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1．はじめに

問題の所在を明らかにするために，以下いくつ
かの質問を投げ掛けていきたい（表 1）。第一の
質問は，あなたは，自身が収集した複数のオブザ
ベーションからなる標本に対して，統計的仮説検
定を行い，その統計的有意性にもとづいて考察を
行ったことがあるか？―多くの方が Yes だと思わ
れる。主として質的研究に従事している心理学者
でも，学生時代を含め過去に一度は統計的仮説検
定の実行経験がある可能性は高いので，ほぼ百
パーセントかもしれない。

第二の質問は，あなたは，統計的仮説検定では
サンプルサイズが大きければ大きいほど有意にな
りやすいことを知っているか？―これについても
ほぼ百パーセントが Yes であろう。非常によく知

られた事実であり，統計学の入門講義，初学者向
けの入門書などで頻繁に言及される事項である。

第三の質問は Yes/No 形式ではない。統計的仮
説検定を行ったそのデータは，なぜそのサンプル
サイズだったのか？―これについては様々な回答
があり得るだろうが，半数以上が，特に明確な根
拠はないというケースに該当すると思われる。そ
の中には，「経験上このくらいのサンプルサイズ
が適当であると思われたため」「その研究領域で
の相場だと思われる」「その当時自分が収集でき
たサンプルサイズであった」といったものも含ま
れる。

第四の質問が最後になる。サンプルサイズが大
きければ大きいほど有意になりやすいことを知っ
ていて，かつ，統計的有意性をもとに考察を書い
ているのであれば，明確な根拠のないサンプルサ
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イズによって研究の結論が左右されることになる
が，それはおかしいとは思わないか？―おかしい
かおかしくないかの 2 択に添えられるであろう自
由回答にはいろいろなものが想定されるものの，
答えに窮する回答者は多いと推測される。

以上，いやらしい質問の連続であることは承知
しているが，本稿の問題の所在を明らかにする上
で，そして現在の心理学研究における重要な問 
題点のうちの一側面を炙り出す上で必要な問いで
ある。

本稿の主目的は，統計的仮説検定を用いる心理
学研究におけるサンプルサイズ設計（sample size 
planning, sample size determination, sample size 
calculation, sample size justification などいくつかの
表現がある）の現状，必然性，有用性，今後の展
望などについて述べることである。具体的には，
統計的仮説検定におけるサンプルサイズ設計の現
状について述べた後，検定力に基づくサンプルサ
イズ設計，信頼区間に基づくサンプルサイズ設計
などについて触れつつ，サンプルサイズ設計に関
連するいくつかのトピックについて論じていく。
周知のように，心理学研究におけるベイズ的アプ
ローチの重要性が高まっているが，かと言って統
計的仮説検定がなくなるわけではない。統計的仮
説検定においても，まだ「伸びしろ」とでも言え
る部分があるのではないか。少なくとも，統計的
仮説検定を用いる以上，サンプルサイズ設計は必
要であり，統計的仮説検定の質を可能な限り高め
ることがベイズ的アプローチへの移行の条件では
あるまいか（実際には，後述のように「移行」で
はなく「併存」が着地点であると考えている）。
長年に渡り批判され続け，それでもなお使われ続
ける統計的仮説検定であるが，問題点はすでに出

尽くしている感がある。しかし，必要なことがま
だ十分になされていないのではないか。その一つ
にサンプルサイズ設計がある。第一著者は，2006
年刊行の書籍「心理学研究法の新しいかたち」に
て，「サンプルサイズに関する一考察」という論
考を書いている （村井， 2006）。ほぼ同時期に（互
いに独立に），第二著者は，「心理学研究」にて，
対応のない t 検定，分散分析などを対象に，適度
なサンプルサイズを決定する方法について検討し
ている （橋本， 2004）。サンプルサイズ設計に関す
る事態は，その後ほとんど変わっていない。しか
し，10 年余を経て改めてサンプルサイズ設計に
ついて論文という形で論じることで，必要な一石
を投じることができればと考える。著者らは最
近，心理学におけるサンプルサイズ設計に関する
本を編んだ（村井・橋本，2017）。同書がどのよ
うな影響を及ぼすのか，及ぼすとしたらどのよう
な影響なのか定かではないが，同書に続いて本稿
でもサンプルサイズ設計について研究論文として
議論することで，事態の改善をささやかに期待す
るものである。一冊の著書や論文の公刊程度で事
態が変わるわけでもない。従来的なルーティンに
拘泥する傾向は人間に広く認められることであ
り，何も驚くことはない。著書や論文，学会シン
ポジウムなどで新奇な内容について接し興味深い
と感じたとして，それを他ならぬ自身の研究に実
際に適用するかと言ったら，そこは必ずしも直結
しない。

本特集のテーマを考えると，サンプルサイズを
いくつにするかという論点自体，ベイズ的アプ
ローチでは深刻さの程度は低いかもしれない。統
計的仮説検定では，大きなサンプルサイズによっ
て微小な差が統計的に有意になってしまって困る

表 1　心理学におけるサンプルサイズ設計の現状を問うための質問

質問 1 自身が収集した複数のオブザベーションからなる標本に対して統計的仮説検
定を行い，その統計的有意性にもとづいて考察を行ったことがあるか？

Yes/No 
（Yes の場合，質問 2 へ）

質問 2 統計的仮説検定ではサンプルサイズが大きければ大きいほど有意になりやす
いことを知っているか？

Yes/No 
（Yes の場合，質問 3 へ）

質問 3 統計的仮説検定を行ったそのデータは，なぜそのサンプルサイズだったの
か？ 自由回答

質問 4

サンプルサイズが大きければ大きいほど有意になりやすいことを知ってい
て，かつ，統計的有意性をもとに結果と考察を書いているのであれば，明確
な根拠のないサンプルサイズによって研究の結論が左右されることになる
が，それはおかしいとは思わないか？

おかしい／おかしくない 
→ 自由回答



心理学評論　Vol. 61, No. 1

— 118 —

それでもいよいよだめなら改革，革命を，と考え
る。本稿の内容が，統計的仮説検定にいよいよ見
切りをつけるきっかけとなるのであれば，それも
また意義ある論稿ということの証左であろう。

2．サンプルサイズをめぐる 
心理学者の認知的不協和

量的研究を遂行し，得られたデータについて統
計的仮説検定を遂行する心理学者が，研究計画
時，データ収集時にほぼ必ず頭に思い浮かべるで
あろうことは，データをいくつ集めればよいの
か，という点である。また，データ収集終了後の
統計的仮説検定遂行時にしばしば頭に思い浮かぶ
統計的事実の一つが，効果量が同じであればサン
プルサイズが大きいほど検定結果が有意になりや
すいということである。サンプルサイズ設計が多
分に恣意的であること，にも関わらずその恣意的
であるサンプルサイズが検定結果に影響するとい
うことを知っているという認知的不協和状態に，
心理学者はどのように対処しているのか。基本的
には，有意かどうかにその研究の結論が左右され
ているので，この点は重要である。サンプルサイ
ズが大きいほど有意になりやすい事実を否認する
ことはできない。従って，己のサンプルサイズ設
計が恣意的であるという事実を軽めに見積もるな
ど，心理学者は脳内でいくつかの認知的作業をす
る必要が生じる。何らかの意味での合理化である
が，以下，考え得る心理学者の認知を，順に何パ
ターンか挙げていこう。

第一に，「ある程度，自分なりの根拠を持って
収集した」と捉えるということがある。例えば，
自分の領域の先行研究ではだいたいこのくらいの
サンプルサイズであり，自分もそれにならった，
というケースである。この点については，その旨
を論文の方法のセクションに書いた方がよい。サ
ンプルサイズ設計は，後述するような客観的計算
のみに限定されるものではない。その領域で平均
的にこのくらいのデータが収集されていて本研究
でもそれにならった，と記すのも，サンプルサイ
ズ設計の一つの在り方である。本稿の読者に対し
ては釈迦に説法であるが，論文では，とにかく論
拠を明示するというのが基本である。

第二に，「自分は集められるだけ集めたので

ことがあるが，ベイズ的アプローチにおいては，
そのようなサンプルサイズが大きいほど不都合が
生じるという話はないからである。また，ベイズ
的アプローチであれば，頻度論と比較した場合

（事前分布の情報が適切であれば）サンプルサイ
ズが小さく済む（Sadia & Hossain, 2014） ことや，
サンプルサイズ設計に際して複数の基準があるこ
と （Cao, Lee, & Alber, 2009）や，さらには，推定
すべきパラメータ数がサンプルサイズよりも多い
場合であっても分析可能であることや，いろいろ
なメリットがあろう （なお，以上は，サンプルサ
イズ絡みで，ベイズ的アプローチが頻度論より優
越していると考えられる点である。この点につい
て本稿ではこれ以上論じないが，ベイズ的アプ
ローチが，極めて特殊な仮説たる帰無仮説から自
由になれることは大きい）。

しかし，本稿では，心理学研究を全体として見
ると，それでもなお統計的仮説検定が圧倒的に多
く使われているという現状を踏まえ，統計的仮説
検定を用いるのであればサンプルサイズ設計を，
という立場を押し出していく。つまり，あくまで
統計的仮説検定の枠内の話である。統計的仮説検
定という条件付きの論考であるわけなので，「そ
もそも統計的仮説検定を用いることは」という

