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1 はじめに

仮説検定において、重要な概念である帰無仮説の説明を行う。また、実際の仮説
検定で頻出する用語である、パラメトリック性と対応性についても説明する。

2 仮説と検定

2.1 帰無仮説と対立仮説

6面サイコロを１回振り、2以下が当りで、3以上がはずれとするギャンブルを考
える。実際にサイコロを 10回振ったところ 1回も当らなかった。このサイコロに
は細工がしてあるのだろうか。これを感情的にではなく数学的に考察するのが、
これから考える帰無仮説と対立仮説である。
実際にサイコロを振った人物にとっては、このサイコロには細工がしてある

としか考えられない。つまり、当たりの確率は 1/3以下であるにちがいないと思
うだろう。このように本当に言いたいことを対立仮説 H1 と呼ぶ。つまり

対立仮説H1：P < 1/3

一方，当たりの確率は 1/3であるという否定したい仮説、つまり”無に帰し
たい仮説”のことを帰無仮説H0 と呼ぶ。つまり

帰無仮説 H0：P = 1/3

統計学では、対立仮説を直接証明するのではなく、まず帰無仮説を立て、これ
を棄却するという論理を用いる。では、この棄却基準はどう設定すればよいのだ
ろうか。10回振って一度も当らない（２以下がでない）確率は、

P (k) = 10Ck
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で k = 0とすればよい。つまり、P (0) = 0.017から 1.7%と計算される。つまり
ゼロパーセントではないので、全くおきない現象ではないのである。しかし、統
計学では、ある基準をもうけ（これを有意水準とよぶ）、その基準を満たさない
場合、機械的にそれはおかしいとして、帰無仮説を棄却する。通常、有意水準と
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しては 5%、つまり 0.05が良く使われる。上記の場合、0.017 < 0.05より帰無仮
説は棄却される。つまりこのサイコロには細工がしてある可能性がある。（実際
の検定では、パーセントそのものよりも、それを与える確率変数の大小関係を比
較する場合が多い。もちろん検定統計量は確率変数である。）
帰無仮説が棄却される領域を棄却域とよぶ。上記の場合、棄却域はある値以

下であるので、左側検定と呼ぶ。同様にして、右側検定および両側検定も存在す
る。詳細は次のセクションを参照のこと。
では、帰無仮説が棄却されないときはどう考えれば良いのだろうか。これは、

必ずしもサイコロが正当であることを意味するわけではない。あくまでも、手持
ちのデータと指定した有意水準では帰無仮説を棄却できなかった、ということを
意味するにすぎない。
例えば、ある理論に関係する実験を行い、その実験結果が理論の予想値と等

しいという帰無仮説が棄却されたとしても、その理論が正しいと結論できるわけ
ではない。
先ほどの例では、10回ふっただけではまだまともなサイコロでも 1.7% の確

認でそういうことは起こるので、5% 水準では有意である (サイコロがまともでは
ない)としても、いやそれ本当に間違いなくいんちきサイコロなの？と言われる
と難しい。しかし、同じサイコロをさらに 20回ふってみて、それでも 1度もあ
たりがでなければ、これは確率 0.03% となってものすごくありそうにない。
（補足説明その１：有意水準）標本データのある統計量が、母集団の対応す

る統計量からどの程度離れていれば、帰無仮説を棄却するのかという判断基準、
つまり有意水準は特に決まっていない。ただ、経験上、自然科学分野では５%が
基準となることが多い。実験系など、さらに厳密な値が計測可能な場合は、1%基
準もよく使われる。ここで、5%の意味を直観的に説明しておく。例えば、ある同
一の母集団から１００の標本集団が取れたとする。このとき、5%すなわち５つの
データ関しては、たまたまであるにも関わらず意味がある（有意である）、と判
断してしまう可能性があるということである。

例えば、ここに 30人の学生がいるとして、それぞれが実験したとすると、有
意水準 5% で検定すると、平均すると 1.5人くらいは、実際には偶然であるもの
を有意であると判断してしまう、ということである。
（補足説明その２：検出力）帰無仮説が正しいにも関わらず棄却してしまった

場合を、第一種の過誤とよぶ。その確率が上記の有意水準である。一方、帰無仮
説が間違っているにも関わらず棄却しない場合を、第二種の過誤とよぶ。その確
率を pとすると、1 − pは帰無仮説が間違っているときに正しく棄却する確率と
なる。これを検出力とよぶ。

2.2 両側検定と片側検定

ある量 aと bを考え、aと bの大小関係を問う場合が片側検定である。例えば、a
が何らかの基準値で、bがこの基準値より小さい場合を考えるときは左側検定を
行う。逆に大きい場合を問うと右側検定となる。そして、aと bが異なる場合の
検定が両側検定である。
例として、z分布に基づく有意水準 5%の検定を考える。まず、右片側検定を

