
第4章『推定』 



4.1 統計的推定の考え方 



4.1 統計的推定の考え方 

母集団分布を決定するパラメータ の推定を考える． 

（例）ベルヌーイ分布のパラメータ： 

正規分布のパラメータ： 

    の推定方法 

点推定：      をある１つの値（推定値）  で指定する方法 

区間推定： 真の の値が入る確率がある値以上と保障される 
      区間を求める方法 



4.2 点推定とその性質 



4.2 点推定とその性質 

母数 の推定をこの母集団からの大きさ の標本                に 
基づいて行う． 

点推定  

→ つまり，標本の関数である「統計量」に基づいて行われる． 
 （母数を推定するために求めた統計量を推定量とよび， 
  観測されたデータを代入した標本値を推定値とよぶ．） 

推定量の例 

・母平均  の推定量： 標本平均 

・母分散  の推定量： 標本分散 



4.2 点推定とその性質 

• 点推定の流れ 

無作為標本 

推定量 
代入 推定 

母集団 

標本抽出 

どのような推定量をパラメータ の推定量とすれば良いか？ 
（推定量の候補は多数存在する） 

問題  

※ 観測されたデータを代入して計算される推定値は，真の母数の値 
  に出来るだけ近いものが良く，推定の良さは推定量の確率変数と 
  しての性質で議論できる． 



4.2.1 不偏推定量 

不偏性  

パラメータ に対する推定量          が， 
 
 
を満たすとき，  を   の不偏推定量とよぶ． 

不偏推定量の例 

よって，標本平均 は母平均 の不偏推定量である． 

母平均 を持つ母集団に対して， 



4.2.1 不偏推定量 

(NOTE) 

① 平均的に過大・過小の推定がないことを示している． 

（不偏の場合） （不偏でない場合） 

② あるパラメータに対する不偏推定量はいくつも作ることができる 
  ため，一般的には分散が最小になる推定量を選ぶ． 



4.2.2 一致推定量 

一致性  

一致推定量の例 

よって     となり，標本平均 は母平均 の一致推定量である． 

母平均 ，母分散  を持つ母集団に対して，チェビシェフの不等式より 

パラメータ に対する推定量          が，    において 
 
 
を満たす，つまり と一致するとき，  を   の一致推定量とよぶ． 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

 尤度関数 

一般に，     の同時確率分布，すなわち 
 
 
を の関数とみなしたものを尤度関数といい， のいろいろな値に 
おける尤もらしさを表す関数とみなすことができる． 

最尤原理とよばれる「現実の標本は確率最大のものが実現した」という
仮定に基づいた推定法を考える． 

・   ：パラメータ をもつ母集団の確率関数，または確率密度関数 

・      ：この母集団からの大きさ の無作為標本 

・      ：                の実現値（標本値） 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

 最尤法 

標本値      が得られたとき，尤度関数を最大にする の値を 
推定値とする方法を最尤法，その推定値を最尤推定値とよぶ． 
最尤推定値は標本値      の関数として与えられるが，標本値を 
対応する標本       で置き換えたものを最尤推定量とよぶ． 

・最尤推定量の求め方 

対数尤度関数： 

を考えると，最尤推定量は対数尤度関数を最大にする値であり，  が 
微分可能なとき， 

の解を求めることによって得ることができる． 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

に対して，対数尤度関数は （例） 
i.i.d. 

で与えられ，  と  それぞれに関して偏微分すると 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

を       に置き換えて尤度方程式を立てると， 

となる．これより，  と  の最尤推定量はそれぞれ 

となり，  は不偏推定量と一致しないことがわかる． 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

・最尤推定量の主な性質 

①（一致性）  の最尤推定量は の一致推定量である． 

③（漸近正規性）標本の大きさ  が十分大きいとき，  の最尤推定量 
   の標本分布は正規分布で近似できる．すなわち，近似的に 

②（不変性）  の関数   の最尤推定量は  で与えられる． 
   ここで，  は の最尤推定量である． 

が成り立つ．ただし，  はフィッシャー情報量と呼ばれる関数
であるが，ここでは     を仮定している． 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

③ 漸近正規性の証明の概略（詳細は，竹村 (1991)などを参照） 

・  ：対数尤度関数 

・  ：母数 の真の値         とそれぞれ置く． 

このとき，     を   のまわりでテーラー展開すると， 

が得られる（ただし，      ）．これより， 

・・・(※) 

を得る． 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

(i) (※) の分子について 

互いに独立に同一分布に従う確率変数の和であり， 

に注意すると， 

d 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

(ii) (※) の分母について 

p より    となり， の連続性を仮定すると， p 

が得られる． 

以上，(i), (ii)より，     は漸近的に平均０の正規分布に従い， 
その漸近分散は 

∴ d が成り立つ． 



4.2.4 その他の性質 

 クラメール・ラオの不等式 

の不偏推定量  について，次の不等式が成り立つ． 

ただし，  はフィッシャー情報量である． 

母数 の不偏推定量はいくつも存在するが，分散が小さいものほど良い
推定量となる． 

→ ある不偏推定量の分散がこの下限に一致するとき，不偏推定量の中で 
  分散を最小にする推定量になっており，有効推定量と呼ばれる． 

 有効性 



4.2.4 その他の性質 

 漸近有効性 

が不偏推定量でなくても，いくつかの正則条件（     など） 

が成り立ち，等号が成り立つ推定量を漸近有効な推定量という． 

の下で次の不等式 

(NOTE) 