「そもそも論」は措いておく。もちろん，統計的
仮説検定の是非について論じることは必要で，本
稿においても部分的にそうした点について言及す
ることにはなる。Nuzzo （2014） は，統計的仮説
検定について（より具体的には p 値について），
なぜ現状のようになっているのかに関する歴史的
背景，並びに，問題点についてどのような打開策
が出ているのか，といった点について，事例から
説き起こしつつ，多くの研究者の言明を引用しな
がら，コンパクトかつ分かりやすく述べている。
ここで述べられているように，統計的仮説検定に
ついての改革は遅々としている。欧米で統計改革
が遅々としながらも進んだとしても，日本におい
てはさらに遅れることだろう。その現実を受け止
め，統計的仮説検定の使用を所与として本論を展
開していく。

本稿は，ベイズ的アプローチの綺羅星の本特集
の中で，過去の遺構とでも言うべきものかもしれ
ない。改革，革命もよいだろう。しかし，その前
に，現政権にもまだ改善点はあるのではないか，
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第四に，「サンプルサイズ設計はたいした問題
ではない」と否認することがある。これは，上記
の「多くの論文でサンプルサイズ設計をしていな
いから」と通じる面があり，他論文でもやってい
ないからという「大義名分」が関係している。し
かしながら，「たいした問題ではない」という認
知と，「効果量が同じならばサンプルサイズが大
きければ大きいほど有意になりやすい」という認
知は大いに競合するだろう。著者らは「たいした
問題である」と考えているわけだが，仮に「たい
した問題ではない」と考えるのであれば，そう考
える論拠について，論文中に記述することが望ま
しいだろう。後述するように，動物心理学などに
おいては，サンプルサイズの問題が前景化しない
ような考え方が，研究の背後にあると思われる。

第五に，「研究費などの金銭的制限をはじめと
する外的制約があるからしょうがない」というこ
とがあろう。謝金の関係でサンプルサイズが決
まってきたといったことであるが，これは致し方
ない。その場合，本来ならばこのくらいのサンプ
ルサイズが望ましかったが，研究費の関係でこの
サンプルサイズになったという事情を，可能な限
り論文中に書くべきだと考える。こうした記述が
あれば，後続の研究者は，当該研究において望ん
でそのサンプルサイズになったのか，あるいは本
来は何人くらいのサンプルサイズにすることが望
ましかったが研究費の関係で達成できなかったの
か，といった裏事情まで知ることができる。後続
の研究者が，参照した先行研究でそのサンプルサ
イズがベストだと考えていたわけではないことを
知ることができるのは有益である。現実の制約は
やむを得ない。サンプルサイズについて選択枝が
ない場合であっても，他の側面で頑張ればよいと
いうことを，後に紹介する Lenth （2001） は述べ
ている。

以上，5 パターンに分けたが，これらは必ずし
もはっきりと分けられるものでもなく，重複もあ
ろう。また，「サンプルサイズのことなど考えず
に，恣意的にどんどんデータを集めていった方が
論文を多く刊行できる」，といった過激な考え方
も存在するだろう。

図 1 には，行動面での変化についても記載した
が，実際には認知上の対応がほとんどであろう。
行動面の変化が起きないのは，前述の通り，人間

しょうがない」と考えるということがある。つま
り，人間関係の限りを尽くし依頼したので，もう
これ以上は無理だという個人的事情である。この
点については，さすがに論文に書きにくい。例え
ば，友人の友人に依頼するというさらなるたどり
方も可能であるだけに，これ以上は無理という

「基準」が曖昧である。まさにそれがゆえに，サ
ンプルサイズ設計が必要になってくる。すなわ
ち，事前にサンプルサイズ設計をして，このくら
いのサンプルサイズが必要と計算されれば，そこ
を目指して人間関係をたどり，ある時点で打ち止
めにすることができるのである。

第三に，「多くの論文でサンプルサイズ設計を
していないから」という事実に目を向けることも
あろう。右にならえ的合理化であるが，これは特
に多いと考えられる。サンプルサイズ関係に限ら
ず，論文を査読しているときに，その論文の方法
論上の問題点を指摘したところ，同様に問題のあ
る他の論文を引き合いに出し，同様の方法をとっ
ている他研究があるので自分の方法でよい，とい
う返答に遭遇したことがあるのは，著者らだけで
はないだろう。サンプルサイズ設計は，領域にも
よるが，たしかにあまり見られない。しかし，ア
メリカ心理学会の論文作成マニュアル（APA, 
2010 前田・江藤・田中（訳）， 2011） では，「意図
したサンプルサイズの決定方法を記す（例：検出
力分析，精度）」「中間分析や停止規則を使用して
目標サンプルサイズの修正が行われた場合には，
その方法と結果を述べる」と明記されている。一
方，日本心理学会の「執筆・投稿の手びき」では
該当する記載はないが，「心理学における研究で
は統計的仮説検定が分析にしばしば用いられる
が，仮説検定はデータ分析の一側面に限られる。
必要に応じて仮説検定に限らず適切な分析手法を
用いるのが望ましい。特に，仮説検定の適用にあ
たっては，前提とするデータの性質（データの分
布の正規性や，標本相互の独立性など）が成立し
ていることを確認する。」（p. 8）と，脱検定を示
唆している点が興味深い。その他，欠測値の対応
についても述べられている。これらは重要なこと
ではあるが，統計的仮説検定が今なお主流である
以上，脱検定の前にやるべきことがあり，その一
つにサンプルサイズ設計がある，というのが，本
稿の主張である。
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ンプルサイズが小さくても大丈夫という触れ込み
でベイズ的アプローチが広がっていけば，サンプ
ルサイズをいくつにするかという意識が後退し，
分析のブラックボックス化が進むのではないだろ
うか。

3．心理学における 
サンプルサイズ設計の実態・必要性

これを言ったら元も子もないかもしれないが，
サンプルサイズに関しては集められるだけ集める
というのは基本であり，サンプルサイズをいくつ
にしたらよいのか？に対する率直な回答として
は，「大きければ大きいほど望ましい」というの
が「正しい」答えである。しかしながら，正しい
が非現実的な回答なのである。正論というのはし
ばしば現場の研究者を困惑させる。

研究領域ごとにサンプルサイズ設計に関する事
情は変わってくるので，どんな研究においてもサ
ンプルサイズ設計をすべきであると言っているわ
けではない。そもそも潜在的な研究対象者が非常
に少数の場合，集められるだけ集めるのが基本で
あり，事前のサンプルサイズ設計自体がほとんど
意味をなさないことがある。しかしそうでない研
究は多々ある。集められるだけ集めると言って
も，大学生を対象にした質問紙調査の場合，もう
一つの講義内で調査をするべきなのかどうか。小
学校を対象とした質問紙調査の場合，もう一つ学
校に依頼をかけるべきなのかどうか。こうした
ケースは，潜在的な研究対象者が少数でないだけ
に，どこまで依頼活動を続けたらよいのか迷う
ケースがある。研究計画時，停止規則について明
確に意識しているケースは稀だろう。

繰り返しになるが，検定結果が有意であるかど
うかに研究結果が左右されるのであれば，検定結
果を左右するサンプルサイズが恣意的であるとい
うのはおかしいことなのではないか。統計的仮説
検定を用いる以上，サンプルサイズ設計は必要で
ある。第一著者は以前，ある方から「検定もやっ
ていないのに平均値差があるなどと言ってはいけ
ない。」と言われたことがある。たしかにそうい
う立場があることは理解できるが，平均値差も効
果量（非標準化効果量）であるわけで，差がある
とは決して言ってはいけないものなのか。統計的

が従来的手法に縛られることが多いことに加え
て，そもそも認知的不協和状態にいる心理学者が
少ないことに起因すると考えられる。

認知的不協和の大きさがその後の行動を規定
し，人間は不協和を解消するように動機づけられ
る。著者らは，サンプルサイズに関して認知的不
協和がそれなりに大きいので，本稿を執筆した
り，別の論考を書いたりするわけである。認知的
不協和を感じる心理学者が，認知的不協和解消の
一貫としての意味もありベイズ的アプローチに向
かうのも一つの道であるが，本稿では，認知的不
協和を解消する一つの方法として，サンプルサイ
ズ設計を行うという「直球」を提案する次第で 
ある。

ここで一つ主張しておくが，こうした認知的不
協和を経験すること自体に意味があると考えてい
る。おそらくはベイズ的アプローチ以上に，サン
プルサイズについて意識せざるを得ないことにこ
そ，頻度論のメリットがある。今後も頻度論に
則って心理学研究を推し進めるのであれば，認知
的不協和を感じていない心理学者が多いこと自体
が問題である。むしろ認知的不協和を今以上に意
識上にもってきて，葛藤し，各自が悩みながら研
究を遂行することにこそ，研究の意義がある。サ

