
第5章 検定 



5.1 仮説検定の考え方（仮説検定とは） 

新しく開発された薬Aの薬効持続時間が従来の薬と比べて長く 

なったかどうかを調べるため、10人の患者に対して臨床実験を 

行ったところ、次のデータを得た。 

100, 107, 98, 103, 111, 95, 100, 105, 103, 108 

従来の薬の薬効時間は、これまでの大量のデータと経験から、 

平均100、標準偏差5の正規分布に従うことがわかっている。 

 

薬は改良されたと結論づけることができるであろうか。 

 



10個のデータから平均値    ，標準偏差    であり、 

この10人については効用が認められた。 
 

さらに多くの患者あるいは薬を投与するすべての患者に対して、 

同様の結果が得られるであろうか。 
 

10人についての差は 

 ・本当に差があってそのような結果が得られたのか 

 ・よく起こりうる程度のもの（観測誤差の範囲内）なのか 

どちらであろうか？ 
 

われわれは「新薬Aの薬効時間は従来のものと同じである」とい
う仮説をたて，その仮説を否定するか否を確率を用いて判断する。
このような方法を仮説検定という。 



いま、新薬Aと従来の薬効時間は同じであるという仮説は    
とおくことができ、これが検定したい仮説となる。 

 

通常、この仮説は初めから捨てるつもりでたてる仮説である。こ
の仮説のことを、無に帰する意図でたてる仮説の意味で帰無仮説
とよび，記号  で表す。 
 

一方、新薬Aの方が持続時間が長いというわれわれが主張したい
仮説、    を対立仮説とよび、記号  で表す。 

 

したがって、この仮説検定では 

 

の2種類の仮説についての真偽を判定する問題に帰着される。 

 



帰無仮説が真であるとき、得られた標本がどの程度の確率 

で出現するであろうか。われわれは母集団分布    からの 

大きさ の標本        にもとづく標本平均    の分布は    

     であることを知っている。 

 

いま、標準偏差に関しては従来のものと新薬とでは変化がないと 

仮定すると、新薬に関する母集団分布は     となるから、 

大きさ10にもとづく標本平均  の分布は       となる。 

 



つまり、帰無仮説が真のときに、同じような実験を100回繰り返
したとすると、平均値が103以上となることが平均約3回しか起
こらないことを意味している。 
 

このことがたった1回の実験で起こったのであるから、めったに
起こらないことが起こったことになる。 
 

この場合、帰無仮説が正しくてめったに起こらないことがたまた
ま偶然に起こったと考えるよりも、帰無仮説は正しくなかったと
判定し、仮説を否定するという立場をとる。統計学では帰無仮説
を棄却するという。 
 

つまり、母集団に関してたてた仮説    は正しくなかったと
みなし、この仮説を棄却して    であると結論づける。 

 



標本が非常に小さい確率で生じたとは考えられないならば、どの 

ように判断したらよいであろうか。この場合、われわれは帰無仮 

説を棄却できないので、結論を保留あるいは帰無仮説をとりあえ 

ずは容認しておくという消極的な立場をとる。 

 

このことは帰無仮説が正しいことを意味するものではない。 

 

仮説検定の特徴は、帰無仮説が棄却されたときに初めて積極的に 

何かを主張することができるということになる。 

 



5.1 仮説検定の考え方（有意水準） 

仮説検定では得られた標本値が生じる確率の大小によって、帰無 

仮説を棄却するかしないかを判定したが、帰無仮説のもとで生じ 

る確率がどの程度小さいときに帰無仮説を棄却すべきであろうか。 

 

この基準として通例0.05(=5％)あるいは0.01(=1％)が用いられ 

ており、これを有意水準あるいは危険率という。 

 

有意水準は、本当は帰無仮説が正しいにもかかわらず帰無仮説を 

棄却してしまう可能性を表す。 

 



5.1 仮説検定の考え方（棄却域と検出力） 

仮説検定では母集団分布の母数 に関して、帰無仮説を設定する。 

この仮説を棄却するかしないかを決める基準となるものが有意水 

準 であった。この確率 に対応する観測値の領域を棄却域とい 

う。 

 

大きさ の標本から計算した統計量の値が棄却域に含まれるとき、 

帰無仮説を棄却する。 

 



例えば、平均 に関する仮説検定に用いる統計量（検定統計量） 

は、標本平均 を標準化した統計量 

 

