
数理統計学　前回の解答 第８回分

　　次のように作成した xが 9個, yが 10個のデータに対して、母分散が未知の場合の
　母平均の差の 95%信頼区間を求めよ。

　　　　> set.seed(学籍番号)

　　　　> x <- round(rnorm(9,15,3.5),digits=1)

　　　　> y <- round(rnorm(10,17,3.5),digits=1)

　解答例：学籍番号が 1825200の場合
　　データから標本平均・標本分散を求めると

　　　　　　> set.seed(1825200)

　　　　　　> x <- round(rnorm(9,15,3.5),digits=1)

　　　　　　> y <- round(rnorm(10,17,3.5),digits=1)

　　　　　　> c(mean(x),mean(y))

　　　　　　 [1] 14.75556 18.60000

　　　　　　> c(var(x),var(y))

　　　　　　 [1] 8.510278 31.522222

　　　　　　> c(sd(x),sd(y))

　　　　　　 [1] 2.917238 5.614465

共通な母分散 σ2が未知なので、推定値を求めると

s2 =
1

(9− 1) + (10− 1)
{(9− 1)× 8.510 + (10− 1)× 31.52} = 20.691 · · ·

さらに、sの値は
√
20.69 = 4.5486 · · · である。
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で変換すると、T は自由度 17(=(9-1)+(10-1))の t分布に従うことがわかる。ここで、

　　　　　 Pr{−tα ≦ T ≦ tα} = 0.95 = 1− 0.05

となる tαをRを使って求めると

　　　　　　> qt(1-0.05/2,17)

　　　　　　 [1] 2.109816

であることが求められる。以上のことから、母平均 µの 95%信頼区間は

−2.110 ≦ (14.76− 18.60)− (µx − µy)

4.549×
√
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≦ 2.110

−3.84− 2.110× 2.090 ≦ µx − µy ≦ −3.84 + 2.110× 2.090

−8.2499 ≦ µx − µy ≦ 0.5699

−8.25 ≦ µx − µy ≦ 0.570

であるから、[−8.25, 0.570]である。《精密に求めると−8.2541 · · · ≦ µ ≦ 0.565290 · · ·》



学籍番号による解答一覧
学籍番号 推定した sの値 下限 上限 下限 (3桁) 上限 (3桁)

