
【統計一口メモ 第 11 話】 

「今さら「標準偏差」と「標準誤差」だけど」 

名古屋市立大学大学院医学研究科 非常勤講師 薬学博士 松本一彦 

 

「統計学って一晩たつと忘れる学問だと思う」と言ったのは誰だったか。 

論文で Mean±SE だろうが Mean±SD だろうか気にとめる人は少ない。どっちでもいいと思っている

人がほとんど。ホントはどっちでもよくないんだけど。後輩から「先輩、SD と SE の違いって何です

か？」と聞かれたら、「うーん、わかんない！」と答えるのも悔しい。そこで、標準偏差 Standard 

deviation SD と標準誤差 Standard Error SE について復習して、しっかり答えられるようにしておき

ましょう。 

 

問１．表に書くときに SD を使いますか SE を使いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

原毅他、理学療法学 42:416-427,2015 

三森由香子他、理学療法学 42:377-383,2015 



問２．SD と SE が載っている図に描かれているバーは何を意味しているのでしょう。 

 

． 

 

 

§１．バラツキの大きさを知りたい 

ｎ個の観測値 ｘ１，ｘ２，…，ｘｎがあります。とりあえず 5 個とします。 

             186 168 156 188 18７   

この平均値は 177 です。観測値と平均値の差 ｅi ＝ ｘi－ｘ．を偏差と呼びます。 

この偏差を足せば、バラツキの数値になるのでは？ 

            = Σ（ｘi－ｘ.） 

でも、（観測値－ 平均値）の総和を求めてもゼロになってしまう。偏差の和はゼロなのです。 

   ＝(168-177)+(156-177)+(188-177)+(187-177)+(186-177)=0 

そこで、２乗することでマイナスをプラスにしてみます。 

              Ｓ＝Σｅi 
2 ＝Σ(ｘi－ｘ.)2  

Ｓ を偏差平方和，または略して平方和 (Sum of Squares）と呼びます． 

ただし，この式だと、データの個数が大きくなるにつれてバラツキが大きくなってしまいます。個数の

大小にかかわらず、バラツキを求めたい。 

そこで、総和をデータの個数で割ることにします。 

                    S=Σ(ｘi－ｘ.)2 /n 

統計数理の世界では個数の代わりに個数から１を引いた 自由度 ν(ニュー）＝n－1 を 

用います。ｎ数が 100 例もあればｎだろうが n－１だろうか関係ないのですが、基礎研究の 

段階ではｎは 10 例以下のこともあります。ｎ－１は大事になってきます。 

平方和 S を自由度で割る． 

                 V = S/(n－1)=Σ(ｘi－x.)2/(n-1)  

 V を平均平方、不偏分散、分散と呼びます。 

 平方和と平均平方の単位は観測値の２乗なので扱いにくいため平方根をとります。 

                   s= √V   s=小文字の s 

これを標準偏差といいます。バラツキを表すもっとも標準的な数値です。 

 

 

§２．それでは、標準誤差とは何でしょう？ 標準偏差とどう違うのでしょう？ 

「標準誤差って何？」と聞かれたら、「ｎ人のデータから求めた平均値の標準偏差です」 

標準誤差 標準偏差 



と答えましょう。ここでは「平均値のーー」という言葉が大事です 

「問２．この２つの図のバーは何を表しているのでしょう？」の答えです。 

このバーは１SD すなわち個体の６８％が入る幅を示しています。

具体的には 100 人のうち 68 人がこの中に入ります。平均値の

ブレではありません。 

100 人のうち 68 人が入るって、何も感動を与えてくれません。

やはり 95 人が入るといってもらわないと。それには２SDが必要

になります。でも図としてはバーが大きくなりすぎて見映えが 

もう一つです。だから習慣的に１SD にしているのでしょう。 

 

このバーは１SEすなわち平均値の６８％が入る幅を示しています

具体的には 100 試験の平均値のうち 68 試験の平均値がこの中

に入ります。「100 試験のうち 68 試験が１SE のバーの中に入りま

す」と言われてもピンときませんね。それが 95 試験といわれると、

95%信頼区間が思い浮かびます。すなわち、個体について述べる

場合は SD で、平均値について述べる場合は SE を使うということ

です。  

もう一度、分散 V を求める式を見てみましょう。  

     V={Σ(Xi-X.)2/(N-1)} N-1＝自由度 Xi=測定値、 X.=平均値       

標準偏差 SD=√V   

標準偏差とは、その数値が平均値からどれだけ離れているかを示すもの。数値の広がりを測る方

法では最も良いといわれています。 

標準誤差 SE=SD/√N 

標準誤差は、その平均値が母平均からどれだけ離れているかを示すもので、平均値の信頼度を

知るには最も良いのですが、標準偏差の 1/√ｎなので、9 試験の場合は√９＝３で SD の 1／３とな

ります。バーが見かけ上低くなるので、一見、バラツキを小さく見せるために敢えて SE を使っている

論文が見られます。個体のバラツキは SE では表せません。 

 