 

である。    を有意水準として        となる 

 の値は正規分布表から    であるから、有意水準5％の棄 

却域は       で与えられる。 

また、 の値は 

 

となるから、棄却域は       と表現することもできる。 

 



われわれは確率を用いて帰無仮説を棄却するかしないかを判定す 

ることになるので、下される判定が正しい場合と正しくない場合 

が考えられる。このことを表にしてまとめると次のようになる。 

 

 

 

仮説検定では2種類の誤りをおかす可能性がある。 

この2種類の誤りの確率を同時に小さくすることは不可能である 

ので、第1種の誤りの確率（有意水準 ）の中で、第2種の誤り 

をおかす確率を小さくするような検定方式を定めることになる。 
 

1から第2種の誤りの確率を引いた値を検出力という。 

 

 

H0を棄却しない H0を棄却する 

H0が真 正しい判定 誤った判定(第1種の誤り) 

H1が真 誤った判定(第2種の誤り) 正しい判定 



一般に、対立仮説についての知識を利用することによって、検出
力を高めるより信頼性の高い仮説検定を行うことができる。 

例えば、対立仮説が    のとき、棄却域は帰無仮説のもとで
の検定統計量の分布の右側だけを考えて設定すればよい。 

また、対立仮説が    のとき、棄却域は帰無仮説のもとでの
検定統計量の分布の左側だけを考えて設定すればよい。 

このように、対立仮説が片側の不等式によって表現され、棄却域
が分布の片方の側に設定される検定方式を片側検定という。 

 

また，母数 について何の情報もないならば対立仮説は 

となり、この場合の棄却域は検定統計量の分布の両側に設定する 

ことになる。棄却域が分布の両方の側に設定される検定方式を両 

側検定という． 

 



5.1 仮説検定の考え方（p値） 

仮説検定では帰無仮説のもとでの検定統計量の分布に有意水準  

の棄却域を設定し、観測値から計算した統計量の値が棄却域に入 

るか否かで帰無仮説を棄却するかしないかを判定する。 

帰無仮説を棄却するかしないかを判断する尺度としてp値がある。 

p値とは観測値よりまれな値が出現する確率を帰無仮説のもとで 

計算したもので、p値が有意水準よりも小さければ帰無仮説は棄 

却され、大きければ帰無仮説は棄却されないということになる． 

 



例えば、新薬Aの薬効時間の例では、帰無仮説       のも 

とで、標本平均 がデータから計算した薬効持続時間の平均値 

103以上である確率を求めた 

 

がp値である。 

 

このとき、p値は0.05より小さいので、帰無仮説は有意水準5％
で棄却される。 

 

また、 p値は0.01より大きいので、帰無仮説は有意水準1％で棄
却されない。 

 



5.2 平均の検定（分散既知の場合） 

母集団に正規分布    を仮定し、       を 

からの大きさ の標本とする。ただし、分散  の値はわかって 

いるものとする。 

平均 に関する検定問題として、 がある与えられた値  より 

大きいかどうかを判定する問題 

 

を考える。 

 



標本平均 は帰無仮説のもとで      に従うから、 を標 

準化した統計量 

 

 

は標準正規分布に従うことがわかる。 

右片側検定では、統計量 の分布の右側に棄却域を設定する。 

正規分布表から         であるから、有意水準5％の 

棄却域は       となる。 

 

統計量 の実現値（観測値から求めた統計量の値）が棄却域に含 

まれるならば帰無仮説を棄却し、含まれなければ帰無仮説を棄却 

しないということになる。 



同様の考え方により、 がある与えられた値  より小さいかど 

うかを判定する問題 

 

は左片側検定であるから、有意水準5％の棄却域は統計量 の分 

布の左側の領域       で与えられる。 

 

また、 は  と等しいか否かを判定する問題 

 

は両側検定であり、有意水準5％の棄却域は統計量 の分布の 

両側の領域             となる． 

 

 



例題5.1 

20才の日本人女性の身長は平均158.0(cm)、分散5.02 (cm2)の 

正規分布に従うことがわかっている。 

ある大学の20才の女子学生15人を無作為に抽出して身長を測定 

したところ，標本平均     であった。この大学の20才の 

女子学生の身長の分布は正規分布で分散も5.02であると考えてよ 

いとするとき、女子学生の身長の平均 は日本人女性の身長の平 

均158.0と異なるといえるか、有意水準5％で検定せよ。 

 



