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1.は じめに

私の谷本学校での発言はほとんど統計解析に関す

る話題である。

そこで、統計解析を勉強したい、または、企業内

で統計解析を教えたいという方々に対 して、何かお

役に立つことをテーマとする。

すでに、芳賀敏郎 :あ なたなら、どのように解析

する?毒性質問箱 2012.14。 125133。 という資料を

提供 している。

そこでは、データが得られてから、それをどのよ

うに解析するかを中心に構成されている。

今回は、実験を実施するに先立ってどのように実

験を計画するかを主題に取 り上げる。また、実験結

果の文書化などについても取 り上げる。

2.実 験の計画 にあた つて

2.1 統計解析とデータ解析

統計解析とはデータの持っている情報を取 り出す

手法である。解析の対象である「データ」があり、解

析の手法の基礎である「数理続計学」から導かれた

「解析技術」によって解析されるここの関係|ま 図1の

左半分に示されている。

これだけならば、数理統計学の専門家に相談すれ

統計解析

データ解析

ば必要な解析結果が得られるはずであるが、現実に

はそうではない。「データ」の裏にある「固有技術」の

知識をフルに活用して解析をする必要がある。「デー

タ」を「固有技術」と「解析技術」の協力で解析するこ

とを、ここでは「データ解析」と呼ぶことにする。

たとえば、データとして取 り上げる変数が解析 目

的に対 して「適切である」かどうかは「固有技術」の裏

付けが必要である。

また、どのようなモデルを当てはめるか、また、

どのような計画を用いるかなど、データを得る以前

の過程にも「固有技術」が極めて重要である。

2.2 紙ヘリコプター実験

具体的な例を用いて説明する。

適当な大 きさの紙に図2(a)の ように切れ目を入

れ、上半分を前後に折 り曲げ、下端に重 りとしてク

リップをつけると、図2(b)の ような紙ヘリコプター

ができ上がるc翼や足の長さや幅、重 りのクリップ

の大きさや個数 :ま 自由に変えられる。また、翼や足

の形を変化させることも許される。 (c)、 (d)の よ

うに、足を行 :)曲 げたり、切 りとつたりしてもよい。

ただし、2枚以上の紙を組合せることは許されない

こととする。

こうして作られた紙ヘリコプターを2mの高さか

ら落とすと、最初は落下し、途中から翼が回転 し始

(b)
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図 1 統計解析とデータ解析
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折り曲げる角度

ね じれ

め、ゆっくりと下降する。

滞空時間ができるだけ長いへ 1'コ プターを設計す

る場合を考える。

2.3 特性要因図

滞空時間に影響する要因を列挙 した、「特性要因

図」を作成する。図3にその一例を示す。

「特性要因図」は品質管理の基本手法であって多 く

の場面で作成される。

2.4 因果関連図

図3の特性要因図には、要因と特性の名前が列挙

されているが、その要因がどのような経路で特性に

影響 しているかの因果関係は示されていない。

たとえば、次のように考える。

・紙ヘリコプターが空中をゆっくり下降するのは、

浮力が重力に抵抗するからである。

・浮力は回転によって生 じ、回転力を上げるには翼

の角度やねじれが有効である。

・ 回転に対 して足は抵抗する。足の面積や形により

抵抗は変化する。

・ 回転を浮力に変えるのは翼である。その力は、翼

の面積 (長 さと幅)に よって決まり、折 り曲げる角

度や紙の硬さも影響する。

。重力は翼と足の重さで決まる。

・安定 して飛ぶかどうかは、浮力と重`ふの位置関係

によって決まる。

・足を長 くし、重 りを重 くすると、重心は下がるが、

重力が大きくなり滞空時間が低下する。

このように考え、図4に示すような図を作成する。

このような図を「因果関連図」と呼ぶ。

この図から次の点が読み取れる。

翼は回転力を発生させる機能と、回転を浮力に変

図4 紙ヘリコプターの因果関連図

える機能があ り、それぞれの要因は一致 しないと思

われる。

足は安定性 を保つために必要であるが、その重 さ

は滞空時間に対 して負の効果を持つ。

このように、要因は+と 一の効果を持っている。

このような要因は効果が直線ではなく、曲線となる。

因果関連図には、このような考察を書き加え、実

験の計画に必要な情報を整理する。

補足

私は製紙会社で仕事をしてきた者である。紙には

縦 と横がある。繊維の並ぶ方向の違いである。紙

をテーブルの上に置き、端から10 cm位 はみ出すと、

タワミが生 じる。紙の向きを変えるとタヮミの程度

が大きく異なる。これから、ヘリコプターを紙のど

ちらの方向に切るかによって翼のタワミが異なり、

滞空時間に大きな影響を与える。上の因果関連図に

は単に硬さと書いてある。

このように、特性要因図を作成するためには、図 1

に記 した固有技術が重要な意味を持つ。

2.5 因果関連図の教育方法

私の最後の職場である東京理科大学工学部経営工

学科の経営工学実験の一つのテーマとして紙ヘリコ

プター実験を取上げた。数人でグループを作 り、各

グループ毎に実験計画を議論し、紙ヘリコプターを

作製し、滞空時間を観測 した。グループ間の競争意

識が働き、活気のある実験となった。

皆さんがこの章で述べたことを社内教育するにあ

たっては、紙ヘリコプターの例は比較的簡単な説明

と演習で済ますのが良いであろう。

受講生が最近実施した研究課題について、因果関

連図を作成することを宿題とする。宿題は、個人ご

とでも良いし、同じテーマの研究をしている何人か
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で討議して作成させても良い。