図 1　心理学者の認知的不協和
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研究でサンプルサイズ設計ができるというわけで
もない。著者ら自身もそうであり，論文で明示的
にサンプルサイズ設計について記述しているもの
は， 村井 （1998, 1999, 2005） や Murai et al. （2018）
くらいである。また，サンプルサイズ設計が困難
な領域として，ある種の精神疾患を対象にした研
究が挙げられる。疾患にもよるが，設計しように
もサンプルサイズが外的に規定されるケースは多
いはずである。動物心理学も同様の状況だろう。
澤・栗原 （2016） によると，サンプルサイズ設計
で算出された個体数の確保は，動物にもよるが，
相当困難である。以上の場合には，サンプルサイ
ズ設計について過度に実行を要求するのはおかし
い。この場合，可能な限り多く，というのが妥当
ということになる。

一方，サンプルサイズ設計が遂行可能な領域と
しては，サンプルサイズが外的に規定されにくい
研究が挙げられる。大学生を対象とした質問紙調
査などが典型だろう。研究テーマにもよるが，こ
の場合のサンプルサイズ設計は必須と言ってもよ
いように思われる。多くの心理学研究が大学でな
されている以上，身近に多くの大学生がおり講義
があるわけで，どこまでデータを取り続ければよ
いのかとなるのは必至だからである。もちろん，
その場合でも，研究費などの外的制約があれば，
外的に規定された旨を差し支えない範囲で記述す
る必要があるというのは先に述べたことである。
「大きければ大きいほど望ましい」というのは

正論であるが，過度のデータ収集は研究対象者に
負担をかけるという事実も見過ごせない。これは
倫理面に関わることであるが，心理学界の大勢が

「できるだけ多く」という方向に邁進するあまり，
サンプルサイズをできるだけ抑えるという発想は
ほとんどないように思われる。動物実験では 3R
の原則（Replacement, Reduction, Refinement） があ
る （Russell & Burch, 1959） が， このうち， Reduction， 
つまり最小限の動物を対象にするという発想は，
人間対象の研究では，（心理学の中の領域による
差異はあるとは言え）あまり意識されないように
思われる。研究対象者に過度の負荷をかけること
になる研究を除いては，まずは，何とかしてサン
プルサイズを増やせないかという意識が強くなっ
てしまう傾向にある。昨今倫理面への配慮がます
ます重要になってきているのにも関わらず，サン

仮説検定をどう捉えるかについての見解の違いで
もあるので，この点は措いておくとして，そこま
で言うのであれば，サンプルサイズ設計は必須で
ある。検定至上主義を掲げるのであれば，検定結
果を規定するサンプルサイズが恣意的であるのは
おかしい。「検定なしに平均値差を議論するのが
恣意的なのであれば，サンプルサイズ設計なしに
検定を行うこともまた恣意的である」ということ
である。

現在の検定理論が，ネイマン・ピアソン流の検
定とフィッシャー流の検定の折衷であることは知
られているが，前者ではサンプルサイズの事前決
定が求められ，後者ではそうではないという違い
がある （芝村，2004）。しかし，対立仮説の設定，
有意水準の事前決定，検定力，第 2 種の誤りの概
念など，心理統計学の教科書にて必ず言及され，
心理学者が検定遂行時に通常意識していると思わ
れる事項の多くがネイマン・ピアソン流の検定の
範疇であることを考えると，サンプルサイズの事
前決定のみ例外にするわけにはいかない。

現状はと言えば，心理学研究におけるサン 
プルサイズ設計は少ないと言わざるを得ない。 
特に本邦では，最近のものでは， 後述の通り， 
Yamakawa and Sakamoto （2018），Murai, Nose, and 
Takiguchi （2018），あるいは Yamakawa, Muranaka, 
and Sakamoto （2015） や服部 （2018） などがある
が，非常に少ない。海外ではそこまでの少なさで
はないものの，やはり少ないと言ってよいだろ
う。井関（2017）も，認知心理学分野でサンプル
サイズ設計について明確に書いている論文をほ
とんど見たことがないと述べている。なお，
Anderson, Kelley, and Maxwell （2017） で は，2016
年 4 月号，6 月号の Psychological Science 誌に掲載
された論文 29 本のうち 16 本においてサンプルサ
イズ設計の詳細が書かれている（しかし 16 本中
7 本では効果量に言及なし）と述べられており，
特定の海外誌，それも基礎心理学系の研究におい
て，徐々に事態の改善は見られるようである。し
かしながら少ないことには変わりない。心理学内
の領域差はあろうが，国内外の心理学研究全体で
見た場合には，サンプルサイズ設計は稀であると
言ってよいだろう。

以上，サンプルサイズ設計の必要性を論じてい
るわけだが，現状を考えると，必ずしもすべての
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が，基本的には新しいことは出てこない。つま
り，p 値とは正確にはこういうことであるという
主張が繰り返されており，それは当初からそうで
あったこと，そもそも端からそうであったこと，
であるわけで，何か新しい知見が加わるといった
ものではない。説明が繰り返されるということ
は，それだけ誤解が多いということである。

4．心理学研究における 
サンプルサイズ設計の実践

4.1　はじめに
そもそもサンプルサイズ設計とはどういう営み

なのか。何をするものなのか。やっていることの
基本構造は意外にシンプルであり，Inoue, Berry 
and Parmigiani （2005） は，

arg
n
min GF(n, u) ≥ GF

*  …頻度論
arg

n
min GB(n, v) ≥ GB

*  …ベイズ的アプローチ

のように定式化している。上記式は論文の実際の
表記を少し改変してあるが，この式の意味すると
ころは「この式の条件を満たすような最小の自然
数 n を求める」のがサンプルサイズ設計である，
ということである （「arg min」は argument of mini-
mum である）。

ここで関数 G はゴールとなる関数であり，検
定力，信頼区間の幅など，関心下の値である。こ
の関数 G は，サンプルサイズ，およびユーザー
が指定する他のインプットに依存する。添え字 F
は頻度論，添え字 B はベイズ的アプローチ，ベ
クトル u は頻度論の入力（有意水準など），ベク
トル v はベイズ的アプローチの入力（事前分布な
ど）を意味する。一方，右辺は，頻度論，ベイズ
的アプローチがそれぞれ望む，ゴールとなる値で
ある。つまりは，右辺に示されるゴールを満たす
ような最小のサンプルサイズを導出するのがサン
プルサイズ設計であり，基本構造は頻度論でもベ
イズ的アプローチでも変わらない。そして，後述
する検定力分析に基づくサンプルサイズ設計，信
頼区間に基づくサンプルサイズ設計でも，この構
造は変わらない。

以下，検定力分析，信頼区間に基づく方法（後
者は正確度分析とも呼ばれる） についてそれぞ 
れ書いていくが，詳細については，村井・橋本

プルサイズについての意識は逆行しているように
すら思える。ビッグデータの影響もあるかもしれ
ないが，とにかくサンプルサイズを増やすという
意識である。また，昨今，民間の調査会社にウェ
ブ調査の実施を委託するケースが増えていること
から，金銭次第でサンプルサイズを容易に大きく
することができる可能性が広がっている。もち
ろん，サンプルサイズは，基本的には大きければ
大きいほどよい。しかし，大きいということは，
その分，研究参加という形で負担をかけている
人々の数が多いということである。授業の一部を
利用した質問紙調査であれば，質問紙への回答は
教育の一環とは言え，貴重な授業時間が犠牲に
なっている。また，周知のように，統計的には，
サンプルサイズが極端に大きければ，p 値が極め
て小さくなり，実質的な意味のない差でも有意に
してしまう。サンプルサイズ設計には，アクセル
とブレーキの両方が必要である。例えば，停止規
則の設定はブレーキの一つの方法である。

ここで少し，p 値をめぐる議論について触れて
おこう。冒頭に述べたように，本稿は統計的仮説
検定の是非については措いておくが，p 値につい
ての否定的な見解は相変わらず続いている。
Cumming （2014） は，心理学研究改善のための 25
のガイドラインを呈示しているが，その第 8 番目
が「p 値を信頼するな」である。アメリカ統計学
会は 2016 年の声明にて，p 値についての正確な
理解を促すために p 値についての 6 つの原則を呈
示しているが （Wasserstein & Lazar, 2016）， こうし
た声明が出ることは，多くの研究者が p 値を気に
し，その多くが p 値について誤解していることの
証拠だろう。まずは正確な理解を少しでも多くの
心理学者の中に達成することであるが，その上で
p 値を心理学研究から追放することは非現実的で
あると考える。いかに声高に p 値の問題点を主張
しようとも，そして統計的仮説検定そのものを禁
止しようとも （Trafimow & Marks, 2015），心理学
者は p 値を見るだろう。従って，今後は，サンプ
ルサイズ設計をし，結果にはp値そのものを書く，
効果量を記す，そしてベイズ的アプローチの結果
も併記する，というのが，当面の着地点ではなか
ろうか。

なお，p 値についての議論，それはつまり統計
的仮説検定の是非に関する議論につながってくる
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お，上記に紹介したものを含め（以降に紹介する
ものもそうだが），それぞれにはそれぞれの特徴
があり，すべての研究のニーズに幅広く対応した
サンプルサイズ設計のツールはない。各自の必要
性に応じて，そして好みに従って，ツールを選定
していくことになる。