両側検定問題 

 

と考えればよい。検定統計量           の値を求め 

ると 

 

となる。棄却域は            であるから、 は棄 

却域に含まれる。 

よって、帰無仮説は有意水準5％で棄却される。 

したがって、 は158.0と異なるといえる。 

 



5.2 平均の検定（分散未知の場合） 

母集団に正規分布    を仮定し、       を 

からの大きさ の標本とする。ただし、分散  の値は未知であ 

るとする。 

平均 に関する検定問題として、 がある与えられた値  より 

大きいかどうかを判定する問題 

 

を考える。 

 



分散が既知の場合に用いた検定統計量は利用できないので、 の
代わりにその推定量である標本分散 

 

 

を用い、 の代わりに 

 
 

を考える。この統計量 は自由度   のt分布に従うことが知
られている。 

 



検定問題 

 

に対する有意水準5％の棄却域は、例えば    のとき、t分布 

の自由度は9となり、t分布表から         であること 

から       となる。 

 

同様に，検定問題 

 

 

に対する有意水準5％の棄却域は、   のとき、それぞれ 

                     で与えられる。 

 

 



例題5.2 

生後4日目の新生児のヘモグロビン量(g/dl)は下表のようであっ
た。このとき、成人のヘモグロビン量の平均は14.8といわれて
いる。 

いま、4日目の新生児の平均を としたとき 

 

を有意水準5％で検定せよ。 

 



      ,      であるので、検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度26のt分布の片側5％点は1.706であり、検定統 

計量の値が1.706より大きいときは有意水準5％で棄却すること 

になる。この場合の検定統計量の値10.80は1.706よりはるかに
大きいので、帰無仮説は有意水準5％で棄却される。 

 

つまり、生後4日目の新生児のヘモグロビン量は成人のヘモグロ
ビン量の平均より大きいといえる。 

 



例題5.3 

早産で生まれた子供10人を抽出して、生後3か月の子供の体重増
加を調べたところ、下表のようであった。月を満ちて生まれた子
供の体重増加は平均48gである、このとき 

 

 

を有意水準5％で検定せよ。 

 



             ,                  である。検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度9のt分布の両側5％点は2.262であり、この場合 

の検定統計量の値2.96は2.262より大きいので、帰無仮説は有意 

水準5％で棄却される。 

つまり、早産で生まれた子供と月を満ちて生まれた子供の生後3 

か月の体重増加は等しくないといえる。 

 



5.3 分散の検定 

母集団に正規分布    を仮定し、       を 

からの大きさ の標本とする。ただし、 ,  の値は未知である 

とする。 

分散 に関する検定問題として、 がある与えられた値  より 

大きいかどうかを判定する問題 

 

を考える。 

 



  の推測には、標本分散 

 

に対して     を   で割った統計量 

 

が用いられる。この統計量は自由度   のカイ2乗分布に従う 

ことが知られている。 

 

     のとき、カイ2乗分布の自由度は19であり、カイ2乗分 

布表から          となる。したがって、有意水準 

5％の棄却域は       となる。 

 



 

同様に，検定問題 

 

 

に対する有意水準5％の棄却域は、   のとき、それぞれ 

                      で与えられる。 

 

 



例題5.4 

生後4日目の新生児のヘモグロビン量(g/dl)は下表のようであ 

った。成人のヘモグロビン量の分散は1.4といわれている。いま、 

4日目の新生児の分散を としたとき 

 

を有意水準5％で検定せよ。 



     であるから、検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度26のカイ2乗分布の下側2.5％点は13.84であり、 

上側2.5％点は41.92である。 
 

この場合の検定統計量の値168.44は41.92よりはるかに大きい 

ので、帰無仮説は有意水準5％で棄却される。 
 

つまり、生後4日目の新生児のヘモグロビン量の分散は成人のヘ
モグロビン量の分散と異なるといえる。 

 



5.4 平均の差の検定（対応のある標本の場合） 

入浴後の血圧値と安静時の血圧値、レッスン前とレッスン後のボ 

ウリングのスコアのように、同一個体から得られた2組の標本に 

対する平均の差の検定について考える。2つの平均の間に差があ 

るかどうかを検定する場合、対になったデータの差の分布が正規
分布    に従うと仮定すると、差がないということは 

であることから 

 

