
第1章 確率 



1.1 標本空間と事象 

偶然をともなう実験や観測を試行という。ある試行を行った場合 

起こりうるすべての結果の集合を標本空間といい、起こりうる結 

果を標本点、標本空間の部分集合を事象という。 

 

これ以上簡単なものに分解できない最小単位の事象を根元事象と 

いう。標本空間を1つの事象とみなすとき，これを全事象という。 

 



2つの事象 ,  に対して、事象 と事象 のどちらかが起こる 

事象を   で表し、事象 と事象 の和事象という。 

 

事象 と事象 の両方が起こる事象を   で表し、事象 と事
象 の積事象という。 

 

事象 と事象 が同時に起こらないとき、 と は互いに排反で
ある、または排反事象という。 

 

事象 が起こらない事象を で表し、事象 の余事象という。 

 





例：サイコロを1回投げる試行において 

標本空間 は 

 

である。ただし， で「 の目が出る」を表すこととする。 

偶数の目が出るという事象 は 

 

と表せ，5以上の奇数の目が出るという事象 は 

 

と表すことができる。事象 と事象 は同時に起こり得ないので
排反事象であり，事象 はこれ以上分解できないので根元事象で
ある。 

 



例：赤い正四面体のサイコロと黒い正四面体のサイコロを同時に 

1回投げる試行において、 

事象 は赤いサイコロは3以上の目が出るという事象 

事象 は2つのサイコロの目の和が6になるという事象とする。 

赤いサイコロの目が で黒いサイコロの目が であるという結果 

を   で表すとき，事象 と事象 の標本点は 

 

 

 

となる。 



事象 と事象 の和事象、積事象、事象 の余事象は 

 

 

 

 

となる。 



和事象，積事象，余事象については次の等式が成り立つ。 

 

 

 

 

 

最後の等式はド・モルガンの法則という。 



1.2 確率の定義 

いま、1つのさいころを投げる試行において、1の目が出るとい 

う事象の確率を考えてみる。実際にさいころを何回か投げてみる。 

 

 

 

 

 

この表を見ると、回数が多くなるにつれて次第におよそ0.16の 

値に安定してくる様子がわかる。250000回の投げではその割合 

は       となっている。 



次に、女子の生まれる確率を考えてみよう。次の表は新生児を選 

んできて、男児と女児の出生数とその割合を抽出人数ごとに調べ 

たものである。 

 

 

 

 

 

実際、1998年から2002年に生まれた5876979人について調べ 

てみると、女児は2860580人であり、その割合は0.487となっ 

ている。 



このように、試行回数を増やしたときに、ある事象の起こる割合 

（これを相対頻度とよぶ）がある一定値に近づくとき、この値を 

その事象の起こる確率と定義することができる。 

 

この確率の定義はミーゼス (1928年) による頻度的確率という。 

 

頻度的確率の定義： 

一定の条件のもとで試行の系列を考える。はじめの 回の試行中 

事象 が  回起こったとする。試行の回数 を大きくしていっ 

たとき，比    (相対頻度) がほぼ一定の値 の近くに安定し 

てくるならば、その を事象 の確率という。 

 



ラプラスによる古典的な確率の定義 (1812年)： 

 

標本空間 が 個の根元事象から成り立っており、どの根元事象 

の起こり方も同程度に期待され、また、どの2つの根元事象も重 

複して起こることはないとする。ある事象 の起こり方の数が 

 通りであるとき、すなわち事象 に含まれる根元事象の数が 

 であるとき、1回の試行で の起こる確率を   とすると 

 

 

である。 

 



ラプラスによる確率の定義を数学的確率といい、ミーゼスによる 

確率の定義を統計的確率という。 
 

数学的確率の弱点：「同様に確からしい」という仮定に基づくも
のであるから、この仮定が成り立たない場合には数学的確率の定
義は使用できない。 
 

統計的確率の弱点：試行を無限回繰り返すことは困難なので、
「多数回」の試行で考える。この「多数回」とはどの程度の回数
を指しているのであろうか。また、相対頻度が一定値に近づかな
いこともありうると考えられる。 
 

新たな視点で確率の定義を考える必要があり、コルモゴルフ 

(1933)により公理論的な確率が定義された。 



1.3 確率の性質 

標本空間 は有限個の根元事象       から成り立ってい 

るとする。1つの標本点も含まない事象を空事象とよび、 で表 

す。事象 の起こる確率を   で表わすと、確率の定義から次
のことがいえる。 

 

 (a) 任意の事象 に対して  

 (b) 標本空間 に対して  

 (c) 空事象 に対して 

 (d)  



 (e) 