考えると、95%は信頼区間に入り、右側の残り 5%が棄却域にはいる。この残り
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5%を与える確率変数 zの値が、z分布の場合 1.64であり、z(α) = z(0.05) = 1.64
と書く。ここで、αは有意水準である。そして、この 1.64より大きい領域が棄却域
である [5-1]。同様に考えて、左側検定では、−1.64より小さい領域が棄却域とな
る（z分布は対称なので、値の絶対値は等しい）[5-2]。最後に両側検定であるが、
これは大きすぎても小さすぎても棄却域に入ると考える。ただし、全ての棄却域
を足して 5%というのが有意水準 5%の意味であるので、両側の棄却域が 2.5%と
考えれば良い。このときの z の値は、z(α/2) = z(0.05/2) = z(0.025) = 1.96で
ある。従って、−1.96より小さい領域および 1.96より大きい領域が棄却域となる
[5-3]。

（補足説明その１：t分布の有意水準）t分布は自由度 f に従ってその形をか
える（自由度が 30以上になると、ほぼ正規分布に近づくが）。従って、有意水準
αだけでなく、自由度 f に依存して棄却域も変化する。例えば、自由度 5の 5%右
片側検定の場合、配られた表から、t(5, 0.05) = 2.015 である。同じく自由度が
10の場合は、t(10, 0.05) = 1.812である。5%両側検定の場合は、±t(5, 0.05/2) =
±t(5, 0.025) = ±2.571および ±t(10, 0.05/2) = ±t(10, 0.025) = ±2.228である。

（補足説明その２：カイ二乗分布の有意水準）カイ二乗分布は、確率変数の二
乗の和が成す分布であるので、必ず正の値となる。また、z分布や t分布と異なり、
平均ゼロの左右に対称に分布する形にもならない。下がって、同じ有意水準と自
由度でも、右片側検定と左片側検定で棄却域が異なる点に注意せよ。例えば、自
由度 5の 5%右片側検定の場合、配られた表から、χ2(f, α) = χ2(5, 0.05) = 11.1
である。一方、左片側検定の場合、χ2(f, 1− α) = χ2(5, 0.95) = 1.15である。自
由度 5の 5%両側検定の場合、右側は χ2(f, α/2) = χ2(5, 0.025) = 12.8より大き
い領域が棄却域で、左側は χ2(f, 1 − α/2) = χ2(5, 0.975) = 0.831より小さい領
域が棄却域となる。

（補足説明その３：一覧表にない値の求め方）一覧表にない値は、以下のよ
うにして近似的に求める（関数電卓があれば、組み込み関数として定義されてい
るので、以下のようにして求める必要はない）。まず、t分布を考える。表にない
t(f)の値を求めたいとする。f1 < f < f2 なる関係にある f1 と f2 の値 t(f1)と
t(f2)は既知とする。t分布を自由度の増加に対する単調減少関数と近似すると、
以下の近似式が成立する：

t(f) = t(f1)−
f − f1
f2 − f1

(t(f1)− t(f2)) (2)

次に χ2 分布を考える。表にない χ2(f)の値を求めたいとする。f1 < f < f2
なる関係にある f1と f2の値 χ2(f1)と χ2(f2)は既知とする。t分布を自由度の増
加に対する単調増加関数と近似すると、以下の近似式が成立する：

χ2(f) = χ2(f1) +
f − f1
f2 − f1

(χ2(f2)− χ2(f1)) (3)
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3 補足的用語説明

3.1 パラメトリック検定とノンパラメトリック検定

標本の抽出元である母集団が特定の分布（たいていは正規分布）に従っていると
いう仮定の下で行える統計的検定を、パラメトリック検定と総称する。通常行わ
れる統計的検定は、このパラメトリック検定である。
一方、特定の分布を仮定できないデータに対しても検定できるように開発さ

れたのがノンパラメトリック検定である。例えば、標本サイズが小さい場合や外
れ値がある場合は、特定の分布を前提にすることはできない。また、質的データ
（地域名や試薬番号などの名義尺度、震度などの順序尺度）の場合、四則演算が
使えないので、データ間の量的な関係が不明瞭となり、やはりどのような分布も
前提にできない。

3.2 対応のあるデータと対応のないデータ

同一の標本からから導かれたデータのことを、対応のあるデータとよぶ。一方、
異なる標本から導かれたデータのことを、対応のないデータとよぶ。
対応のあるデータが得られるならば、他の様々な条件を無視できるため、そ

れに越したことはない。例えば、ある特定地域におけるイベント前後のデータ比
較は、（地域に関して）対応のあるデータである。この場合、その地域特性は無視
して解析できるので楽となる。一方、同じ時代の異なる地域におけるデータを比
較する場合は、（地域に関して）対応のないデータである。この場合、各地域の特
性を考慮に入れた比較をおこなう必要がでてくる。
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