の検定問題に帰着される。よって、1標本の平均の検定と同じよ
うに棄却域の設定を行えばよい。 



例題5.5 

新生児10人を抽出して、生後4日目と生後1か月のヘモグロビン
量(g/dl)を調べたところ、下表のようであった。いま、生後4日
目と生後1か月の差の平均を としたとき 

 

 

を有意水準5％で検定せよ。 

 

 



          であるので、検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度9のt分布の両側5％点は2.262であり、この場合 

の検定統計量の値9.96は2.262よりはるかに大きいので、帰無仮 

説は有意水準5％で棄却される。 

つまり、生後4日目と生後1か月のヘモグロビン量の平均は異な 

るといえる。 



5.4 平均の差の検定（対応のない標本の場合） 

2つの母集団分布を          とし、 

       を     からの大きさ の標本、 

       を     からの大きさ の標本とする。 

 

また、それぞれの標本平均，標本分散を   および   とす 

る。このとき、次の検定問題を考える。 

 

 



 

この検定問題は次の3つの場合が考えられる。 

 

 (1)  と  がともに既知の場合 

 (2)  と  がともに未知であるが、    が仮定できる場合 

 (3)  と  がともに未知であり、    が仮定できない場合 

 

ここでは(1), (2)の場合について考える。 



(1)  と  がともに既知の場合 

標本平均 の分布は      ， の分布は      であ 

り、 と  がともに既知であるから、正規分布の再生性より、   

   は正規分布            に従う。 

よって、検定統計量は 

 

 

 

となる。この検定統計量は標準正規分布に従うことを利用して、
検定の棄却域を設定する。 

 



(2)  と  がともに未知であるが、    が仮定できる場合 

2つの標本分散 と をあわせた統計量 

 

 

 

を用いる。このとき，検定統計量は 

 

 

 

で、検定統計量が自由度     のt分布に従うことを利用し 

て、棄却域の設定ができる。 

 



等分散検定 

2つの正規分布      ,         における分散    ,    につい 

ての検定問題 

 

を考える。この検定問題で帰無仮説が棄却されないとき、とりあ 

えず等分散    を認めることにする。 

 



2つの正規分布     ,      からそれぞれ大きさ と 

の標本にもとづく標本分散  ,   に関して、      と 

      はそれぞれ自由度   と自由度   のカイ2乗 

分布に従う。したがって、帰無仮説  のもとで 

 

は自由度       のF分布に従う。 

 

F分布の性質から、有意水準5¥%の棄却域は， 

 

 

となる。ここで，      は自由度    のF分布の上側 

2.5％点である。 

 



例題5.6 

2つの高校A, Bにおいて、3年生の数学の学力に差があるかどう 

かを調べるため、A高校から9人、B高校から7人を無作為に選ん 

で実力テストを行ったところ、次のような結果を得た。 

 

 

(1)テストの点数のばらつきはA高校，B高校で等しいとみなし 

  てよいか、有意水準5％で等分散検定せよ。 

(2)A高校とB高校で数学の学力に差があるといえるか、有意水 

  準5％で検定せよ。 



(1) A高校、B高校のテストの点数はそれぞれ正規分布     , 

       に従うと仮定する。等分散検定は 

 

となる検定問題である。 

A高校とB高校の標本分散はそれぞれ     ,      であ 

り、   であるから         ならば帰無仮説は棄却 

されず、等分散を認める。 

実際、      であり、F分布表から        とな 

るから、         が成り立つ。 

 

よって、点数のばらつきはA高校、B高校で等しいとみなしてよい。 

 



(2) 検定問題は 

 

である。A高校とB高校の標本平均はそれぞれ       で、
2つの標本分散をあわせた分散は 

 

 

である。検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度14のt分布の両側5％点は         なので 

よって、帰無仮説は棄却され、A高校とB高校で数学の学力に差 

があるといえる。 

 



  と  がともに未知であり、    が仮定できない場合 

あるいは、等分散検定で帰無仮説が棄却された場合 

仮説       を検定する問題はベーレンス・フィッシャー 

問題として知られており、一般にウェルチの検定とよばれる近似 

法がよく用いられる。 

 

また、    であっても標本数  と  がほぼ等しければ、等 

分散を仮定した平均の差の検定を行っても問題はないことが知ら 

れている。 

 