 (f) 事象   が排反事象であれば 

 
これは加法定理という。 



例：赤い正四面体のサイコロと黒い正四面体のサイコロを同時に
1回投げる試行において、 

事象 は赤いサイコロは3以上の目が出るという事象 

事象 は2つのサイコロの目の和が6になるという事象とする。 

 

        で 

 

なので、加法定理                  が成り
立つ。 



1.4 条件付確率 

事象 が起こったという条件のもとで、事象 の起こる確率を 

     で表わし、 が起こったときの の条件付確率という。 

     のとき、条件付確率を 

 

 

で定義する。両辺に   をかけた 

 

を乗法定理という。 



 を事象とすると，確率と同様に次のことが成り立つ。 

 

 (a')  

 (d')  

 (e’) 

 

例：表の出る確率が1/2であるコインを2回投げる試行において、 

1回目は表であるという事象 ，1回目と2回目の両方が表であ 

るという事象 とする。1回目は表であるとき，1回目と2回目の 

両方が表である確率    は 

 

である。 

 



1.5 事象の独立 

事象 と事象 について 

 

が成り立つとき、事象 と事象 は互いに独立であるという。 

 

乗法定理を用いると 

 

が得られ、この式は事象 が起こったということが、事象 の起 

こる確率に何の影響も与えていないことを意味している． 



例：赤い正四面体のサイコロと黒い正四面体のサイコロを同時に
1回投げる試行において、 

事象 は赤いサイコロは3以上の目が出るという事象 

事象 は2つのサイコロの目の和が6になるという事象とする。 

 

                    なので 

 

 

 

が成り立ち、事象 と事象 は独立ではない。 



1.6 独立性と等確率性 

ゆがみのない正二十面体のさいころがある。そのさいころには、 

0から9の数字がそれぞれ2面ずつ書かれている。このさいころを 

投げることによって、得られた数字の列は0，1，2，…，9のど 

の数字も等しい確率で出現するという性質を満たしている（等確
率性）。 

このようにして得られた数字の列が 

5133･･･2517□ 

であったとする。次に出現する数字□は、それ以前に現れた数字 

の列とは無関係に、0から9の各数字が同じ確率で生起するとい 

う性質を満たしている（無規則性）。 



ランダムとは、これまでにどのような数字が出現したかというこ 

ととは独立に、0，1，2，･･･，9の数字が等確率で出現すること 

の意味である。ランダムに出現した数字を乱数といい，乱数を並 

べたものを乱数列という。 

 

乱数は20世紀の代表的な発明の1つであり、調査における標本の 

抽出、複雑なモデル等について計算機シミュレーション，数学的 

には難解な推定量の良さを調べたり、仮説検定における検出力の 

大きさを調べたりすること、ブートストラップ法やニューラル 

ネットワークなどでの利用、情報セキュリティでの暗号化など、 

その利用場面は多用である。 



1.7 ベイズの定理 

ある試行によって、事象       の中のどれか1つだけが 

必ず起こるとする。いいかえれば、 を全事象として 

 

 (ア)  

 (イ)        は互いに排反  

 

を満たすものとする。 



このとき、任意の事象 は 

 

 

となる。最後の式に含まれる事象 

 

は互いに排反である。 

 

なぜならば、   のとき  と  は同時には起こり得ないの 

で、   と    も同時には起こり得ないからである。 



加法定理から 

 

 

を得る。ここで、乗法定理 

 

を上式の右辺の各項に適用すると 

 

 

となる． 

 



事象       に対する仮定(ア)、(イ)のもとで、条件付確 

率           を計算する公式を与える（    ）。 

 

 

の分子に乗法定理，分母に前ページの式を適用すると 

 

 

 

を得る。これをベイズの定理という。 

 また、           を事前確率、 

                を事後確率という。 





例1.1 
ある診療所に来た患者に対し、 を発熱という事象、 を風邪で
あるという事象、 を化膿しているという事象、 をその他の疾
患であるという事象とする。いま 

 

であり 

 

とする。発熱したときに風邪である確率は、ベイズの定理より 

 

 

 



例1.2 

ある種のガン を見出す検査法 がある。ある病院に検査に来た
人の中で、 にかかっている人の割合は3%、 にかかっていな
い人の割合は97%であることが、これまでの記録からわかって
いる。また、事象 を 

       :  にかかっているという事象 

       :  にかかっていないという事象 

とする。検査法 により、 にかかっていると判定する事象を 
とし 

 

とする。 



例1.2 

このとき、検査法 によって と判定された人が本当にガン で 

ある確率    は 

 

 

 

 

 

同様にして、         となる。 

 

 

 


