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1。 統 計的思考とは何 だろ う

自分の考えを他人 に伝え ようとする時、人は 自分の

主張する意見につ いてその根拠 を提示する。主張の内容

が明 白で確実な らば、根拠 を示す必要はない。主張の 内

容の 明確性 と信頼性 を高めるために、根拠 を示すのであ

る。逆 に言えば、根拠の提示はある事柄 を主張する議論

の不確実性の減少を 目的とする。

議論の対象の構造が あま りに複雑な場合や、必要な知

識や観測デ ータが十分 に得 られな い場合 には、不確実性

がつきまと う。 このよ うな状況下で、説得 力ある根拠 を

提示 しよ うと して展 開する思考が統 計的思考である。不

確実性の低下 を実現するための材料(根 拠)が"情 報"

であるとすれば、与え られ た状況下で、得 られ る限 りの

知識その他の資料か ら、有効な情報を取 り出 し作 り出す

作業 を主導するのが統計的思考である。

ある主張あるいは考えには、内容の他者 による利用を

可能 にす るとい う意味での伝達可能性が求め られる。 こ
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のため に言語が利 用 され る。 これ は時を隔てた思考者 自

身 による利用のためにも必要である。統計的思考の場合

も例外ではない。 この伝達可能性を"客 観性"と 呼べ

ば、不確実性の下で"客 観性"あ る議論を展 開するの

が、統 計的思考の在 り方である。

2。 数理統計学の限界

統 計的思考の進め方の議論の一つの典型が、数理統計

学である。そ こでは、最 も高い"客 観性"を 持つ言語 と

して数学的表現が用い られる。 しか し、現実の我々の思

考は、数 学的表現を超える複雑な もの を 日常の言語 を用

いて捉え ている。少な くとも、数学的表現が与え られて

いな いものを も適切 に処理 している。 したが って、統計

的思考展開の方法論 としては、数学的理論だ けに注 目す

る数理統 計学には限界が ある ことになる。

簡単な例 で、数理統計学の主要な理論 である推定論 と

検定論の考え方の限界 を見る ことにしよ う。始 めは、肺

結核の化 学療法 の研究 に助 言を求め られた際の筆者の経

験 に関わるもの である。A,B,C,と い う薬剤 を単独に

利用する場合 、二者 あるいは三者 を併用する場合、の効

果比較 を目的とする研究であ った。問題 は、被験者 であ
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る患者の途 中転院等 による欠測値の発生であ り、サ ンプ

ル数が減少 して明瞭な結果が得 られな い。欠測値 を埋め

る推 定法 を知 りたいというのであった。

この場合、もとのデータの特性が明 らかでな くては合

理 的な推定法 は得 られな い。デ ータの構造の解析 に成功

した後 に、始めて適切な推定法が考え られるので ある。

被験者 についての測定結果(菌 の検出の有無)の 時系列

データ以外 に、身長 、体重、年齢、性別等の記録がある

ことに注 目してデー タを見たところ、治療 開始時の肺内

部の 空洞数 に治療結果が大きく依存する ことが認め られ

た。空洞数でデータを分類する ことによ り効果の差は明

瞭とな り、特別な推定は不要 にな った。

次は、与え られた測定値の基準値か らの偏差の大きさ

を測 って、生産行程の異常 を判断する管理 図法の話 であ

る。当然検定論の適用が考え られるが、 ここで も形式 的

な検定論の適用以前 に、生産行程の変動の構造について

の理解 を深めることが求め られる。

異常の検出は、変動要 因が適切に管理 された状態(基

準状態)の 確認があ っては じめて可能 になる。如何 に多

くの観測値を用いて基準値 を決定 して も、基準状態に管
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理 されな い変動要 因が 内在 すれば期待 される変動幅は大

