること」の 2 つを検証できる。前
者は「差があるか否か」，「関係があるか否か」の分析，
後者は特に因子分析などの多変量解析で利用される。研
究仮説はこれらに合致した仮説を設定しなければならな

い。たとえば，「A は B を増強する効果がある」という
仮説を統計解析できるようにするためには，A を与え
た群（処理群）と A を与えない群（統制群）における
B を比較する。研究（実験）仮説の検証は，「両群の B
に差がない」という帰無仮説の棄却の有無により可能と
なる。つまり，研究仮説は「処理群と統制群の差（関係）」
などのように明確で単純でなければならない。研究経験
の浅い人（初心者）は仮説の吟味が不十分な状態で，“と
りあえず”測定・調査を行うことが多い。その結果，群
の設定や変数の選択，処理（介入）方法などの吟味が不
十分となり，統計解析の結果が研究仮説の検証と対応せ
ず，「何を検討しているのかわからない」という失敗を
犯す危険性が高い。

2.1.2. 研究仮説に関与する要因の吟味
たとえば，「A は B を増強する効果がある」という仮

説は，原因因子 A の結果因子 B に対する効果を検証す
るわけであるから，結果因子Bを変動させるバイアス（結
果因子をある一定方向に変動させる誤差因子。たとえば
疲労や練習の効果など）や両因子に影響する交絡因子（原
因，結果因子の背後にあり両因子に影響する因子。たと
えば被験者の年齢や栄養状態など）は，研究計画の段階
で，可能な限り排除もしくは統制しなければならない（出
村，2005）。また，結果因子 B をいかなる変数によって
とらえるかについても吟味する必要がある。結果因子 B
は信頼性に問題がないか，エンドポイント（結果因子 B
として検証する変数。たとえば，あるサプリメントの効
果のエンドポイントを血中成分とするかパフォーマンス
にするかで解釈できる範囲が異なる）として適切である
か，天井効果や床効果など測定方法に関して問題はない
か吟味する。結果因子 B を間接的な変数（代理のエン
ドポイント）でとらえなければならない場合は，結果を
解釈するうえで特に注意が必要である。これらのことを

図 1.　研究の手順は料理と同じ
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予め吟味することは，研究の限界を把握することにもな
る。結果因子の変動に影響がある事項については，全て
検討し，論文において記述すべきである。

2.1.3. 研究仮説に関わる研究計画例
表 1 は，「高齢者のバランス能力には性差がある」と

いう研究仮説を検証するための研究計画例を示してい
る。まず，研究仮説を統計学的に検証可能な仮説に置き
換える。「高齢者のバランス能力は男女で異なる」とい
う仮説（対立仮説≒研究仮説）の検証は，男性高齢者と
女性高齢者のバランス能力の母平均μ1 とμ2 が等しい

（μ1 ＝μ2）という仮説（帰無仮説）が統計学的確率か
ら棄却できるか否かを検証することになる（背理法）。

この仮説において原因因子は「性」であり，結果因子
は「バランス能力」となる。結果因子は 2 条件（男・女）
で変動することになるので，統計解析は「対応のない t
検定」が選択される。さらに，バランス能力をいかなる
変数でとらえるか，結果因子であるバランス能力（開眼

片足立ち時間）を変動させるバイアスや両因子に影響す
る交絡因子はないかを慎重に吟味する（表1）。測定では，
研究計画において留意すべき誤差要因（バイアス，交絡
因子）について統制することに注意する。余計な誤差要
因を含ませないためにも測定手順，および指示内容はマ
ニュアル化しておくことが望ましい。たとえば，開眼片
足立ち時間は練習効果や疲労効果が想定されるため，測
定実施前に，予備測定を複数回行い，練習効果が安定し，
疲労の影響が少ない実施回数を決定しておく必要があ
る。さらに，被験者の特性（疾病の有無，下肢障害，年
齢，普段の運動量など）が結果因子（バランス能力）に
交絡する可能性があるため事前に調査し，可能な限り統
制する（群（男女）間で差がないようにする）。また，
測定変数（開眼片足立ち時間）によってバランス能力を
捉える場合の問題点（測定変数の限界）に対してどのよ
うに対処するかも注意を払うべきである。

表 1.　研究仮説の設定に関わる研究計画例
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2.1.4. システマティックレビューにおいて妥当な研究

と判断されるための研究計画
システマティックレビューでは，目的とする仮説検証

を行った研究を集約（引用）する場合，“妥当な”研究
計画に基づいている研究のみが対象とされる。“妥当な”
研究である第一条件は，実験研究の場合，ランダム化比
較実験（RCT）である。さらに，RCT の質を評価する
指標として，ハダッド・スコア（Jadad score）がある（表
2）（Jadad et al., 1996）。

