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＜p 値に関する ASA 声明って？＞ 
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統計一口メモ第 13 話に「相関をｐ値で見てはダメ！」を掲載しました。内容は「相関係数

ｒを見ないで、ｐ値で相関を判断してはダメ」ということでした（下図）。今回は、もう一

歩踏みこんで、2016 年に公開された“アメリカ統計協会（ASA: American Statistical 

Association）の”統計的有意性とｐ値に関する ASA 声明”１）を紹介しながら、ｐ値の取り

扱いについてを話題にしたいと思います。 

                                  

§１．ASA 声明とは？ 

ASA 理事会は、この声明を作成する動機として ASA フォーラム 

に寄稿された次の文章を紹介しています。 

「2014 年 2 月、マウント・ホリヨーク大学(米国)の数学・統計学 

名誉教授である George Cobb 氏は、ASA のフォーラムに次のよう 

な問題を提示しました。 

Q: なぜ多くの大学や大学院では、p = 0.05 を教えるのでしょうか？（αレベルを 0.05 と

教えている理由） 

A: なぜなら、それは科学の世界や専門誌編集者が今でも使っているものだからです。 

Q: なぜ、いまだに多くの人が p=0.05 を使うのでしょうか？ 

A: 大学や大学院で教わったことだから。」 

この寄稿に多くの統計学者が反応しました。そのうちの一人、統計学者の Jeff Leek 氏は 

"問題は、p 値の使い方が悪いということではない、それは、データ分析の大部分が、データ

分析を行うために適切な訓練を受けた人々によって行われていないということです" と述

べています。これらの意見に応えて、ASA 理事会は、「このような疑念は、p 値（帰無仮説

有意性検定）の禁止を決めた『Basic and Applied Social Psychology』の編集者がとったよう

な、過激な選択につながりかねない」ということから、「p 値と統計的有意性に関する方針

声明」の作成に乗り出します。2015 年に 20 名の統計学者による検討会が開かれ、翌年 2016

年に公開されました。読者対象は統計を専門としない研究者、実務家、サイエンスライター

とされています。日本計量生物学会は、この声明を日本でも広めるために翻訳し、ホームペ

ージに載せ（https://biometrics.gr.jp/news/all/ASA.pdf）、さらに日本統計ポケット資料集の

2018 年版に掲載することを許可しました。詳細はそちら PDF をご覧になっていただくこと

として 概要を説明します。 
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§２．【統計的有意性とｐ値に関する ASA 声明】1)  日本計量生物学会翻訳  

医薬統計ポケット資料集 2018 年版 

１．はじめに 

 統計的有意性という概念は、通常、p 値と呼ばれる 

指標で評価されるが、誤用と誤解がまかり通っている。 

 ASA は、公式な声明により、ｐ値の適正な使用と合意 

された原則を明らかにすることで科学界が利益を得る 

と考えている。 

２．ｐ値とは？ 

p 値とは 2 グループ比較での平均値の差のような、統計的 

要約が観察された値と等しいか、それよりも極端な値をとる確率である。 

３．原則 

【原則１】＜ｐ値はデータと特定の統計モデルが矛盾する程度を示す指標の一つである＞ 

帰無仮説は 2 グループ間に差がないことを仮定する。ｐ値が小さいほど、データと帰無仮説

の統計的な矛盾の程度は大きくなる。 

【原則２】＜p 値は、調べている仮説が正しい確率や、データが偶然のみで得られた確率を

測るものではない＞ 

研究者は、p 値を“帰無仮説が正しい”という記述や観察される確率に変えたがるが、p 値

はそのどちらでもない。 

【原則３】＜科学的な結論や、ビジネス、政策における決定は、p 値が有意水準を超えたか

どうかにのみ基づくべきではない＞ 

科学的推論を行う際、研究者はさまざまな背景情報を利用すべきである。ｐ値だけで決定が

正しいかどうかが保証されるものではない。統計的有意性（ｐ＜0.05）は真実であることを

主張するために広く用いられているが、科学のプロセスを著しく損ねている。 

【原則４】＜適正な推測のためには、すべてを報告する透明性が必要である＞ 

実行したすべての統計解析、すべてのｐ値、どのような解析がいくつ行われたか、報告する

際に解析とｐ値をどのように選んだかを知らなければ、p 値と関連した解析に基づいて妥当

な科学的結論を導くことはできない。 

【原則 5】＜p 値や統計的有意性は、効果の大きさや結果の重要性を意味しない＞ 

p 値が小さいからといって、必ずしも大きな効果があることを意味しないし、ｐ値が大きく

ても効果がないことを意味しない。サンプルサイズが大きいと小さな p 値になるし、小さ

いと大きなｐ値になる。 

【原則６】＜p 値は、それだけでは統計モデルや仮説に関するエビデンスのよい指標とはな

らない＞ 

背景情報や他のエビデンスがなければ、ｐ値は限られた情報しか提供しないことを研究者

は認識すべきである。p 値以外のアプローチが適切かつ実施可能な場合は、p 値を計算した

だけでデータ解析を終えるべきではない。                   

 