以上のように実際に計算する以外に，すでに用
意された図表にもとづいてサンプルサイズを読み
取る方法もある （南風原 （2002） の付図や， Cohen

（1988）所収の表など）。

4.3　効果量をめぐって
各所で説明されているように（例えば村井，

2006）， サンプルサイズは， 母効果量， 検定力， 有
意水準， を設定すれば，導出できる。この中で，
効果量の設定はとりわけ難しい。そもそも，母効
果量が分かるのであれば研究の必要はない。分か
らないから研究をするのである。しかしながら，
Cohen の基準（Cohen, 1992）には一定の有効性が
あると思われる。研究遂行前に，これは差があり
そうだ，とか，厳しそうだ，という直感が働くこ
とがあるが，その直感は概ね Cohen の基準の大中
小に沿うのではないか（3 件法のイメージであ
る）。その直感の背景には，先行研究を読み進め
た結果，知識として蓄積された情報があるだろ
う。日常的な感覚もあるだろう。それを定式化し
たものが Cohen の基準であるとも言える。

例えば，Murai et al. （2018） は，魅力が欺瞞性
認知に及ぼす影響について検討しているが，本研
究に先立つ実験での刺激評価において，高魅力，
低魅力の操作が必ずしも成功せず，かと言って常
に失敗したわけでもないことを踏まえ，中程度の
効果を想定しサンプルサイズ設計をしている。
Yamakawa and Sakamoto （2017） も，自身の過去の
研究をもとに，中程度の効果としてサンプルサイ
ズ設計をしている。多くの研究には直接的に関連
する先行研究があるので，効果量についてある程
度予測できるケースは意外にあるのではないか。
直接的な先行研究が皆無であっても，予備実験，
予備調査を行うことが通例なので，その結果をも
とに効果量のあたりをつけることができる。予備
実験，予備調査というのは，教示などの実験手続
きや，調査項目の確認という大きな目的もある
が，効果量を探る意味もある。もちろん，なんら

（2017） を参照されたい。なお，推測統計には検
定と推定があるわけだが，検定力分析に基づくサ
ンプルサイズ設計は検定に，信頼区間に基づくサ
ンプルサイズ設計は推定に対応する。

サンプルサイズ設計と言えば，以上の 2 つの方
法が主流なので，主にこの 2 つについて説明して
いく。その際，本稿は統計的仮説検定に依拠する
ので，検定力分析に基づくサンプルサイズ設計に
重点を置くことになる。

4.2　検定力分析に基づくサンプルサイズ設計
実例として，対応のない 2 つの平均値差に関す

る t 検定について考える。Cohen の基準にのっと
り，効果量が大中小それぞれのケースについて，
有意水準 .05，検定力 .80 を想定し，R の pwr パッ
ケージ（Champely et al., 2017）にて，必要なサン
プルサイズを計算した結果は表 2 のようになる。
実際のスクリプトについては杉澤 （2017） を参照
されたい。

スクリプトを書くことに抵抗がある場合，R 以
外のソフトウェアを利用してももちろん構わな
い。代表的なものは G*Power である（現在は
G*Power3 である。Faul et al. （2007）参照）。その
他に，ネット上のツールとしては，背後で R が
動いているもののRについて知らなくても使用で
きる，Maxwell, Delaney, and Kelley （2018） に依拠
したサポートサイト （https://designingexperiments.
com/shiny-r-web-apps/），分散分析に特化したもの
として PANGEA （井関 （2017） に詳しい説明があ
る）がある。Microsoft Excel に親和性があるなら
PowerUp!（https://www.causalevaluation.org/power-
analysis.html からダウンロード可能） が薦められ
る （Dong & Maynard, 2013）。また，芳賀（2004） 
は，永田（2003）に基づき Microsoft Excel を利用
する方法について書いており，便利なエクセル
ファイルがダウンロード可能である （http://www.
yukms.com/biostat/haga/download.htm）。

その他にもいろいろなものが存在している。な

表 2　検定力分析に基づくサンプルサイズ設計の実例

効果量 d 各群の n 両群合計の n

大 0.8 26 52
中 0.5 64 128
小 0.2 394 788
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シャーが p 値を導入した際，決定的なものとして
捉えていたわけではなく，単にインフォーマルな
方法であることを意図していたことは皮肉なこと
である。一般に，簡単なものほど広がっていく傾
向にある。従って，サンプルサイズ設計は簡単で
あればあるほど広がる。しかしながら，検定力に
基づくサンプルサイズ設計には，効果量の設定と
いう関門がある。その点，信頼区間に基づくサン
プルサイズ設計の方が直感に沿う面があり，広が
りやすいのではないか。

効果量について，Cohen の基準を適用するので
あれば，大中小の効果量を実感として意識するこ
とが肝要だろう。そのためには，第一に，多くの
書籍に書かれている分布の重なりの図を見ること
が最初の一歩であるが，その図にて効果の大きさ
の理解ができるかと言ったら，著者らは正直心許
ないと思っている。そこで第二に，身体感覚とし
て理解するために自分自身で図を描いてみること
が重要だと考える。ある効果量の値が，意外に分
布に重なりが大きいという感覚を抱くことになろ
う。効果量が相当大きくないと，2 つの分布が 
明らかに離れているという感じがしないのであ
る。第三に， 分布の重なりを U1， U2， U3（Cohen, 
1988）といった数値として理解するよりも，効果
量を相関係数で置き換えて理解することの方が 
有効であると考える （表 3。Cohen （1988） の Table 
2.2.1 より）。d と r は相互に変換可能である。相
関係数は多くの研究者にとってなじみ深い。中程
度の効果量を相関係数に置き換えると 0.243 にす
ぎないこと，大きな効果量であっても 0.371 にす
ぎないことを知れば，効果量とは何かについてか
なり正確に理解することができ，それはそのまま
有効なサンプルサイズ設計につながる。相関係 
数で 0.6 に相当する d は 1.5 であるが，Cohen の基
準からすると相当大きな効果である。もちろん，
U1， U2， U3 による理解がよりしっくりくる場合は
それでも構わないだろう。

予想のつかないこともあろう。その場合は，後述
の信頼区間に基づくサンプルサイズ設計が薦めら
れる。

以上はすべて，母効果量がこれくらいだと予想
される，という観点である。一方で，母効果量が
これくらいであってほしいと望まれる，という形
で母効果量を設定することもできる。杉澤（2017）
が述べるように，効果量の設定には，①母集団に
実際にあると予想される，②母集団にこれくらい
あってほしいと望まれる，という 2 つが考えられ
るのである。現実を見ると，②の方の観点がやや
軽視されている印象もあるが，先の Inoue et al. 

（2005）の定式化からしても，②の方がよりサン
プルサイズ設計の発想にマッチする。

なお，Cohen の基準の適用について否定的な見
解があることにも触れておく必要がある。Lenth

（2001） は，各研究にはそれぞれの特徴があるわ
けなので，Cohen の d の分母と分子をそれぞれ設
定しないといけないと述べる。Lenth （2006–9） 
は，非常にやってはいけないことの 2 つとして，
観察検定力と，Cohenの基準の適用を挙げている。
観察検定力については村井・橋本（2017） にも説
明があるように，否定的な見解が多いが，Cohen
の基準の適用についてはさすがにここまで NO と
述べるものは他には見かけない。Lenth （2001） 
は， Cohen の 基 準 を 「缶 詰 効 果 量」 と， Lenth 

（2006–9）のサイトでは，Cohen の基準を「T シャ
ツ効果量」とすら述べている （“small” “medium” 
“large” なので）。結局は，Cohen の基準に限らず，
無批判に何かを利用することをやめましょう，と
いうメッセージになるわけだが，それはそれで研
究遂行にマイナスにも思われる。Lenth（2001）
も述べるように，結局は，多くの実践的状況にお
いて，サンプルサイズは非統計学的基準に大部分
依存するわけであり，その意味でも，各研究者が
ローカルに判断していかなくてはいけない。しか
しながら，それは正論にしても，判断基準を各研
究者に委ねるべきという見解が広まれば，ますま
すもってサンプルサイズ設計が広がらないよう 
な気もする。Cohen 自身，大中小の指標の呈示に
ついて慎重であったが（Cohen, 1988），後世の 
研究者が「基準」 とし広く流布していった。同様
のことは p 値についても言える。つまり，Nuzzo

（2014） が 述 べ る よ う に，1920 年 代 に フ ィ ッ

表3　dとr， およびU1， U2， U3との対応関係 （Cohen （1988） 
の Table 2.2.1 をもとに作成）

効果量 d U1 U2 U3 r

小 0.2 14.7 54.0 57.9 0.100
中 0.5 33.0 59.9 69.1 0.243
大 0.8 47.4 65.5 78.8 0.371
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準偏差の 3 分の 1 までの違いは同等とみなすこと
があるので，33% という値の設定は，恣意的な
面もあるとはいえ，一つの目安となり得る。