ハダッド・スコアのチェック項目にあるように，ラン
ダム化比較実験であること，および二重盲検法（ダブル
ブラインド）によるバイアスの排除が適切に行われてい
ることが重要となる。この実験では，ランダム割り付け
方法，割り付け番号の生成方法（乱数表，コンピュータ
など），被験者への割り付けの手続き（隠蔽方法）につ
いての記述が必要である。二重盲検法は，被験者と検者
ともに割り付けの盲検性を意味し，どのような方法で二
重盲検法を実施したのかを記述する必要がある。

2.2. 統計解析

2.2.1. 標本抽出
推測統計におけるいかなる検定方法においても，母集

団からの無作為抽出（random sampling）が第一の前提
条件となる。よく混同されるが，上述のランダム化比較
実験における，ランダム割り付けは，random allocation

（被験者を各群にランダムに割り付ける）であり，介入
条件の効果を正しく判定するためにベースラインを等質
にするためのものである。

多くの実験的研究は便宜的抽出（測定・実験しやすい
被験者を対象），あるいは典型抽出法（母集団を代表す
る典型的な被験者を抽出）で行なう場合が多い。実験研
究において，無作為抽出によることを学術雑誌の審査に
おいて要求されることはあまりないが，無作為抽出が推
測統計の大前提であることを念頭におき，得られた結果
が抽出バイアス（被験者を便宜的に抽出（選択）した結

果，母集団の特性を歪めるバイアス）によって歪められ
ていないかを吟味することは重要である。

2.2.2. 取り上げる要因の数
たとえば，表 1 に示した研究仮説を検証する計画を立

てる場合，性差という要因を取り上げてバランス能力の
差を検証するが，交絡する可能性がある疾病の有無，下
肢障害の有無，年齢，普段の運動量などの要因の取り扱
いについて以下の決定をする必要がある。

⑴その要因を排除する
⑵その要因の影響が一定となるように割り付ける
⑶ その要因の影響が一定となるように統計的に統制す
る（共分散分析など）
⑷ その要因を取り上げて同時に検証する（二要因，三
要因分散分析など）
⑸包含してもよい要因として無視する
差の分析の場合，交絡因子との間に交互作用（二つ以

上の因子の効果が比例関係にない場合）が予想される場
合は，積極的に要因を追加して二要因，三要因分散分析
を行った方がよい。ただし，三要因分散分析は交互作用
が 4 つ（A × B，A × C，B × C，A × B × C）となるため，
解釈が難しい（森ら，1990）。

2.2.3. 論文において報告すべき統計値
学術論文における検定結果の記述として，t 値や F 値

などの統計量とともに，自由度と確率を必ず記載しなけ
ればならない。学術雑誌によっては，確率は p<0.05 の
ように有意水準より小さいという表示ではなく，統計量
の正確な出現確率が求められることもある。また，効果
量，設定したβ（第二種の過誤の確率），信頼区間など
の提示を求められることがある（アメリカ心理学会，
2004）。

表 2.　ハダッド・スコア（Jadad score）のチェック項目と得点
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2.3. 結果の解釈

2.3.1. 有意差の解釈
多くの論文では，「有意差」が認められたか否かにつ

いてのみ関心が向けられているようである。差の分析で
利用される統計量（z, t, F など）の意味について，母平
均との差の分析（全国標準値とクラス平均値との差など）
を例に考えてみる。

検定統計量 z　

効果量 (eff ect size)　

ES: Cohen's d (Cohen, 1988)
：標本の平均値，μ：母平均，σ：母分散，n：標

本のサンプルサイズ
上式に示されるように効果量は，母平均との差の大き

さを分散で標準化した指標で，標準化することにより差
の大きさを先行研究の検定結果などと比較することが可
能となる。検定統計量と効果量の式を統合すると，

と表すことができる。つまり，検定統計量
は，効果量とサンプルサイズの積である。検定統計量は

「等しい」という帰無仮説を棄却することを確率論的に
判断する指標であり，その確率は，帰無仮説を棄却する
ことの「確かさ」を表すにすぎない。言い換えれば，サ
ンプルサイズが大きくなれば，検定統計量も大きくなる
ため，どんなに僅かな差でも有意差は認められる。つま
り，有意差は，検定している差が誤差によるものではな
いことを確率論的に判定したにすぎず，その大きさにつ
いては言及できない。同じことは，相関係数の解釈にも
当てはまる。相関係数の有意点はサンプルサイズ 10 の
場合は 0.632 であるが，サンプルサイズ 1,000 の場合は
0.062 となる。相関係数の解釈では，有意であるか否か
とは別にその程度を解釈する。仮に，0.062 で有意な相
関と認められても，低い相関と解釈する（出村 , 2004）。
同様に差の分析においても，有意な差であるか否かとは
別に，差の大きさを効果量によって評価すべきである。
ただし，効果量による差の大きさの評価は相関係数と同