とな り、実際の異常の検出能力は低 くなる。基準状態の

構造 を追及 し、異常の種類や特性の把握 を進め、"対 立

仮説"を 具体的に捉えて始めて高い検出力が期待 出来る

のである。実例は、雑 誌 「応用数理」(9巻1号67-8

頁)に 与え られている。

これ らの例は、推 定論、検定論の形式 的適用以前 に、

対象の特性の解明を 目指す統計的思考の十分な展 開が

あ っては じめて、有効な測 定あるいは判断の手順の確立

が可能 にな ることを示 している。

3。 統計的思考 と確率 的構造 との結び付 き

"統 計"の 概念が 国あるいは一般 に社会集団の状態

(state)の 記述 に始 まった ことは良 く知 られた歴史的事

実である。 これは、政治的あるいは経済的な計画の策定

のための情報源 と して利 用された。

計画の策定は実施の決定 に導 く。国の指導者が"統

計"に よ って国力 を測 り、戦争についての決心 を した

場面を想像すると、そ こには結果の不確実性に対する不

安があった ことが分かる。不安の処理 に使われたのが

"亀 卜"(亀 甲を焼 き
、その割れ 目の模様 を読んで占
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う)で あ り、更 に組織化 された ものが"ぜ い竹"の ラ

ンダムな配列による易 である。一方、賭 におけるランダ

ム現象発生装置(ラ ンダマイザ ー)の 利用は、期待の数

学的表現 と しての確率概念の導入 に導 いた。

易経 に関する教えでは、易 に相談する前 に十分 に当面

の 問題 を考えることを求める。"易 を良 く学んだ人は 占

わな い"と さえ言 う。知識、経験等の完全活用が求め ら

れているのである。 ランダマイザーへの依存度 を最小化

する努 力を通 じて、不確実性の極小化が実現 し、有効な

情報が得 られるので ある。

この見方 によれば、確率 的構造を利用する既存の統計

理論 は、 ランダマイザーの構造の調節あるいは設定を通

じて観測データか ら情 報を抽出する手順 を論 じた もの と

言える。ラ ンダマイザーへの依存の最小化の具体化 は、

時系列解析を例 に しても、最小 自乗法による トレン ド曲

線の当てはめ、 白色雑音源 を利用するモデル構成等 に見

られる。モ ンテカル ロ法 による推定法で も、"Dead

Monte Carlo is the best Monte Carlo."と い うよ う

な諺が あった と記憶 している。

以上の考察か ら、情報的視点か ら見れば、与え られた
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確率的機構の用い方の議論よりも、確率的機構の構成や

選択を目指 して、利用可能な知識、経験、観測データの

最大限の有効利用を実現するのが、統計的思考の主要な

仕事であることが明らかになる。日常の言語による解析

の議論を避け、数学的解析のみに依存 して統計的思考の

理論的展開を目指 した数理統計学では、易の教えが示 し

た本来の統計的思考と確率的構造との結び付きが見失わ

れていたように見える。

情報量規準AlCの 導入は、数理統計学の成果に基づい

て統計モデルとしての確率的構造の比較可能性を示し、

モデルの提案の重要性を明らかにした。AlCを 単に機械

的なモデル作 りの道具と見るのは誤解である。数理統計

学の理論の枠内から出発 し、機械的な手順では統計的思

考の完全な展開は出来ないことを明らかにして、いわば

理論の不完全性を示 したのである。

4。 統計モデルの構成と情報デ-タ 群の利用

統計的方法の実用状況を考えると、人工的な確率的仕

組みを用いて観測値を獲得するサンプリングの場合を除

き、通常の応用に現われる確率的構造は、バラバラにし

て見ればその仕組みが分かるような形で実在するもので
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はな く、"想 定"さ れる ものである。

想定 され る確率 的構造は、統計的な思考 を展開するた

めの道具 であ り、当面の問題を処理する上での手が か り

とな る、対象についてのある見方 あるいは期待をモデル

化 して表現 したもの、すなわち"統 計モデル"と 見な さ

れ る。 この視点か ら見ると、 どの ように して統計モデル

を作 るかが統 計的思考の基本的な課題 とな る。

この場合、観測データに限 らず 、当面の対象 に関する

1)客 観 的知識、2)経 験的知識、3)観 測データ、

の三者 か らな る情 報データ群(Informational Data

Set: IDS)を 考え 、その適切な運用 を通 じてモデルの

提案 と検証 を進めることが必要である。実際上は、上記

三者の境界はやや曖昧で確定的な ものではない。

統計 的思考は、情報データ群(IDS)を 適切 に構成発

展 させなが らモデルの提案 と検証を繰 り返すことによ っ

て情報獲得を実現する とい う、極 めて包括的な知的活動

である。 この活動は、特定の 目的に有効な情報 を獲得 し

よ うとする"意 図"に 導かれて進め られ る。

意図 とい う主観的要素の存在 を意識 しな くては、統計

モデルの効果 的な構成 と利用は不可能である。ただ し、
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観 測デ-タ の特性 を観測する方法 として既存のモデルを