① 最尤推定量 については，いくつかの正則条件の下で 

が成り立つ．すなわち最尤推定量は漸近有効である． 



4.2.4 その他の性質 

 十分統計量 

もともとの標本      がわからなくとも，統計量 
がわかれば未知母数 に関する推測については情報を何も失わないと
き， を の十分統計量であるという． 

→ すなわち， 
  「  を与えたときの         の条件つき分布が， 
        に依存しない」 
 ということで定義することができる． 

 十分性 



  が の十分統計量であることの必要十分条件は，尤度関数  が 

4.2.4 その他の性質 

 分解定理 

※  が の十分統計量であることの必要十分条件は分解定理と呼ばれ， 
  以下で与えられる． 

と分解できることである． 

ここで，  と  は非負関数であり，  は を含まないものとする． 

(NOTE) 

① 推定量 が十分統計量であるとき，十分推定量であるという． 

② 十分統計量に基づく不偏推定は，最小分散不偏推定量になる． 



4.2.3 尤度関数と最尤推定量 

のとき，尤度関数         は， （例） 
i.i.d. 

のように分解できるので， は十分統計量である． 

パラメータ に関する推測を考える場合，個々の標本 
      がわからなくとも，標本平均 さえわかれば 
十分である． 



4.3 区間推定 



4.3 区間推定 

※ 推定量は確率変数であり，その推定値にはばらつきがあるため， 

推定量の値だけでなくその誤差も含めて考える必要がある． 

区間推定 

確率的に評価した一定の幅をもつ区間（信頼区間とよぶ）
を作り，その中に母数があると推定する． 



（1）   ：既知の場合  

4.3.1・4.3.2 平均の区間推定 

に対して，平均 の区間推定を考える． 
i.i.d. 

母平均μの100(1-α)％信頼区間  

・・・ (i) 

・・・ (ii) 

（2）   ：未知の場合  

ここで，       ：標準正規分布の上側100α%点  

：自由度n-1のt分布の上側100α%点  



4.3.1・4.3.2 平均の区間推定 

(NOTE)  

④            を信頼度とよぶ．一般に，信頼度が大きくなると区間の幅は 
  長くなる． 

③  は前もって与えられた定数． 
        （つまり95%信頼区間）とすることが多いが，場合に 
  よっては                     とすることもある． 

① (i), (ii)が  の95%信頼区間ということは，100回標本抽出して 
  (i)や(ii)の信頼区間を作ることを繰り返したときに，少なくとも 
    95回は   の値を含んでいるということ．   

⑤ 同じ信頼度の信頼区間では，区間の幅が短いものの方が良い． 

② 区間の両端を信頼限界とよぶ． 



4.3.1・4.3.2 平均の区間推定 

(i) 分散  が既知の場合 

より，          ． 
i.i.d. 

よって          とおくと，                   より， 

∴ 

・信頼区間の構成法 



4.3.1・4.3.2 平均の区間推定 

(ii) 分散  が未知の場合 

∴ 

とおくと，                    より，           

・信頼区間の構成法 



（1）   ：既知の場合  

4.3.3 ２標本の平均の差の区間推定 

に対して，平均の差    の区間推定を考える． 

母平均の差μ1-μ2の100(1-α)％信頼区間  

（2）   ：未知の場合  

ここで,   

i.i.d. i.i.d. 



4.3.3 ２標本の平均の差の区間推定 

(i) 分散  が既知の場合 

よって                       とおくと，                より， 

∴ 

・信頼区間の構成法 



4.3.3 ２標本の平均の差の区間推定 

(ii) 分散  が未知の場合 

このとき，                      とおくと，            より， 

∴ 

とする． 

・信頼区間の構成法 



4.3.4 母比率の区間推定 

に対して，母比率 の区間推定を考える． 
i.i.d. 

※一般に，  の推定量として，  

が用いられ，        より次が成り立つ．  

が十分大きければ，中心極限定理より近似的に  



4.3.4 母比率の区間推定 

母比率pの100(1-α)％近似信頼区間  

以下では， が十分大きい場合（    かつ       の場合）を 
考える． 

・ の      近似信頼区間は， 

→  は未知なので，         で置き換える． 



4.4 生存時間関数の推定 



4.4 生存時間関数の推定 

 生存時間データ 

例えば，出生から死亡までの時間や，疾患を治療してから再発にいた
るまでの時間など，ある開始時間から，それに続く事象が発生するま
での時間のことを生存時間とよぶ．生存時間データは，最初に観察を
始めてから，死亡や故障などの事象（イベント）が発生するまでの時
間（時点）として与えられる． 

・生存時間データを扱う場合の問題点 

① 観察開始時間が同等でないことがある． 

② 途中で観察不能が生じることがある． 

③ ある一定期間で観察を中止し，結論を出す必要がある． 



4.4 生存時間関数の推定 

・   ：生存時間を表す確率変数（非負値） 

・   ：  の分布関数，すなわち 

とする．ただし，  は  の確率密度関数である． 

生存時間解析においては，ある個人がある時点 を越えて生存する 
確率，すなわち 

に関心がある．ここで，  は生存時間関数と呼ばれ，そのグラフ
は生存曲線と呼ばれる． 



4.4 生存時間関数の推定 

※ ここでは生存時間関数の推定法を考える． 

カプラン・マイヤー法  

死亡のあった時点を         ， における死亡数を  ， 
 の直前までの生存者数を  とする． 

・   の場合： 

・       の場合： 

・       の場合： 



4.4 生存時間関数の推定 

・          の場合： 

・   の場合： 

(NOTE) 

① 打ち切りと死亡が同時点で起きたときには，死亡が先で打ち切りは 
  後で起きたと便宜的に考えて，打ち切りをその時点のリスク集合に 
  含めることにする． 

②           で打ち切りがない場合の生存関数は，各死亡 
  時点で  だけ減少する階段関数になる． 
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