§３．学会誌の p 値の取り扱い 

ASA 声明の邦文翻訳を手掛けた日本計量生物学会理事の佐藤俊哉氏は論文＜ASA 声明と疫

学研究における p 値＞３）の中で【学会誌への p 値の記載について】注意を呼びかけていま

す。その中の囲み記事内の英文を翻訳して紹介します。 

<American Journal of Public Health＞ 

95%信頼区間の存在下では、p 値の記載は不要である。 

＜American Journal of Epidemiology＞ 

推定されたパラメータの p 値の代わりに信頼区間を報告すべきである；p 値は関連する検

定についてのみ報告すべきである。著者たちは、有意性の尺度としての p 値の誤用に関

する危険に陥らないようにしてほしい。 

＜Epidemiology＞ 

有意性検定:効果の推定については、p 値の使用や統計的に有意かどうかを述べることに

強く反対する。代わりに、サンプリング誤差に関して推定値の精度を伝える区間推定を

推奨する。交互作用の検定や傾向検定、ゲノムワイドアソシエーションや他のゲノムプ

ラットフォームなどの高次元検定を使用した研究など、モデル化の決定に関する検定が

歓迎される。                                     

これらの学会誌では p 値の代わりに信頼区間を要求されるということ、さらに信頼区間が

あれば p 値は不要であるという学会誌もあることが分かりました。 

 
                       浜田知久馬 2016 年 

ボクのつぶやき：医薬安全性研究会では以前から、p 値より信頼区間を推奨していましたが、現実的には、

レフリーから p 値を要求されることもあり、結局は上図のように p 値と信頼区間を併記することが日常的

になっている気がする。ただ、信頼区間があればｐ値がなくても OK ということは知っておくべきかも。 

 

§４．教科書に出ているｐ値の話 

丹後俊郎氏 4) 

 有意水準は検定を行う前に設定するべきであり、5％、1％、0.1％がよく用いられる。 

しかし、最近では、事後的に得られた結果の“得にくさ”を示す指標として、計算され

た統計量の絶対値の上側確率（両側検定では 2 倍）を求めて表示することを要求される

ことが多くなった。この値をｐ値という。 



 p=0.003 は、帰無仮説の下では 1000 回に２～3 回くらいしか起こらないめずらしい現象

が生じたと推測する。ボクのつぶやき：ｐ＜0.01 以下は必要ないと思っていたのが過去のものに

なってきたという感じ。 

永田靖氏５） 

 「計算された検定統計量の値を用いて、それよりさらに極端な値が得られる確率を求

めることがあり、その確率の値をｐ値とよぶ」。 

 「有意か否かを判定するための有意水準を前もって決めておかねばならない」。 

 p 値を「限界水準」とか「有意確率」と呼ぶことは、結果を見てから有意水準をｐ値に

合わせて変更する」という誤解・誤用を招くので好ましくないという人もいる。 

浜田知久馬氏６） 

 「ｐ値とは、帰無仮説が正しいときに、偶然によってデータの差が生じる確率を意味し

ます。--略――ｐ値と有意水準が、時に混同されて使われることがあります。-- 

有意水準は「検定を行う前に決める水準」、ｐ値は「得られた差の極端さを表す確率」

と明確に区別する必要があります。 

 検定結果を示す場合、以前は「棄却限界値」（※ｐ＜0.0１、0.05 のこと）を用いていま

したが、現在はｐ値を明記すべきです」 

 「ｐ値 0.009 と 0.00001 は定量的に異なるから、ｐ値そのものを示す方が望ましい」 

ボクのつぶやき：ｐ値は小数点以下 3 桁でＯＫとしている論文が多い。5 桁と比較することの意味は

ないと思うが？ なお、ASA 声明の原則５＜p 値や統計的有意性は、効果の大きさや結果の重要性を

意味しない＞は p 値の大小で効果の大小を語るなということではないのだろうか？ 

Mark X. Norlens 氏７）―かなり過激なｐ値否定論者― 

 p 値は、力学と数学を用いて人間の知的活動を正確に理解しようと努力していた頃の栄

光ある時代の名残である。 

 p 値は過誤の確率と解釈されてはならない。どの程度しぶしぶ意見を採択するかを表す

指標と見るべきである。 

 Bonferroni の方法のような、確率論によるｐ値の数学的操作は、意味のない結果となる。 

 p 値が 0.05 以下のときに有意と宣言する規則を裏付けるような論理的な基盤は存在し

ない。 

 統計的検定において、ｐ値と信頼区間は検定結果の確率表現として使われる。信頼区間

95％の確率は、もし同じ試験を 100 回繰り返したら、100 回のうち 95 回は平均値が信

頼区間の中にあるということを意味するのではなく、その信頼区間の中に真の平均値

が存在する確率が 95％である（※ベイジアンの立場）。 

ボクのつぶやき：統計家には Dr. Norleans のようなｐ値否定論もいることを知っておく必要があると

思う。ただ、実務家にとっては統計家によって論文採択の可否が変わるのはつらい。 
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