一方で，有意水準の 5% 自体にも議論があるこ
とにも触れておく。Benjamin et al. （2017） は，新
奇な発見の際にはという条件付きではあるが，慣
例の 5% 水準を 0.5% にすべきであるという意見
を表明している。Benjamin et al. （2017） の著者は
多人数からなり，そこに心理学者は含まれるもの
の，心理学者の意見というわけではないが，一つ
のブレークスルーとも言えるかもしれない。ただ
し，万が一 0.5% 水準が慣例になれば，結局のと
ころ何が起こるかと言えば，サンプルサイズの確
保合戦であろう。先行研究との有意水準の相違か
ら，再現可能性の問題も発生するだろう。そして
何より，有意水準を変えたところで，結局は p 値
の範囲内のことであるから，p 値を用いている以
上，統計的仮説検定をめぐる事情は改善しないだ
ろう。Trafimow et al. （2018） も多人数の，それも
ベイズ的アプローチを好む著者からなる論文であ
るが，Benjamin et al. （2017） に対して明確に反対
の立場を表明している。

ともあれ，値の設定には，各研究者の考え方が
あるわけだから，究極的には，各自が自由に設定
し，サンプルサイズ設計をすればよい。しばしば
用いられる有意傾向という語についても，変なあ
がきをせず，10% 水準として研究を遂行すれば
よい。孫 （2010） も，検定は白か黒かの二分法で
あり，グレーゾーンは存在しない，単に「有意

（p< .10）」 と書けばよいと述べている。一方で，  
p 値そのものを書く立場もあるわけだが，有意水
準の事前設定をめぐる議論については，山田・村
井（2004）などを参照されたい。

サンプルサイズ設計に話を戻すと，検定力，そ
して慣例があまりにも定着している有意水準につ
いても，各自が，各自の研究手法，領域に基づき
設定し，そのことを論文に記しつつ，サンプルサ
イズを導出する必要がある。論文の著者には，検
定力，有意水準の設定についてもっと自由度を持
たせ，一方の査読者はそれを許容するような文化
の醸成が必要だろう。慣例に従わずとも，根拠が
あるならばそれでよいのではないか。もちろん学
問の作法は重要であるが，特に明確な根拠のない
慣例に無批判に追従し続けることは，学問的態度

効果量について二点補足しておきたい。第一
に，先に Cohen の基準の有用性について示唆した
ことと矛盾するようなことを書くが，各研究領域
固有の事情があるので，Cohen の基準に必ずしも
がんじがらめになる必要はないとも考えている。
心理学の隣接領域（第二言語習得） になるが，
Plonsky and Oswald （2014） は，同領域についての
メタ分析の結果，大中小として，1.00， 0.70， 0.40
という Cohen の基準よりも大きい値を呈示してい
る。大中小として，心理学者にはむしろしっくり
くる値かもしれないが，この基準に従えば，所与
の検定力を得るために必要とされるサンプルサイ
ズはより小さくなる。多様な領域をそのうちに含
む心理学であるから，一律に Cohen の基準に従う
のも，考えてみれば不自然なことである。将来的
に，領域固有の基準を作成する必要性がある。心
理学内で複数の基準があってよい。第二に，
Cohen （1988） の Table 2.2.1 の U1， U2， U3 に つ い
て，Grice and Barrett （2014） は，分布の重複部分
を考慮した算出方法を用い，改訂版の表を呈示し
ていることについても触れておく。

4.4　検定力，有意水準をめぐって
効果量については上述の通りであるが，あとは

検定力と有意水準である。一般的には，Cohen の
慣例である 5-80 ルールに従うのが通例である。
5% についてはさておき，検定力については 80%
という慣例（Cohen, 1988） がしばしば適用される
ものの， より大きな値が推奨される局面もあろ
う。実際，心理学領域ではないものの，Cashen 
and Geiger（2004） は，検定力として 95% を推し
ている。5-80 のように，α は β の 4 倍の慎重さが
必要だろうというのも，明確な根拠があるわけで
はないので，5% は固定として，各研究領域にお
いて，検定力の方はやや幅を持たせて設定する必
要もある。

オリジナルな研究なのか追試研究なのかという
違いも検定力を規定する。Simonsohn （2015） は，
追試研究の遂行において，オリジナルの研究で有
意だった場合，検定力として 33% の値を設定す
ることを提言している。33% というのはすなわ
ち 3 回に 1 回ということであるが，石井（2005, 
2014）の非劣性マージン，同等性マージンの説明
にあるように，母平均の差についての議論で，標
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て，precision for planning （Cumming, 2014）， ある
いは AIPE （accuracy in parameter estimation; Kelley 
& Maxwell, 2012） と言われることもあるが，すべ
て同じことを指している。これらが目指すところ
は，信頼区間の幅をどの程度にしたいかという観
点からのサンプルサイズ設計である。

サンプルサイズが大きければ大きいほど信頼区
間の幅は狭くなるわけであるが，信頼区間の幅
は，サンプルサイズとともに標準偏差の大きさに
も依存する。この場合，標準偏差の値がいくつの
ときに，信頼区間の幅をいくつにしたいか，とい
う観点からサンプルサイズ設計が可能である。例
えば，対応のない 2 つの平均値差に関する t 検定
について，信頼区間に基づくサンプルサイズ設計
をするとする。ここでは簡便のため，石井（2005）
を利用してみる。仮に各群の標準偏差が 0.5 と見
積もられ，平均値差の 95% 信頼区間の幅を ±0.1
程度にしたければ，各群のサンプルサイズは 190
と表から読み取ることができる（石井（2005）に
記載されている表 3-②をご覧いただきたい）。 
2 つの平均値差に関する t 検定を実行する場合，
各群 200 弱とれば，95% 信頼区間の幅が ±0.1 程
度になり，精度が高い結果が得られることが分 
かる。

以上では標準偏差の値を設定しているが，実際
には，効果量の設定以上に，標準偏差の設定は困
難という印象である（追試研究であれば，直接的
な先行研究における標準偏差の値が利用可能なの
で，その値と望まれる信頼区間の幅をもとにサン
プルサイズ設計を行えばよい）。そこで，信頼区
間の幅，標準偏差の値そのもの，という絶対的な
値を用いたサンプルサイズ設計ではなく，信頼区
間の幅と標準偏差の値の相対関係，つまり，信頼
区間の幅（実際には半幅を用いることが多い）が
標準偏差に占める割合，という相対的な値をもと
にしたサンプルサイズ設計が実行可能である。

ここでも実例として，対応のない 2 つの平均値
差に関する t 検定について考える。信頼係数を
95%として， Rにて計算した結果は表4のようにな
る （実際のスクリプトは，石井 （2017） を参照）。

なお，石井 （2017） は，平均値に関する研究に
おいて，半幅の設定として特に明確な基準がない
場合には 0.5 （標準偏差の 0.5 倍） にしておく， と
いうのが一つの選択枝であると述べている。統計

だとは思えない。まずは研究者それぞれの立場に
委ねたサンプルサイズ設計がなされ，成功事例，
失敗事例などいくつものケースが蓄積された段階
で初めて，最適なサンプルサイズ設計の方向性に
ついての議論が開始できるのではないか。現在
は，そもそもその段階に達していない。

4.5　信頼区間に基づくサンプルサイズ設計
サンプルサイズ設計と言えば検定力分析に基づ

くサンプルサイズ設計がメジャーである。しかし
ながら，検定力分析に基づくサンプルサイズ設計
については，否定的見解も散見される（吉田，
2014 など）。否定的な意見として想定される主な
ものとしては，そもそも効果量の推測がつくので
あれば研究をする必要がない，検定力の設定が恣
意的，仮説が支持されるべく検定力を設定する不
自然さ，あたりであろう。ただし，そうした異論
があるからと言って，適当にサンプルサイズを設
定し，有意性検定の結果をもとにものを言ってよ
いということにはならない。検定力に基づくサン
プルサイズ設計をすることと，何の根拠もないサ
ンプルサイズで研究することのどちらがより恣意
的かといえば，後者であることは疑いない。とも
あれ，検定力分析に基づくサンプルサイズ設計に
違和感がある場合には，信頼区間に基づくサンプ
ルサイズ設計が薦められる。ただし，当該研究に
おいて推定をより重視する場合ということにな
る。統計的推論として，検定に重きを置くか推定
に重きを置くかということについて言えば，心理
学研究全体として見れば検定優勢だと思われる。
そのこともあり本稿では統計的仮説検定に依拠し
ているが，そもそも推定についてももっと目を向
ける必要があろう。繁桝・大森・橋本（2008） も
指摘するように，実験前の予備的研究や，実験が
できない調査データから推論する場面など，検定
よりも推定の方が意味のある研究場面もある。心
理学界全体として推定に注意が行くことで，信頼
区間に基づくサンプルサイズ設計が自然となされ
るようになり，それが検定の方にも影響し，検定
力分析に基づくサンプルサイズ設計もなされ始め
るという好循環が期待されるかもしれない。

さて，信頼区間に基づくサンプルサイズ設計
は， 日本語では正確度分析（precision analysis） と
言われることもある。さらに， 同様のことについ
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計の利用が増えてもよいだろう。
以上，サンプルサイズ設計の実際として，検定

力分析に基づく方法と信頼区間に基づく方法につ
いて説明した。Inoue et al. （2005） の定式化の通
り，いずれも何らかの基準を満たすためのサンプ
ルサイズを導出するものである。これを反対に考
え，これこれのサンプルサイズの場合何を言える
かと考えることもまた，サンプルサイズについて
考えることである （Parker & Berman, 2003）。