困果関連図を作成して、もう一度実験の内容を検

討するともっと良い実験方法を取るべきであったこ

とに気が付 くかもしれない。

3。 その他

3.1 教育の進め方

前章に述べたような基礎教育が終わると、受講生

は自分の業務に応用することを試みるであろう。し

かし、一人で実施することはかなり難しい。

そこで、先輩や社内の教育部門の人に助言を求め

ることになる。それに対する対応は難 しい。

私が企業の方から質問を受けたときの対応を述べる。

私は質問者の質問の裏にある固有技術を持たない

ので、理解することは難しい。部外者にわかるよう

に説明することは大変難 しいはずである。そこで、

不明確な点を何度も聞き返すことによって、質問の

意味がはつきりしてくる。

そこで、私は質問に対する返答をすることになるの

であるが、直接解答を示すのではなく、解答を思いつ

くような漠然とした表現で答える。このような応答を

数回繰り返すことにより、
い
何々すれば良いのですね ?

"と いう返事を得たときは、万歳と叫びたくなる。

いつも成功するわけではないが、質問に対する解

答を与えるのではなく、解答を導 く考え方を身に着

けて貰うように工夫することになる。

誰でもうまくいくわけではない。質問者の予備知

識や理解度によって、対応を選ばなければならない。

それは、対話の過程でわかるであろう。場合によつ

ては、質問者が周辺の人と相談して返事をしてもらう。

企業内では指導的な立場にある方から質問を受け

ることがある。質問者との対話では不自然な答えし

か得られないので、質問の元になった現場の担当者

と直接対話したところ、現場の大事な事実が伝わっ

ていないことがわかり、問題が解決した。問題解決

のためには、現場に深 く立ち入ることが必要である。

3.2 文書化

昔は研究を完了すると、報告書を作成し、研究所

の図書室に保管し、後に続 く研究者に役立てるよう

にすることが義務付けられていた。

最近ではパワーポイント(PPT)を 使つて報告する

と、PPTが唯一の記録であるようである。PPTは

補足説明が口頭で補われるので、説明が完全ではな

い場合が多い。

実験が終了したら、実験の計画の段階からできる
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だけ丁寧に文書化するよう指導することを薦める。

実験を振 り返ると、事前の検討が不十分であつたり、

もっと良い方法のあることに気が付いたりすることが

ある。これらの反省も含めて文書化することは、企業

の実験技術向上とノウハウの蓄積に役立つであろう。

3.3 テキス トとセミナーの紹介

医薬品開発に限らず、統計解析の発表を聞くと誤

用が しばしば見られる。それらは市販の統計解析ソ

フ トを使い、出力をそのまま添付 したものが多い。

これは、ソフトで採用されている手法の意味を十分

に理解 していないためと考えられる。

2004年、安全性評価研究会の設立者の一人であ

る松本一彦氏と協力して次のようなセミナーを開講

することを思いついた。

Excdを使って解析の基本と計算手順を詳 しく説

明し、統計解析ソフトの出力との関連を示すことに

より、ソフ トを正 しく使 うことができるようなセ

ミナーを開く。統計解析 ソフ トとしてはSAS社の

」NIPを 取 り上げたc

セ ミナーは毎月1回 (10時 半～17時半)12か月の

合計 12日 で終わる。一年のセミナーが終了したら、

引き続き6か月は復習し、次のセミナーの改善のた

めの勉強会を開く。

この勉強会には過去の受講生は無料で参加できる

ようにした。

第1回 は、松本氏の周囲の3人の協力を得て実施

した。テキス トは毎月プリントを作 り配布 した。

第2回 、第3回 は毎回テキス トを改訂 して実施 し

た。テキス トは4か 月分を1冊 にまとめ、3冊 とし

た。その間、勉強会の参加者は講師を受け持てるよ

うになり、講師は10人 を超えるようになった。な

お、毎月セミナーの1週間前と2週間前の18時から

リハーサルを開き講義の質の向上を図った。

テキス トは3回 の改訂を経てほぼ満足なものに

なったので、4回 目のテキス トは「医薬品開発のた

めの統計解析J(3部作)と してサイエンティス ト社

から出版 した。

統計を基礎からしっかリマスターされたい方、社

内で統計の教育される方に役立つであろう。

なお」MP以夕|のプログラムをお使いに方は、そのプロ

グラムの言ヤ算羽 1頁をていねいに追跡すると良いであろう。

この本の副題は「 じっくり勉強すれば身に付 く統

計解析」であることを知 り、覚悟をして読み始めて

欲 しい。なお、このセミナーはSAStt」MP事業部

の主催である。
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