様に，慣習的な解釈（conventional defi nition）である（表
3）（Cohen, 1988）。ES に対応した Nonoverlap(%) とは，
比較する二つの分布が重ならない部分の面積の割合を示
し，平均値の差が大きいほど大きくなる。ES=0.8 の
Nonoverlap が 47.4% とは，二つの分布の 47.4％が重なっ
ていないことを意味する。

2.3.2. 第二種の過誤
統計学的仮説検定には，二つの誤差が含まれているこ

とはよく知られている（図 2）（出村，2004）。
第一種の過誤： 「真理（母集団）は「差異がない」の

に「差異がある」と判定する誤り」
第二種の過誤： 「真理（母集団）は「差異がある」の

に「差異がない」と判定する誤り」
統計学的仮説検定では，有意水準αの確率で第一種

の過誤を犯すことを許している。設定した有意水準 α
は，ほとんどすべての論文において記述されているが，
第二種の過誤に関わるβについての報告はほとんどな
されていない。しかし，現象として意味があるはずの差
が，サンプルサイズが小さいために「有意差なし」と判
定される可能性がある。適切な研究計画として，α と
同様にβを予め設定し，それに耐えうるサンプルサイ
ズを見積もったうえで研究を実施することが重要である

（出村，2005）。

表 3.　ES（Cohen's d) の慣習的な解釈

図 2.　統計学的仮説検定における２つの誤り

真 理

検
定
結
果
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3. 適切なサンプルサイズの見積もりの
ための準備

「関節不安定者に対してテーピング前後の等速性筋力
を測定しテーピングの効果を検証」を例として，サンプ
ルサイズを見積もってみる。ただし，例題にでてくる数
値などは仮想データである。サンプルサイズを見積もる
ためには，以下の前提条件の決定が必要となる。

3.1. 仮説の設定と片側・両側検定の決定　　

一般的には両側検定を選択する。この例では，「関節
不安定者へのテーピング前後で等速性筋力値は異なる

（μ1≠μ2）」を仮説とし，両側検定を選択する。

3.2. 利用する検定方法を決定

t 検定，分散分析など仮説検証に適した検定方法を選
択する。この例では，テーピング前後の筋力値の差を検
定するため，対応のある t 検定を選択する。

3.3. 効果量（eff ect size; ES）の設定

現象として意味がある差とする効果量は，研究者が任
意に設定できるが，概ね以下の 3 つの基準のうちいずれ
かによって決定する（出村，2005）。

(1)Conventional defi nition に従う（Cohen’s d の場合：
0.5 もしくは 0.8）（Cohen, 1988）

(2) 先行研究の効果量を参考にする 
(3) 現象として意味のある差の程度を考慮する 
この例では，(3) の手順で効果量を設定する。仮に，

先行研究において，関節不安定者は健常者に比べ 10％
の筋力低下が報告されていたとする。テーピング前後で，
筋力値が 10％改善されれば，健常者と同等となること
から，関節不安定者にテーピングすることに意味がある
と考えられる。したがって，テーピング前後で筋力値が
10％以上異なるときに，その差が有意であることを示し
たい。

さらに，先行研究において，健常者の膝関節伸展等速
性筋力値の平均値±標準偏差 (SD) が，150±25 ft・lbs
と報告されているとすると，これを基準とする。

以上より，効果量は，以下のように決定できる。
効果量 ＝ 150 ft・lbs × 10% ＝ 15  ft・lbs
標準化効果量（ES）＝効果量／（結果因子の変動度）＝ ES ／ SD
　　　　　　　　　＝ 15 ft・lbs / 25 ft・lbs ＝ 0.6 

上述したように，有意差の判定はサンプルサイズに依
存するので，見積もられたサンプルサイズより大きいサ
ンプルサイズを用いた場合，設定した効果量より低くて
も有意差が認められることになる。したがって，有意差
が認められたか否かだけではなく，設定した効果量より
大きいか否かも結果の解釈に含めなければならない。

3.4. α値とβ値の設定

αは 0.05 もしくは 0.01，βは一般に 0.05 ～ 0.2 で設
定されている。この例では，α =0.05, β =0.2 とする。

４. フリーソフトG*power を利用したサ
ンプルサイズの見積もり

4.1. G*power とは

G*power は様々な検定におけるパワー分析（検定力
分析）を行うフリーソフトであり，社会行動学，心理学，
生物学，遺伝学，環境学，自然・野生生物学，地球科学，
薬理学，医学などの広範な研究分野において利用されて
いる（Erdfelder et al., 1996; Faul et al., 2007; Mayr et 
al., 2007）。現在では，3 番目のバージョンである G*power3
が 公 開 さ れ，http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/
abteilungen/aap/gpower3/ にてダウンロードできる。旧
バージョンの G*power2 は DOS，Mac OS 7-9 において
のみ動作したが，G*power 3 は Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 および Mac OS X 10.4 において動作
保証されている。さらに，パワー分析のタイプには，a 
priori, post hoc, compromise に 加 え，sensitivity と
criterion の分析項目が加わり，t, F, z, χ2 および直接確
率の幅広い検定に対応できるようになった（表 4 および
表 5）。そして，グラフ表示機能が格段に高まり，視覚的，
直感的に理解しやすくなった。