5．慣例に基づく 
サンプルサイズ設計のために

以上のように，計算を伴うサンプルサイズ設計
に敷居の高さを感じるケースは多いだろう。その
場合，先行研究など，慣例に基づく方法がある。
ただし，これは方法と言えるものではないかもし
れない。しかしながら，何も参考にしない，完全
に恣意的なサンプルサイズの設定よりははるかに
よい。サンプルサイズについて少しでも意識化す
ることの必要性を感じるため，本セクションを設
ける。

慣例に基づくサンプルサイズ設計として，まず
山内（2017） による労作を参照したい。山内

（2017） は，社会心理学領域における国内外の研
究を概観し，サンプルサイズについて集計した。
結果は表 5 の通りである。山内（2017） の集計は
社会心理学領域であるが，鈴川・豊田（2012） で
は，日本心理学会の研究部門ごとに集計がなされ
ているので，これも参考になるだろう。

以上は，基本的には一時点での集計であるが，
心理学研究におけるサンプルサイズの経年変化は
どうだろうか。サンプルサイズというより，検定
力の経年変化であるが，杉澤（2011） は，杉澤

（1999） と比較し，10 年間の変化として，検定力
が顕著に上がっていることを報告している。その
点について，単にサンプルサイズが大きくなって
いるからでは，という考察を加えている。

海外に目を向けると， Marszalek et al. （2011） は，
過去 30 年の心理学研究におけるサンプルサイズ
について検討している。APA のトップジャーナ
ル 4 誌について，1955， 1977， 1995， 2006 の年ご
とのサンプルサイズの平均値・中央値は，1955
年が平均値 180.49・中央値 59.95， 1977 年が平均

的仮説検定で言えば，半幅が 0.5 以上のとき有意，
以下の場合有意でないということに相当する。信
頼区間に基づくサンプルサイズ設計が検定力分析
に基づくサンプルサイズ設計に優越する点として
は，このように「とりあえずの設定」が便利であ
るということがある。石井（2017）にもあるよう
に，相関係数であれば，よく分からないときはと
りあえず 0 としてサンプルサイズ設計をすればよ
いわけである。この場合，信頼係数 95%，半幅
を 0.2 とすると，サンプルサイズは 97 と算出さ
れる（石井 （2017） に記載されている表 3.4 をご
覧いただきたい）。つまり，約 100 名とっておけ
ば半幅が 0.2 におさまるということである。検定
力分析に基づくサンプルサイズ設計であれば，と
りあえず効果量を 0 にするというのはおかしな話
であるから，こうはいかない。

計算方法であるが，上述のようにRでスクリプ
トを書くという方法に加え， RのMBESSパッケー
ジ（Kelley, 2018）を引用する方法もある。

サンプルサイズを計算するためのツールには，
全体的に検定力分析関係が多い印象だが，先に紹
介した芳賀 （2004） は，検定力分析に基づくサン
プルサイズ設計に加え，信頼区間に基づくサンプ
ルサイズ設計にも対応している。また，ここにお
いても，以上のように，実際に計算する以外に，
すでに用意された図表にもとづいてサンプルサイ
ズを読み取る方法もある （石井， 2005, 2014, 2017）。

Maxwell, Kelley, and Rausch（2008）も述べるよ
うに，AIPE によるサンプルサイズ設計は今後ま
すます重要になっていくだろう。Cumming（2014）
も AIPE について precision for planning と表現して
いるが，同様に推している（25 のガイドライン
のうちの 24 番目に登場する）。検定力分析に基づ
いたサンプルサイズ設計が相対的に多いのは，一
つには Cohen の影響があると思われるが，昨今の
サンプルサイズ上昇（杉澤，2011） を考えても，
統計的推論として推定を重視し（後述する），そ
れに伴って，信頼区間に基づくサンプルサイズ設

表 4　信頼区間に基づくサンプルサイズ設計の実例

半幅 各群の n 両群合計の n

1.0 9 18
0.5 32 64
0.2 194 388
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設計に向かわせる上で有用であるが，そんな情報
は必要ない，必要なサンプルサイズについては自
分の頭の中にある，と考える方もいるかもしれな
い。そこで，その頭の中にあるサンプルサイズに
関する経験則を，文字として著す必要性について
主張したい。少なくとも量的研究遂行経験を一定
程度有する教員であれば，サンプルサイズの見積
もりを暗々裏にしていることが多いだろう。実際
に，指導教員にサンプルサイズを尋ねたところ，
これくらいにすればよいと言われたという経験が
ある方も多いのではないか。実際，かの Cohen 自
身も，学生時代，群比較をするときの適切なサン
プルサイズは各群 30 であると習ったと述べてい
る （Cohen, 1990）。また，第一著者は，動物心理
学においては，群間比較の場合おおむね各群 6～
8 個体という経験則があると聞いたことがある。
実際には各群 10 個体超確保して，何らかの理由
で減って 6～8 になるケースが多いということで
ある。研究領域として，サンプルサイズは一桁台
という共有認識があるようだが，動物心理学でサ
ンプルサイズについて言及されている文献はまっ
たく見当たらない。澤・栗原 （2016） は動物心理
学におけるサンプルサイズについて述べている
が，経験則や相場については触れられていない。
Perone （1991） には，対応ありの場合には 3～4 個
体という記述が見られるが，こうした記述の存在
は稀である。この背景には，ラットやマウスは遺
伝的・環境的要因が個体間でかなりそろってい
る，つまり近交系であり，未学習の状態であるの
で，個体差の小ささゆえサンプルサイズを小さく
抑えられると考えられていることがあるとも聞い
た。また，検定を用いなければ結果を出せないよ
うな実験はそもそも好ましくなく，小さなサンプ
ルサイズに基づき，巧みに統制された実験にて得

値217.96・中央値48.40， 1995年が平均値211.03・ 
中 央 値 32.00， 2006 年 が 平 均 値 195.78・ 中 央 値
40.00 であった。なお，いずれも 4 誌全体として
見た場合であり，実際には掲載誌による差がある

（原典には掲載誌別の集計結果の表もある）。上記
の対象年を見ると，サンプルサイズ設計の必要性
など，心理学研究遂行上の各種ガイドラインを 
呈示した Wilkinson and the Task Force on Statistical 
Inference APA Board of Scientific Affairs （1999） の刊
行年を挟んでいることが分かるが，本稿の影響力
は小さく，サンプルサイズは変わっていないこと
が示された。事態は変わりにくいことを改めて確
認する結果である。

上記のような，サンプルサイズについて広範に
集計を行った論稿以外としては，メタ分析の論文
にも，必然的に過去のサンプルサイズの情報が含
まれるので，当該のテーマに限定されるが，その
テーマでのサンプルサイズの平均的な値について
知ることができる。

また，慣例とは異なるが，追試研究の場合，直
接的な先行研究をもとにサンプルサイズ設計をす
るというのは非常に現実的である。Galak et al.

（2012） は，かの超能力論文 Bem （2011） の直接的
追試であり，超能力の存在を否定している。Bem

（2011） のサンプルサイズをもとにサンプルサイ
ズ設計を行い，論文中に各実験のサンプルサイズ
設計について記述されている。停止規則について
も明示されている（ちなみに，Galak et al. （2012） 
ではベイジアン t 検定が用いられている）。この
ように，追試研究のサンプルサイズ設計の実現可
能性は高いだろう。

以上のように，先行研究のサンプルサイズをも
とにサンプルサイズ設計を行うというのは，何よ
り，まず心理学者の目を研究前のサンプルサイズ

表 5　社会心理学研究におけるサンプルサイズの実態（山内 （2017） より作成）

「社会心理学研究」と 
「実験社会心理学研究」

Journal of Personality  
and Social Psychology

調査 実験 調査 実験

研究数 87 92 147 267

サンプルサイズ

最小値 52 20 25 29

最大値 3,482 372 1,666 1,129,334

中央値 278 72 124 200
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Poitevineau and Lecoutre （2001） も同様の研究を行
い，崖効果に個人差があることを見出し，Lai 

（2010） は，信頼区間についても併せて検討し，
ここにおいても個人差が見出された。

上記の研究はいずれも，p 値から自信を尋ねて
いる，つまり仮説の確率について問うている点で
違和感はあるものの，p 値をめぐる研究者の意識
について知ることができる。同様にして，サンプ
ルサイズをめぐる研究者の意識について検討する
必要があろう。具体的には，上記の Lai （2010） 
は心理学者に架空のシナリオを呈示しており，ま
た古くは Tversky and Kahneman （1971） にも，研
究者に対し架空の事例を呈示し，サンプルサイズ
はどのくらいがよいか尋ねた調査に関する言及が
ある。このように，心理学者に各事例についてサ
ンプルサイズの見積もりを求める質問紙調査を 
実施することは有用である。その結果には，サン
プルサイズについての心理学者の信念が現れるは
ずである。その結果と，先ほどの山内（2017），
Marszalek et al. （2011） などの集計結果，すなわち
現実との一致・不一致を検討することは興味深
く，意義ある試みである。不一致があれば，心理
学者が考えているほどサンプルサイズが大きくは
設定されていないのが現状である，といったこと
が分かるのである。