早産で生まれた生後3か月の子供の体重増加(g/kg/週) と生後 

5か月の子供の体重増加を調べたところ、下表のようであった。 

ここで、生後3か月の子供の体重増加の平均を  、生後5か月の 

子供の体重増加の平均を  としたとき 

 

を有意水準5％で検定せよ。 

例題5.7 



生後3か月と生後5か月の標本平均はそれぞれ     ,  

であり、分散はそれぞれ     ,      である。 

このとき、標本分散の比は            であるから 

帰無仮説は有意水準5％で棄却される。 

 

しかし、2群の標本数が      と等しいので、等分散を仮 

定した平均の差の検定を行う。 

 



2つの標本分散をあわせた分散は      である。 

検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度18のt分布の両側5％点は2.101であり、検定統 

計量の値は5.61で2.101より大きいので、帰無仮説は有意水準 

5％で棄却される。 

 

つまり、生後3か月の体重増加と生後5か月の体重増加は等しく
ないといえる。 

 



5.5 比率の検定（比率の検定） 

       をベルヌーイ分布    をもつ母集団からの 

大きさ  の標本とする。すなわち、 

 

を満たしているものとする。 

このとき、標本和     は2項分布に従うから、 がある程 

度大きい場合には、中心極限定理より近似的に正規分布     

         に従う。 

標本和は、例えば  を製品の不良品率とすれば、標本内の不良
品の個数を表す。 

 



比率  をある値として、3つの検定問題 

 

 

 
 

が考えられる。 

帰無仮説のもとで、    は正規分布         で 

近似できるから、検定統計量はこれを標準化した 

 

 

となる。 は標準正規分布に従うことを利用して、それぞれの検
定問題に対する棄却域を構成することができる。 

 



ある工場の機械Aで作られる製品の不良品率は1.8％である。 

この工場に新しい機械Bを導入した。機械Bで作られた製品400 

個を無作為に抽出し不良品の個数を数えたところ10個であった。 

不良品率は変化したといえるか、有意水準5％で検定せよ。 

例題5.8 



標本中の不良品の個数が近似的に正規分布 

 

に従うと考えて、機械Bで作られた製品の不良率 が0.018と異 

なるかどうかを判定する検定問題 

 

を考える。検定統計量の値は 

 

 

となり、棄却域は            であるから、帰無仮 

説は有意水準5％で棄却されない。よって、機械Bで作られた製 

品の不良品率 は0.018と異なるとはいえず，変化したとはいえ 

ない。 

 



5.5 比率の検定（比率の差の検定） 

        を    からの大きさ  の標本、 

        を    からの大きさ  の標本とする。 

2つの標本比率 

                                     

は   がある程度大きいとき、それぞれ近似的に正規分布 

 

に従うから，標本比率の差    の分布は正規分布 

 

に従う。 

 



いま，2つの比率   の間の差異を検定したい。 

このとき，3つの検定問題 

 

 

 

が考えられる。 

帰無仮説のもとで、     とおくと 

 

 

 

は標準正規分布に従う。 



ここで、 の値は未知であるから 前式は使えないことになる。 

そこで、 の代わりに の推定値 

 

 

を用いる。 を に置き換えた 

 

 

 

 

が近似的に標準正規分布に従うことを用いて、それぞれの検定問
題に対する棄却域を構成することができる。 

 



5.6 相関係数の検定 

確率変数 ,  が2次元正規分布に従い、 と は母相関係数 

をもつとする。先ず、 無相関性   の検定は次のようにする。 

大きさ の標本              に基づく標本相関 

係数を とする。帰無仮説      のもとで 

 

 

は自由度   のt分布に従うことが知られている。 



 

に対する棄却域は     を自由度        のt分布の両側       ％ 

点として、         で与えられる。 

 

また、対立仮説が      、      のとき、棄却域はそ 

れぞれ         ，         となる。 

 

 



次に       の検定を考える。 

この検定には、フィッシャーのz変換 

 

 

がよく用いられる。  が大きいとき の分布が近似的に平均 ，
分散     の正規分布になることを用いて検定を行うことが
できる。ただし、 

 

 

である。 

 

 



 を標準化した統計量を         とおくと、 につい 

ての検定問題 

 

に対する棄却域は、 を標準正規分布の両側   ％点として 

          で与えられる。 

 

また，対立仮説が 

 

のとき、棄却域はそれぞれ 

 

となる。 

 



