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2013 年 3 月 16 日 

測定の不確かさについて 

木村隆志 

本資料は、独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターの｢不確かさの入門ガイド｣の要約です。 

 

１．用語の定義 

付録参照 

 

２．測定、測定の不確かさ 

・測定の結果は普通、｢数｣と｢測定単位｣で表される。 例：2 ﾒｰﾄﾙ 

・｢測定の不確かさ｣とは、どのような測定結果にも存在する疑わしさ。 

例：棒の長さが(1cm くらいの出入りがあるとして)2 ﾒｰﾄﾙくらい。 

・測定の不確かさの表し方(数量化) 

｢区間｣という疑わしさの幅と、 

｢信頼水準｣という、真の値がこの幅に入っていることの表記 

例：20cm±1cm(信頼水準 95%)････ある長さが、信頼水準 95%で、20cm±1cm である。 

(棒の長さが、19cm から 21cm の間にある) 

・｢誤差｣とは、測定しようとするものについての、測定された値と真の値の差。 

｢不確かさ｣とは、測定結果の疑わしさを数値で表したもの。 

 

３．数値群に対する基礎統計学 

・平均値と標準偏差 

3.1 最良推定値を得る方法 

・複数の読み取り値も平均をとる(x)。  例：省略 

・平均値の計算に必要な読み取り値の個数：経験上 4～10。 

3.2 ばらつき：標準偏差 

・全読み取り値の 2/3 は、平均値に対して 1 標準偏差分±以内に入るだろう。 

・全読み取り値の 95%は、平均値に対して 2 標準偏差分±以内に入るだろう。 

・推定標準偏差は「s」で表す。 

ｓ＝ 
  ∑(xi－x)2 

(ｎ-1) 

例： 

数値群 16、19、18、16、17、19、20、15、17、13  (平均 17) 

平均との差 -1、+2、+1、-1、0、+2、+3、-2、0、-4 

平均との差の 2 乗 1、4、1、1、0、4、9、4、0、16       (合計 40) 

合計/(ｎ-1) 40/9＝4.44           

推定標準偏差(s) √4.44＝2.1 

・推定標準偏差(s)を求めるのに必要な読み取り値の数：10 個で十分。 
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４．誤差や不確かさはどこから来るか  

・計測器：偏り、ｴｰｼﾞﾝｸﾞによる変化、摩耗、ﾄﾞﾘﾌﾄ、読み取り性の悪さ、ﾉｲｽﾞ 

・測定対象：安定していない。 例：氷りの寸法 

・測定ﾌﾟﾛｾｽ：例：小動物の体重測定 

・外部からやってくる不確かさ：例：使用機器の校正の不確かさ、測定の不確かさ 

・作業者の技能：例：作業者の技能・判断、測定準備、読み取り誤差、ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁの反応時間 

・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ：例：適切な場所での測定、特定の固定した時間での測定 

・環境：例；温度、気圧、湿度 

 

５．どの測定にも存在する一般的不確かさ 

5.1 偶然か系統的か 

偶然 測定を繰り返すと、ﾗﾝﾀﾞﾑに異なった結果が生じる。 

できるだけ回数を増やし平均をとれば、より正確な推定値が得られる。 

系統的 同じ要因が個々の繰り返し測定に影響する。 

系統的要因が影響している不確かさを推定するには、何らかの他の方法が必要。 

詳細は 6 項参照。 

5.2 分布：誤差の形 

正規分布 

一連の読み取り値においては、数値が平均値を

離れた位置よりも平均値近くに固まり易い場合 

 

一様分布または矩形分布 

測定が最高値と最低値の間でほぼ均等にばら

ついている場合 

 

 

 

６．測定の不確かさの計算方法 

総合的不確かさは、タイプ A 評価とタイプ B 評価を合成して算出する。 

タイプ A 評価 統計を用いた不確かさの推定(通常、繰り返し読み取り値得る) 