なお，上記研究に先立ち，心理統計学の教科書
について分析をしておくことが望ましい。指導教
員のアドバイスとともに，教科書に書かれている
ことが，研究者のサンプルサイズ設計に影響する
からである。教科書を分析し，その中でどのよう
に統計的仮説検定が扱われているか検討する必要
があろう （Gliner, Leech, & Morgan, 2002；井上・
佐藤， 2015）。本邦において，心理学およびその
隣接領域における統計学の教科書にて，サンプル
サイズ設計について書いてある本としては，芝・
南風原（1990），石井（2005, 2014） などが挙げら
れるが，少ないという印象である。

6．サンプルサイズをめぐる気になる実践

以下，サンプルサイズをめぐって，問題がある
と思われる，気になる実践を 2 つ挙げて，それぞ
れに関連する事項について述べておきたい。

第一の実践として挙げたいのは，サンプルサイ

られた結果は最低限の記述的処理だけで十分説得
的であり，検定なしに説得的なデータを示そうと
いう信念が見え隠れする。これは動物心理学に
限った話ではなく，第二著者は，美しい結果は検
定など行うまでもなく明らかな差であるという話
を知覚心理学の研究者から聞いたことがある。確
かに，ミュラー・リヤー錯視の錯視量は明らかに
ゼロではなく，記憶の系列位置曲線は検定を行う
までもなく序盤と終盤の再生率が高いことに，疑
いを挟む人はいないであろう。検定が席巻する心
理学研究全体において，検定に過度に頼らないと
いう態度は重要に思われる。話を戻すと，サンプ
ルサイズについて，概ねこの程度という感覚が存
在している領域でも，職人芸・名人芸・伝統芸の
世界に閉じ込めておくのではなく，書籍でも論文
でも構わないので，可能な限り明文化していく必
要があると考える。もちろん，これは心理学全体
に言えることである。

以上，心理学者の頭の中には，サンプルサイズ
についての慣例がすでに一定程度あり，それが，
時に明文化されずに伝達されている面がある。そ
こで，心理学者が経験的に知っている，サンプル
サイズに関する慣例の構築を，研究として実施す
る必要があると考える。心理学者によるサンプル
サイズの見積もりについての研究である。サンプ
ルサイズについて慣例が存在するということは，
心理学者が抱くサンプルサイズについての信念が
あるわけで，その信念に研究としてアプローチし
ようということである。また，その信念，つまり
心理学者の感覚と，そのサンプルサイズについて
統計的仮説検定を行った場合の結果との対応関係
を見る研究などにも価値があるだろう。この点に
ついて直接的に検討した研究は見当たらないが，
関連する研究として以下のものがある。

Rosenthal and Gaito （1963） では，教授陣，院生
を対象に質問紙調査を行い，14 個の p 値につい
て，n=10 と n=100 の場合の研究結果に対する自
信について検討している。続いて，Rosenthal and 
Gaito （1964） では，崖効果（cliff effect） について
さらなる検証が行われ，5% と 10% の間に自信の
大きな落下がある（崖がある）と心理学者が認識
していることが明らかにされている。これは，
5% 水準ということがいかに心理学者に刷り込ま
れているかということを意味する。時は流れ，
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ことに動機づけられ，また誤差の少ない実験をす
るというような形で効果量に留意する必要があ
る。サンプルサイズの小ささに何らかの価値を置
くことは危険である。

なお，「小さいサンプルサイズを用いて，有意
差を出さない」という （逆の）方針の研究もある。
前掲の Bem （2011） の追試として，今村・釘原

（2016） は，Bem （2011） が示した超能力の存在，
つまり有意差というのは第 1 種の誤りだというこ
とで，サンプルサイズをあえて小さく抑えて追試
を行っている。この場合，どこまで小さくするの
か，という点について根拠を持ってサンプルサイ
ズ設計をすることが望ましいが，あえてサンプル
サイズを小さくする研究実践については懸念もあ
る。文脈は異なるが，星野・岡田・前田（2005）
は，構造方程式モデリングにおける尤度比検定に
ついて，サンプルサイズをあえて小さく抑えるこ
とで自分のモデルが棄却されないようにできてし
まう懸念について触れている。こうしたサンプル
サイズ設計の諸問題は，結局は根拠次第である。
あえて大きくするのも小さくするのも，本質的な
問題は変わらないかもしれないが，大きくすると
いう方向性については推定の精度が向上するとい
うメリットがあるという点で違いがある。

なお，サンプルサイズが小さい場合，澤・栗原
（2016） では，効果量の大きな現象を扱うという
方策を挙げている。これは，動物心理学ではあり
得る方向性だとは思うが，心理学の他領域では，
研究対象が効果量の大きなものに限定されてしま
う懸念がある。サンプルサイズが小さい研究が効
果量の大きな現象を選択的に検討するという状況

（大久保・岡田，2012） を避けるためにも，やは
りサンプルサイズは大きいほど望ましいという結
論に帰着する。有意な結果ばかりが報告され，ま
た，効果量の大きな現象ばかりが報告されるとい
う出版バイアスは避けたい。鈴川・豊田（2012）
は，効果量の大きな領域でサンプルサイズが小さ
く，逆に効果量の小さな領域でサンプルサイズが
大きい傾向にあることを見出している。

以上，サンプルサイズが小さいことのデメリッ
トについて焦点化したが，サンプルサイズが小さ
いときに統計的仮説検定をしてはいけないと主張
しているわけではない。統計的仮説検定の有効性
は，むしろサンプルサイズが小さいときにこそあ

ズが小さいことを逆手にとり，サンプルサイズが
小さい状況にて有意な結果が得られた場合，サン
プルサイズの小ささというハンディがあっても有
意だったということで，大きくものを言うケース
があるが，それは危うい言明である，ということ
である。石井（2014）も指摘するように，そもそ
もサンプルサイズが小さいと推定精度が落ちるか
らである。

対応のない t 検定を行う場合を例として考え
る。サンプルサイズが 3 ずつの 2 群で平均値差の
検定を行い，t(4)=2.78で辛うじて有意 （p= .0498）
になったとする。3 ずつというサンプルサイズは，
0.8 という大きな効果量でも検定力が 12% にしか
ならない。それにもかかわらず有意になった差と
いうのは，どれほどのものであろうか。確かに標
本効果量 （標本標準化平均値差） に直すと d=2.27
という非常に大きなものである。だが，母平均と
母分散に無情報事前分布を仮定して母集団効果量

（母標準化平均値差）のベイズ事後分布を計算す
ると，母集団効果量が 0.2 より小さい事後確率が
2.1% ある。つまり，母集団では効果量が「小効
果量」よりも小さい可能性が 2.1% あることにな
る。また，このベイズ事後分布では，母集団効果
量がマイナスになる事後確率も 1.4% ある。つま
り，母平均の大小関係が，標本平均の大小関係と
逆である可能性が 1.4% あることになる。参考ま
でに，母集団効果量のベイズ事後分布の 95% 確
信区間（credible interval）を求めると，［0.27, 5.17］
となる。この区間を見ると，仮に「顕著な差が検
出できた」と結論づけたところで，母集団におけ
る差の効果量は （0.27 というように）それほどで
もない可能性があることを示唆していると言える
だろう。

なぜ大きくものを言うのか， その背景には， 人間
の持つ “小 （少） 数の法則” （Tversky & Kahneman, 
1971） もあろう。人間は，小さなサンプルサイズ
を意外に「信頼」する傾向にある。一方，大きす
ぎるサンプルサイズでは実質的に無意味な差が有
意になるということがあるわけで，結果として，

「適度」なサンプルサイズが求められることにな
り，ここにサンプルサイズ設計の出番がある。

ともかく，研究者が「小さいサンプルサイズで
有意差を出す」ことに動機づけられるのは好まし
くなく，基本的にはサンプルサイズを大きくする
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・ ここで有意な差が得られなかったのは，サンプ
ルサイズ （n=7） の小ささによるものと考えら
れる。そこでサンプルサイズに影響されない効
果量（Cohen’s d）に注目すると…

・ …実質的な差はあると考えられ，サンプルサイ
ズを大きくすれば有意な結果が得られる可能性
が示唆される。大久保・岡田（2012）は，統計
的有意性と臨床的意義について，サンプルサイ
ズが小さい場合は「臨床的には重要な効果が，
統計的には有意とはならないこともあり得る」

（p. 14）と述べている。そのため，今後はサン
プルサイズを大きくして確認することが必要で
あろう。

・ 検定で差が見られなかったのは，サンプルサイ
ズ（n=7）が小さいことも影響していると考え
られるため，結果の解釈には慎重になる必要が
ある。サンプルサイズに影響されない効果量に
注目した場合には，…

・ ただし，サンプルサイズの小ささに由来する統
計的問題が残り，解釈には慎重になる必要があ
る。そのため，今後はサンプルサイズを増やし
て確認していくことが望まれる。