1825200 4.549 -8.25418 0.5652909 -8.25 0.565

1822007 3.352 -6.368121 0.1303435 -6.37 0.130

1822008 4.143 -3.889725 4.1430586 -3.89 4.14

1822015 3.957 -4.272683 3.3993494 -4.27 3.40

1822024 4.321 -7.949901 0.4276785 -7.95 0.428

1822031 2.802 -5.499314 -0.0673523 -5.50 -0.0674

1822050 3.357 -7.240711 -0.7326224 -7.24 -0.733

1822065 2.972 -4.794358 0.967691 -4.79 0.968

1822070 3.576 -7.577635 -0.6445868 -7.58 -0.645

1822074 4.006 -6.370052 1.3967188 -6.37 1.40

1822078 3.465 -4.753075 1.9641859 -4.75 1.96

1822094 2.786 -7.089397 -1.6883805 -7.09 -1.69

1822096 3.872 -7.616074 -0.1083701 -7.62 -0.108

1822097 2.758 -3.927379 1.4207126 -3.93 1.42

1822100 2.809 -6.936743 -1.4899235 -6.94 -1.49



レポート作成についての注意点

　・解答については、必ず途中計算もしくはプログラムを記載すること。Rの結果を使う
　　場合は、どこの部分をしようしたのかわかるようにすること。

《解答のみは点数を半分といたします》

　　　　例．１．(4)の答えは、Rの結果の 1 の部分のプログラムと結果から・・・である。

　・[1] (6)の正規分布・t分布のグラフについては手書き不可とする。
《Rで直接印刷するか、Wordにコピーして印刷する》

　・レポートは次の順番とすること
　　　　－ [1]の解答 《答えは手書き。Rの結果は印刷可》

　　　　　　　　 (1)∼(3)は考え方や途中式も記載すること

　　　　　　　　 (4),(5)はプログラムを記載すること（最終的な解答はわかるように書くこと）

　　　　－ [1] (6)のグラフ　　　　　　　　　 《グラフは必ず印刷》

　　　　　　　　プログラムは 3行なので、印刷または手書きで書いておくこと

　　　　　　　　どちらが正規分布・t分布のグラフかわかるように記載すること

　　　　－ [2]の解答 《必ず手書き》

　　　　　　　　 Rでのプログラム・結果は別紙（次ページ）とし、このページは解答のみとする。

　　　　－ [2]の Rのプログラム・結果

　　　　　　　　手書きで書く場合は解答と一緒に書いてもかまわない

　　　　－ [3]の解答　　　　　 《必ず手書き》
　　　　－ [3]の Rのプログラム・結果

　　　　　　　　必ずすべてのデータ (x1, · · · , x30 の値)を記載すること。

[1] (6)のグラフ作成についてのヒント

　・標準正規分布・t分布の確率密度関数をあらわす関数は

　　　　 dnorm(x)と dt(x,自由度)

《pnorm(x)や pt(x,自由度)は分布関数をあらわす関数なので×》

　・xの範囲（定義域）は [−4, 4]または [−5, 5]として下さい。

　・プログラムは 3行で書けます。
　　　　　　（正規分布を書く／上書き命令／ t分布を書く）



数理統計学 仮説検定 第９回

１．仮説検定とは
今までは、母集団の母平均や母分散等を標本から推定することを行ってきたが、仮説検定
は、事前に立てた母集団に対する性質の仮定が正しいかどうかを判定する一つの方法である。
もちろん推定と同様に、母集団にあるすべてのデータを調べることができれば正しい性質も
分かるが、実際には一部のデータ（標本）しか得ることができないので、標本から判断せざ
るを得ない。しかしながら、すべてのデータが手に入らないということは、正しい判定がで
きないことを意味しており、仮説検定は確率を用いて、なるべく誤った判定を少なくする方
法を用いている。
実際の仮説検定の方法はおおよそ次のとおりである。

　　１）仮説を立てる。
　　　　　調べたいことに対して、２つの仮説を立てる。帰無仮説 (H0)と対立
　　　　仮説 (H1)と呼ばれており、示したい（証明したい）仮説を対立仮説と
　　　　しておき、対立仮説を否定したものを帰無仮説としておく。

　　２）母集団から標本を抽出する。
　　　　　基本的は無作為抽出でよいが、調べたい事柄によっては層別抽出など
　　　　を用いる。

　　３）帰無仮説を真と仮定したときの、標本の出現確率を計算する。
　　　　　仮説検定は背理法の考え方を用いているので、正しくないと思われる
　　　　仮説を真として、標本の出現確率を調べる。

　　４）３）の出現確率が極めて低いとき、帰無仮説を棄却して対立仮説が
　　　　正しいと判定する。そうでないときは、判断を保留する。
　　　　　３）の出現確率が低い場合、めったに起こらないことが起きたと考え
　　　　るより、最初の仮説が間違っていたと考えたほうが妥当である。そこで、
　　　　帰無仮説が否定されるので、対立仮説が正しいと判断できる。しかし、
　　　　棄却できない場合、どちらが正しいかという積極的な理由が無いため、
　　　　判断を保留する（背理法と同じ）。

前にも述べたように、仮説検定では確率で帰無仮説を棄却するかどうかを判断しているため
に、判断を誤る可能性がある。どのようなケースがあるかを考えると次のような表になる。

　　　　

帰無仮説を棄却しない 帰無仮説を棄却する
帰無仮説が真 正しい判定 誤った判定

(第１種の過誤)

対立仮説が真 誤った判定 正しい判定
(第２種の過誤)

できれば第１種の過誤の確率と第２種の過誤の確率をできるだけ小さくしたいが、両方の確率
を制御することは非常に困難である。仮説検定では、４）の帰無仮説を棄却する確率が第１種の
過誤の確率と一致するので、この値を固定した上で第２種の過誤の確率が小さくなるような方
法を用いる。一般に“1−(第 2種の過誤の確率) =（対立仮説が真のとき帰無仮説を棄却する確率）
”の値を検出力と呼び、この値が大きいほど良い検定である。



2019年度 数理統計学 N科　小テスト解答用紙 2019.11.27

・帰無仮説と対立仮説　《仮説検定》

　　ガソリンに添加剤を加えた場合に燃費が良くなるかどうかを検定する場合、
　データとして

　　　　　　　「（添加後の燃費）－（添加前の燃費）」　《単位は km/ℓ 》

　が得られたときの帰無仮説および対立仮説を示せ。
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