§３．論文における SD と SE の使い分け 

浜田先生は著書の中で次のように述べています 1)。表からも明らかなように、毒性関連の論文で

は SD、薬理関連の論文では SE が多く使われています。薬理実験では基本的には薬物の平均的

な効果を推定することが重要な目的になります。しかしデータはバラツキを伴うため、平均値がどの

程度信用がおけるかを示す必要があり、この目的のために使われるのが SE です。一方、毒性試験

では平均値はともかく、生データのバラツキ（異常値を示す個体の有無）に強い関心が注がれます。

しがって SD を使うことが多くなります。 



 

SD と SE を使い分ける場合、生データのバラツキを表現したいのか、平均値の推定精度を表した

いのかを考える必要があります。特に複数群の平均値間の有意差検定の結果を、一緒に表記する

場合には、平均値の信頼精度を示すために、SE を表記する必要があります。 

※ボクのつぶやき：そうすると、多くの論文でｔ検定や多重検定でｐ値や＊マークを付けて、±SD を表記しているけ

ど、それって間違い？ そうじゃないと思うんだけど。 

丹後俊郎先生は２）「目的によっては、標準偏差を用いて 

151.02±1.53(mean±SD)と表現することもあるが、 

いずれにせよ、符号±の後の値が SE であるか SD で 

あるかを明確にする必要がある。「次の図はそれが書か 

れていない悪い例である」と述べている。 

※ボクのつぶやき：図でも表でも SD か SE を書いておけば、どちらを 

使ってもいいということ、なっとく! 

佐久間昭先生３）は、”平均値の“ と平均値を強調したい場合は SEM(standard error of the 

mean)とする場合もある。平均値のバラツキを示す SEM はｎを大きくすれば小さくなる性質があり、

これに対して、測定値のバラツキを示す SD はｎが変わっても本質的には一定した値であるから、

a)データの集団の要約には SD を用い、b)データの中心位置の要約には SE を用いた方が良いし、

信頼区間を与えればなお良い。 

Dr.Altman４）は、結果の提示：ｔ検定か分散分析を使っていれば、各群の標準偏差を示すべき。 

 

さらに平均値の信頼区間は標準誤差を示すよりも好ましく、標準誤差はよく用いられるものの、そ

れほど有用ではない。 

吉村功編著「毒性・薬効データの統計解析」5)には、「平均± 

1.96 SD, あるいは平均±２SD を記入するのは、生データの 

95%ぐらいがその幅の中にあるという意味である。間違えて 

平均±２SE にしないように注意しなければならない」と書かれ 

ています。さらに、「平均の 95%信頼区間を表示する場合は、 

『平均±t(γ,α)SE』とすることとも。γ＝ニュウー=自由度 

※ボクのつぶやき：論文でこのような表示を見ることはめったにない。‘ｔ(γ,α)はエクセル関数では TINV(確率、自

由度)で求めます。αを 0.05 として自由度を“99”とするとｔ＝1.98 となり、“49”とすると 2.01、“９”だと 2.26 となりま

す。1.96 は 999 のときの値です。「まちがえて平均±２SE にしないように」という意味は、例数が少ない薬理・毒性試

験で単純に２SE と表示すべきではないということなのだろう。なお、2 群比較でのｔ検定では t(γ、α)の自由度γは

n-2 であることに注意です。 

 

 

 



§４．95％信頼区間とｐ値 

注意すべきことは、下の表１のようにｐ値を併記するときに、「平均値の差の SE を使った信頼区間」

を載せると、信頼区間の中にゼロが入れば有意水準 5%で“有意差なし”、入っていなければ“あり”

ということが分かります。ｐ値が表示されていない場合にも検定結果として使うことができます。 

 
越智靖夫他：日薬理誌 136:165-174,2010 

 

一方、表 2 のように、95％信頼区間が表示されていても、「差の標準誤差」ではなく、「測定値の  

標準誤差」から求めた値が表示されている場合があることに注意すべきでしょう。 

 

 

 

Ｐｈａｒｍａｃｏは標準偏差と差の 95％信頼区間とｐ値を表示しています。図はＳＤとＳＥが選択でき

るようになっています。 
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表１ 

表２ 

群名 対照群 投与群
N 9 10

平均値 159.6 145.3
標準偏差 19.3 9.6

P値 ------ 0.0538
平均値の差 ------ 14.3

信頼区間下限 ------ -0.26
信頼区間上限 ------ 28.77

 



３）佐久間昭「医学統計 Q&A」金原出版(株)1994 年 

４）D.G.Altman「医学研究における実用統計学」サイエンティスト社 1999 年 

５）吉村功編著「毒性・薬効データの統計解析」サイエンティスト社 2003 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