機械 的に利用する場合 もある。数理統計学の教科書 で

は、このよ うな計測のためのモデルの議論が支配的であ

る。 この場合 には、結果の"意 味"を ど う捉えるか に本

来 の統計的思考が求め られる。

現在 、身近にある問題 と して筆者が探究を試みて いる

のは、ゴル フスイ ングの解析である。人の体の構造、特

に筋の動きの複雑さ、必要な知識の膨大 さあるいは不完

全 さ、詳 しい観測の 困難等 を考えると、 これ は統 計的思

考の対象 と して典型的な ものである。

ゴル フ ァーの動きは、スイ ングのイメージに従 って実

現 される。打球結果のバ ラツキの統 計的性格よ りも、動

きの理解 に数学的記述が不可能な程の大きな不確実性が

存在する ことが統計 的思考 を要求するのである。 この場

合、イメージその ものが統計モデルである。

イメージは、ゴル ファーの意図無 しには構成 出来な

い。意図の実現のため にモデル を構成するのである。当

然、適 当な情報データ群(IDS)を 利用す ることにな

る。人体 には構造上の複雑性 あるいは非線形性等の解析

上の困難はあるが、 自らの感覚を利用 して思考結果の検
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証が 出来る利点があるか ら、 ゴル フスイ ングの通常の実

験観測は簡単で、 この意味で もスイングの解析は統計的

思考方法の在 り方を探 るに適 した題材である。

以下、イメージ構成の経験 か ら得た、統計的思考展開

上の指針 として有効 と思われるものを記述する。

1)"最 大の不確実さ、曖昧さのある点 に注意 を集 中す

べきである"。 ゴル フスイ ングの場合 、肩関節が最大の

動きの 自由度 を示すか ら、肩と腕の動 きに注 目して解析

を進 めることになる。

2)"支 配的な仕組み に注 目する"。 腕の動 きに大きな

力を発揮する広 背筋 にまず注 目し、続 いて この筋の動き

を支援 する他の筋の動きを追跡する。効果的な実験計画

が実現する。

3)"概 念の内容の羅列的な記述よ りも、実際の使われ

方の記述の方が伝達能力が高 い"。 筋の働きの詳 しい記

述の 内容は、実際の体の動 きによる説明で始めて体感的

な理解 と確認が 出来る。

4)"意 図を明確 に意識 しないとデータは読めない"。

スイングの連続写真は、通常の観察者 には下半身が前進

してか ら腕が振 られていると見える。スイングをする立
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場 か らは、腕を振 りに入ると体が動 くと見 える。

5)"通 常の見方を逆転 してみ る"。 ゴル フの場合 、思

うことの反対が常に正 しいとい う見方さえある。

6)"全 体か ら切 り離 して部分 を論 じると、無意味な結

果 に導かれ る危険が ある"。 一部の動 きを改善 してスイ

ング に開眼 した と喜ぶ と、翌 日は"閉 眼"す る。

7)"モ デルは可能な限 り簡単な方が良い"。 複雑な イ

メージは体が追えな い。 これは、一般的な モデル構成上

の"ケ チの原理"で ある。 しか し、

8)"細 部の確認追及 を怠るな"。 スイングの研究が示

すよ うに、統計的思考は常に新 しい展開を求 めて限 りな

く続 くのである。

ゴル フスイ ングに関連する具体的説明は講演 に譲る

が、 この経験 を通 じて、統計的思考の進 め方、統計モデ

ルの作 り方の議論の組織 的な展開には、通常の言葉によ

る生きた問題の取 り扱 いの成功例の集積が必要 であるこ

とを改めて痛感 した。新 しい数理的な展開は、その後 に

続 くのではなかろうか。 この ことを指摘 して本稿 を終わ

りたい。
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