生後4日目のヘモグロビン量 と成長したときのヘモグロビン量  

 について10人を調べたところ、    を得た。このとき 

 

 

を有意水準5％で検定せよ。 

例題5.9 



    より、検定統計量の値は 

 

 

となる。自由度8のt分布の両側5％点は2.306であり、検定統計 

量の値は0.313なので，帰無仮説は有意水準5％で棄却されない。 

 

つまり、生後4日目と成長したときのヘモグロビン量は無相関で
ないとはいえない。 

 



5.7 非劣性検定 

病気が治った人数とその割合をそれぞれ有効数、有効率とよぶこ 

とにする。臨床試験により、新薬および比較の対象とした標準薬 

（以下対照薬とよぶ）の有効数、有効率が下表のように与えられ 

たとする。 

 



実験における新薬の有効率を  とし、対照薬の有効率を  と 

表すことにする。十分大きな患者の集団に対して、新薬を投与し 

たときの有効率を  、対照薬を投与したときの有効率を  と 

する。これらは、その母集団の真の有効率であり、  ,    の平 

均（期待値）でもある。  および  は未知であるとする。 

 

このとき，新薬および対照薬の患者数をそれぞれ  ,   とする 

と、前表における有効率は  ,   の推定値であり、   と表 

す。 

 



新薬の有効性として、「新薬は対照薬に勝る」ことを主張したい
のであれば、検定問題 

 

を考えればよい。 

これは比率の差の検定であり、検定に対する有意水準5％の棄却
域は  

 

で与えられる。ここに、   は標準正規分布の上側5％点である。  

また、標準誤差は 

 

 

である。 



検定統計量は 

 

 

 

 

と計算され、新薬が対照薬に勝るとはいえない。 

 

しかし、新薬の開発許可は総合的に判断されることになっている。 

最近では、例えば副作用が標準薬に比べて少ないとか、あるいは 

単価が安いなどの利点があれば、有効性検定において有意に優れ 

ていなくても、ほぼ同等であればよいと考えられている。 

 

 



ほぼ同等であることを主張する方法として、医学的に意味のある 

量    を定め、薬効において 以上劣ることは無いことを保 

証するという非劣性検定がある。この検定の帰無仮説および対立 

仮説は 

 

 

と定められる。この検定は新薬にハンディキャップ を与えた上 

で、薬効が標準薬以上であることを示す検定と考えられる。 

 有意水準5％の非劣性検定の検定法として、簡便的な棄却域  

 

 

を用いることにする。 

 

 



 の定め方に定説はないが、標準誤差  の50％とする場合が少 

なくない。このとき、前の例では 

 

 

となるので、表で与えられる実験結果の場合には 

 

 

となり、非劣性の主張が認められることになる。 



同等性を主張する検定として、帰無仮説および対立仮説を  

 

 

とする検定も考えられる。この検定は同等性検定ともよばれてい
る。 

 



5.8 ネイマン・ピアソンの定理 

仮説検定では、2種類の誤りをおかす可能性があった。 

このとき、第1種の誤りの確率を定めておいて、第2種の誤りを 

おかす確率をできるだけ小さくする、あるいは1から第2種の誤 

りをおかす確率を引くことにより定義される検出力をできるだけ 

大きくするような検定法が望ましいということをすでに述べた。 

 

ここではそのような良い検定を見い出す方法としてネイマン・ピ 

アソンの定理を取り上げ，その適用例を与える。 

 



母集団分布のパラメータ について、一般に次のような検定問題 

を考える。 

 

 

ここで、 はパラメータ のとり得る値の集合とし、 は  の 

ある部分集合とする。 

このとき， や    がただ1つの点からなる場合、 や 

を単純仮説とよび、そうでない場合を複合仮説とよぶ。 

 

例えば、分散既知の場合の平均の検定は、単純仮説  と複合仮 

説  の検定問題、分散未知の場合の平均の検定は複合仮説 

と複合仮説  の検定問題ということになる。 

 

 

 



第1種の誤りをおかす確率が （有意水準）であるような検定の 

中で第2種の誤りをおかす確率を最小にする検定を考える。これ 

を最良検定とよぶ。また、最良検定による棄却域を最良棄却域と 

よぶ。 

 

帰無仮説と対立仮説がともに単純仮説である検定では、この最良 

検定が存在することがネイマン・ピアソンの定理によって保証さ 

れている。 

 