表 4.　G*power3 のパワー分析の種類
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利用する効果量の指標は検定式によって異なる。２つ
の平均値の差（t 検定）の場合は，上述した Cohen’s d
を利用する。相関係数に関する分析の場合は，ρを指
標とし（conventional defi nition; small: 0.1, mediam:0.3, 
large:0.5）， 分 散 分 析 の 場 合 は，f を 指 標 と す る
(conventional definition; small: 0.1, mediam:0.25, 
large:0.4）。分散分析の効果量として，η2（要因による
変動の平方和／全変動の平方和）が利用されることが多
いが，混同しないように注意する。f とη2 の関係は以
下のとおりである（Mayr et al., 2007）。

η2/  1-η2f= ( )

4.2. G*power3 によるサンプルサイズの見積も
りの例

前節の例について，G*power3 を利用してサンプルサ
イズを検証する。図 3 は G*power3 を起動した初期画面
である。「Test family」から「t tests」を選択し，「Statistical 
test」から「対応のある t 検定」に該当する「Means: 
Difference between two dependent means (matched 

pairs)」を選択する。サンプルサイズ N を見積もるので，
「Type of power analysis」 か ら「A priori: Compute 
required sample size ‒given α, power, and eff ect size」
を選択する。
「Input Parameters」に決定した各変数（前節参照）

を以下のように入力する。
(1)Tail(s) : two  （両側検定）
(2)Eff ect size dz : 0.6
(3) α err prob : 0.05
(4)Power (1- β err prob) : 1 － 0.2 = 0.8
以上を入力後，「Calculate」をクリックすると，「Output 

Parameters」に計算結果が表示される。
上記の条件を満たすために必要とされるサンプルサイ

ズは 24 名と見積もられる（正確なパワーは 0.8036714）。
したがって，研究計画として 24 名の被験者を抽出すれば
よい。ただし，研究期間中にドロップアウトが予想され
る場合は，それ以上の被験者を確保しておく必要がある。

ちなみに，対応のない t 検定の場合も同様であるが，
「Allocation ratio」の入力が要求される。これは，2 群
のサンプルの比を意味する。両群で同数のサンプルの場
合は 1 と入力する。

表 5.　G*ppower3 において選択できる検定式（抜粋）
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4.3. post hoc によるパワー分析

前節までに述べたように，研究計画の段階で十分な検
定力（パワー）を確保できるサンプルサイズを見積もっ
てから研究を開始することが原則といえるが，現実的に
は，何らかの理由で一定のサンプルサイズしか確保でき
なかった場合も考えられる。その場合は，すでに決定し
ている帰無仮説，サンプルサイズ，有意水準α，効果
量から事後に検定力を計算する。この場合，検定力が一
般的な範囲とされる 0.8 ～ 0.95 を下回る可能性がある。
効果量を高く設定することにより検定力を高くすること
が可能である。しかし，効果量を高く設定する正当な理
由が必要であり注意が必要である。

5. まとめ

研究経験の浅い人（初心者）は，“とりあえず”実験（測
定）を実施し，データが揃ってから解析目的，データの
尺度，またはサンプルサイズに適合した統計解析方法を
選択することに関心を向ける傾向にあるが，それは適切
な仮説検証手順の一つにすぎない。むしろ，統計解析は，
研究計画の段階で選択されるべきである。本稿で述べた
ように「適切な研究計画」，「バイアスの混入を排除した
測定，実験」，「適切な解析結果の解釈」のいずれかが欠
けると誤った結論を導きかねない。とりわけ，研究仮説
と統計的仮説（帰無仮説と対立仮説）を明確に設定し，
バイアスや交絡の影響を可能な限り排除する準備や第一
種の過誤のみならず，第二種の過誤を考慮したサンプル
サイズの見積もりなど，研究計画の段階で仮説検証の手

Exact
F tests
t tests

   χ2 tests :
z tests

5

4

ES α 1 β

図 3.　G*power3 起動初期画面と選択
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順を吟味することが，研究の質を高めるために必要な手
続きである。

付記
本論文は，日本体育学会第 60 回記念大会における測

定評価分科会企画のシンポジウムの発表内容を中心に再
構成したものである。
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