とサンプルサイズの件について繰り返し言及し，
サンプルサイズが十分でなかった点について，効
果量で挽回しようとしていると思われる。気持ち
は分かるが，そうは問屋が卸さない。というの
も，効果量の信頼性が，小さなサンプルサイズに
よって低下するからである。論文に記された平均
値差，サンプルサイズ，t 値をデータとし，差得
点の母平均および母分散に無情報事前分布を仮定
して，母集団効果量のベイズ事後分布を求める
と，母集団効果量の絶対値が 0.2 に満たない事後
確率は 14.4% となり，マイナスである事後確率は
7.6% となる。これはすなわち「母集団では効果
がほとんどない可能性が 14.4%」「母平均の大小
関係が標本平均と逆である可能性が7.6%」と言っ
ていることになる（参考までに，このベイズ事後
分布で母集団効果量の 95% 確信区間を求めると

［–0.22, 1.42］となる）。検定で差が見られなかっ
たのは，「サンプルサイズ （n=7） が小さいことも
影響していると考えられる」が，「母集団で効果
が小さいことも考えられる」と言える。結局，サ
ンプルサイズの小ささというデメリットは，どう

るとも考えられる。有意でなかった場合にこそ，
安易な解釈に走るのを防ぐことができるからであ
る（芝・南風原，1990）。一方，大きすぎるサン
プルサイズにおいて統計的仮説検定はほとんど意
味をなさないので，この場合は推定が適用される
べきだろう。問題はサンプルサイズが大きすぎ
ず，小さすぎずの場合である。心理学では，この

「中庸」のゾーンに当たる研究が多いのではない
か。サンプルサイズが小さい傾向にある実験と，
大きい傾向にある調査が，ともに頻繁に使われる
ことに起因するだろう。サンプルサイズが小さい
場合には検定に分が，大きい場合には推定に分が
あり，中庸の場合はともに有効である（表 6）。
にもかかわらず，どんなサンプルサイズにおいて
も統計的仮説検定一辺倒であるというのが現状で
あろう。何をもって大中小と判断するかについて
は，前に引用したような，過去の心理学研究のサ
ンプルサイズを概観した研究が参考になろう。

「中庸」は境目であるわけなので微妙な位置づけ
にあるが，ひとまずは，検定と推定の両方の視座
を持っておくべきだろう。なお，手元のサンプル
サイズをもとに，検定か推定かという統計的推論
の適用を判断するという「逆の」方向性もある。
先に引用した Parker and Berman （2003） と同様の
視点とも言える。

第二の気になる実践としては，小さなサンプル
サイズを効果量で挽回しようとする試みが挙げら
れる。サンプルサイズが不十分なとき，その代替
手段として効果量について言及されることがあ
る。サンプルサイズの小ささゆえに有意にならな
かったが効果量を見ると，といった論の展開であ
る。こうした論考には時々出会う。例えば，加
地・関谷・鎌田（2014）を挙げる。加地ら （2014）
では，風景構成法の教示による箱庭について，生
理指標を用いて検討しており，心拍変動について
は男性 7 名を分析対象としている。結果について
以下のような記述がなされている。以下，サンプ
ルサイズに関係する部分のみ，抜き書きする。

表 6　サンプルサイズの大きさ別に見た統計的推論 
の優位性

サンプルサイズ
小 検定＞推定
中 検定・推定
大 検定＜推定



心理学評論　Vol. 61, No. 1

— 132 —

ている。とにかく事前に何らかの根拠に基づきサ
ンプルサイズを特定し，それを論文に書くことだ
と考える。ただ n だけ書くという現状から脱する
必要がある。

研究開始前に，サンプルサイズ設計を計算に基
づいて行うことに敷居の高さを感じるのであれ
ば，まずはサンプルサイズに注意を向けるところ
から始めればよい。研究計画時，そしてデータ収
集時，このサンプルサイズでは何となく少なすぎ
る感じがする，といった感覚を抱いた経験をした
人は多いだろう。その感覚を，より明確に意識す
るのである。何となくの感覚に，可能な限り研究
上の裏付けを求める。できれば計算をしたり図表
から読み取ったりという作業を期待したいが，そ
うでなくても，例えば同様の先行研究からすると
やや少ないと判断したので，これこれのサンプル
サイズにしたというように，サンプルサイズ設計
に少しでも意識を向けるべきである。

統計的仮説検定を行うのであればサンプルサイ
ズ設計をしなくてはならないという主張は，実の
ところあまり現実的ではないように思われる。事
前のサンプルサイズ設計をし，そのサンプルサイ
ズを確保してデータを収集する，という理想形に
従わなければならないと主張するのは，現実を考
えると酷である。実際には，諸般の事情でそう理
想的に事が進むわけではない。そこで一歩下がっ
て，まずは恣意的ではないサンプルサイズを，そ
のために，論文中で，そのサンプルサイズになっ
た理由を可能な限り言語化するように努めようと
主張しておきたい。前述した通り，言語化されれ
ば，その研究で仕方なくそのサンプルサイズに
なったのか，本当はこれこれの理由でいくつにし
たかったのだがこれこれの理由でこれこれに落ち
着いた，などの説明があれば，後続の研究のサン
プルサイズ設計に役立つ。そもそも，圧倒的多数
の論文は，ただドライにサンプルサイズが記され
ているだけであり，読者はそのサンプルサイズ
が，著者が理想的だと思っているのか不本意なの
か，まったく読み取ることができないのである。
もっとも，そのドライな記述の中に著者が透けて
見えるという面はある。例えば，小学校～高校が
対象のデータで数千のサンプルサイズであれば現
場にツテのある人であることが推測される。サン
プルサイズについてのドライな記述に，著者の人

にも補うことができない（限られたサンプルサイ
ズの中で，実験や調査の精度を高めるなどの工夫
はもちろん可能である。澤・栗原（2016） にも該
当する記述がある）。この点は，信頼性が低い尺
度間の相関を検討して考察をいくら加えたところ
で，尺度の元の質が悪いからもうどうしようもな
い，といったことに似ている。加地ら（2014）の
言うように，「サンプルサイズの小ささに由来す
る統計的問題が残り，解釈には慎重になる必要が
ある。そのため，今後はサンプルサイズを増やし
て確認していく」ことが望ましい。

以上，問題があると考えられる実践として，2
つの事例を挙げた。いずれも，サンプルサイズが
小さい場合のデメリットとして，有意になりにく
い，ということのみに意識がいき，値の精度，信
頼性に意識が行っていないという点が共通するだ
ろう。その意味で，検定力分析に基づくサンプル
サイズ設計よりも，信頼区間に基づくサンプルサ
イズ設計の方について，心理学界全体としてより
テコ入れしていく必要もあるかもしれない。

7．結　語

本稿を書いたからといって事態が変わるという
ことは考えられない。著者らはこれまでサンプル
サイズについていくつか書いてきているわけだ
が，サンプルサイズの関係の主張が一つ増えたに
すぎない。本稿も，取り立てて，何か特別に新し
い主張をしているわけでもないだろう。

今後どうなっていくのか。サンプルサイズ設計
はきっと多くはなされまい。いざ研究計画を立て
る際，サンプルサイズ設計をすることは，おそら
く面倒なのだろう。しかし，なぜそのサンプルサ
イズなのか，事情説明の記述をすることは有益で
ある。私的な事情であれば書きにくいが，できる
範囲で書くことは可能である。そして，研究立案
時には，（先に Lenth （2001） を引用したが）非統
計学的観点でもよいので，サンプルサイズの事前
設定をするのである。Cumming （2014） は，「新し
い統計（New Statistics）」の方略として 8 つのス
テップについて述べているが，その第 3 ステップ
は，「サンプルサイズを含め，自分の研究のでき
るだけ多くの側面について事前に特定せよ，事前
に十分に特定された研究がベストである」と述べ
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されているが，今も走っている」と言っているの
を聞いたことがあるが，そこに廊下がある限り 
子どもは走る。そこに p 値がある限り，心理学者
はそれを参照する。フィッシャーの時代からほぼ
100 年である。

以上，統計的仮説検定が今後もあり続ける一方
で，ベイズ的アプローチは徐々に増えていくだろ
う。しかし，せいぜい頻度論と半々程度になるの
ではと思われる。今後は，結果において併記が増
えるのではないか。例えば t 検定であれば，頻度
論の場合とベイズ的アプローチの場合，両者の結
果の併記である。しかし，こうした記述の仕方は
多分に儀礼的である。効果量の推奨が始まって以
降，統計的仮説検定の結果に，効果量を添えてい
る論文が増えたが，実のところ，アクセサリー的
であることも多いと踏んでいる。なぜなら，その
効果量をもとに何かしら論じているケースが少な
いからである。この効果量を添えることと同様，
頻度論の場合とベイズ的アプローチの場合双方の
結果が儀礼的に併記されるのではという未来予測
である。

最後に，サンプルサイズ設計は，研究における
あくまで一つの局面にすぎないことについても認
識しておく必要がある。そもそも，誤差を小さく
するような実験の工夫，といった，他にも多くの
着目すべき点があるわけで，研究法全体として 
いろいろな工夫をしていくのが筋である。サンプ
ルサイズ設計に過度にこだわることもまた問題 
になってしまう。先にも述べたように， Lenth 

（2001） は，サンプルサイズが限定されてしまう
場合であっても，他の側面で工夫可能であること
を述べている。

今後のサンプルサイズ設計，さらには統計的仮
説検定の動向を注視していきたい。
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