ネイマン・ピアソンの定理 

        を未知のパラメータ をもつ母集団分布 

からの無作為標本とし、その同時確率密度関数（離散型の場合は
同時確率関数）を 

 

 

 

 

とする。 

 



帰無仮説   と対立仮説   が共に単純仮説である検定問題 

 

に対して、ある領域  の内部では 

 
 

 

  の外部では 

 

 

となる関係を満たす大きさ の棄却域  と定数 が存在するな 

らば、 は大きさ の最良棄却域である。 

 



ここで、 は 

 

 

となるように選ぶ。 

 

  は通常の積分記号を 個並べた重積分を表す。 

 



ネイマン・ピアソンの定理の適用例 

        を正規母集団     からの無作為標本とする。 

ここで、 は既知とする。検定問題 

 

を考える。 

 

 

 



ある特定の対立仮説        のもとでの同時確率密度関
数は 

 

 

 

 

 

であり，帰無仮説  のもとでの同時確率密度関数は 

 

 

 

であるから 



その比は 

 

 

 

で与えられる。ネイマン・ピアソンの定理から 

 

 

 

とすると、これは 

 

 

と同値であるから 

 



 

 

を得る。  を 

 

 

によって与えられる定数とし 

 

 

とおくと、有意水準 の最良棄却域は 

 

 

で与えられる。 

 

 



同様に検定問題 

 

 

に対する有意水準 の最良棄却域は 

 

 

で与えられることがわかる。しかしながら検定問題 

 

 

に対する最良棄却域は構成できない。 

この場合は尤度比検定とよばれる検定法を用いるとよいことが 

知られている。 

 

 



5.9 尤度比検定 

ネイマン・ピアソンの定理によって最良検定が得られない場合や 

一般に仮説が複合仮説の場合，良い検定を得るには尤度比検定と 

よばれる検定手法として知られている。 

 

母集団分布を    とする。ただし、 は 個のパラメータを 

成分にもつ 次元パラメータベクトル         とする。 

母数 の各成分がとり得る値の集合、すなわち の存在範囲を母 

数空間とよび、 で表す。 

 



いま、  と  を互いに排反で、      なる母数空間 の 

部分集合とする。このとき、検定問題 

 

を考える。 

 

例えば、正規母集団における検定問題 

 

を考える場合、母数空間 とその部分集合   ,   はそれぞれ 

次のように与えられる。 

 

 



確率密度関数（確率関数）       をもつ母集団からとら 

れた無作為標本                     に基づく尤度関数は 

 

 

で与えられる。このとき、次のような比 

 

 

 

を考える。これを尤度比とよぶ。尤度比の分子は尤度関数の 

母数 を帰無仮説  によって制限された母数空間   における 

最尤推定値で置き換えたものであり、分母は を全母数空間 

における最尤推定値で置き換えたものである。 

 



尤度比の分子はすべての母数に対する尤度関数の最大値であるの 

に対して、分子は  によって制約を受けたときの尤度関数の最 

大値であるから、分子より分母の方が大きくなる。 

したがって、     を満たすことがわかる。 

 

そこで、得られた標本値      に対して、尤度比  の値 

を求め、適当に定められた定数  に対して 

 

 

となるとき、仮説  を棄却するという検定方式を考える。 

 

 



つまり、  の値が0に近いならば、  のもとでの標本値の出現 

する度合が  のもとでの度合に比べて、極めて小さいと考えら 

れるので  は偽であるとみなしてよいことがわかる。 

 

定数  の値は仮説  が真であるときの  の分布   に対 

して 

 

 

となるように定める。 
 

このような検定方式を有意水準 の尤度比検定とよぶ。 

この方法によって広く検定問題を解くことが可能となる。 

 



例： 

       を正規分布     からの無作為標本とする。 

ただし、  は既知とする。 

このとき、検定問題 

 

を考える。 

この問題において 

 

 

 

である。 



各         の確率密度関数は 

 

 

 

であるから、尤度関数は 

 

 

 

で与えられる。 



      の  における最尤推定値は     であるから 

 

 

 

 

一方、  における最尤推定値は      であるから 

 



したがって、尤度比は 

 

 

 

 

 

となるから、尤度比検定の棄却域は 

 

 

で与えられる。 



この式は次のように変形でき 

 

 

 

 

 

 

有意水準を として 

 

となるように  を定めればよい。 

 

 

 