タイプ B 評価 他のすべての情報を用いた不確かさの推定。 

情報の例：測定に関する過去の経験、校正証明書、製造者の仕様書、計算、 

公表されている情報、常識。 

・不確かさへの寄与成分を合成する前に、同じ単位かつ同じ信頼水準にする。 
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6.1 標準不確かさ(u) 

・標準不確かさとは、｢ある標準偏差の±値｣とみなすことができる幅 

・標準不確かさは、(単に数値のばらつきだけではなく)ある平均値の不確かさを示す。 

6.2 平均値の推定標準不確かさ(u)の計算 

タイプ A 評価 
u= 

ｓ  

√n  
 

タイプ B 評価 
u=                  

a 
a は、上限と下限の間の半分の半値幅 

√3 
 

・タイプ A 評価とタイプ B 評価による不確かさの合成は、平方和法(二乗和の平方根)で求める。 

この合成標準不確かさ(uc)は、uc=√a2+b2+c2+････ で求める。 

注：他のケースもある。 

6.3 包含係数 

・6.2 の合成標準不確かさ(uc)は、｢1 標準偏差｣と同等とみなすことができる(信頼水準 68%)。 

・別の(より高い)信頼水準を求めるために、｢包含係数(ｋ)｣を使う。 

・拡張不確かさ(U)は、U＝ｋuc 

・包含係数と信頼水準の関係 

包含係数(ｋ) 信頼水準  

1 約 68％  

2 約 95％ 最も一般的に使用される 

2.58 約 99％  

3 約 99.7％  

・校正証明書に書かれている拡張不確かさは、適性に表現されていれば、標準不確かさに変換で

きるということを意味する。 

 

７．結果の表記方法 

 例 

測定結果と、それに伴う不確かさの値 棒の長さは、20cm±1cm だった。 

包含係数と信頼水準の表明 報告された不確かさは、約 95%の信頼水準を与える包

含係数 k=2 を掛けた標準不確かさに基づいています。 

不確かさをどのように推定したか 

 

(方法を説明している刊行物を引用する) 

UKAS 刊行物 M3003 
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８．計算例 

・1 本の紐の長さの不確かさを計算する 

ｽﾃｯﾌﾟ 1 

 

測定から何を見出すのか決める。最終結果を得るのに必要な測定と計算は実際はど

ういうものなのか 

・巻尺自体にある不確かさの可能性 

・測定対象に起因する不確かさの可能性 

・測定過程及び測定者に起因する不確かさの可能性 等々 

ｽﾃｯﾌﾟ 2 

 

必要な測定を実施する 

・10 回実施し、平均値：5.017m とする。 

・推定標準偏差を 0.0021m(2.1mm)とする。 

ｽﾃｯﾌﾟ 3 

 

最終結果に盛り込もうとする各入力量の不確かさを推定する。 

全ての不確かさを同じような(標準不確かさ)で表現する 

① 巻尺は校正済み(補正は不要) 

校正の不確かさ：包含係数 k=2として、読み取り値の 0.1％(5.017mの 0.1%の 5mm

に近い)。これより 

標準不確かさ(k＝1 に対して)は、u=5／2＝2.5mm (ﾀｲﾌﾟ B) 

② 巻尺の最小目盛りは 1mm として、一番近いメモリを読むと、不確かさは 0.5mm

を超えることはない。一様分の不確かさとみて、真の読みは±0.5mm にある。 

標準不確かさ(u)は、0.5mm／√3＝0.3mm。(ﾀｲﾌﾟ B) 

③ 図る対象の紐は曲がっている可能性があり、測定は実際より短く出やすい。 

この不確かさを 0.2%とすると、測定結果に 0.2%(10mm)加える補正をする必要。 

一様分布と仮定して、不確かさの半値幅(10mm)より、 

標準不確かさは 10mm／√3＝5.8mm。(ﾀｲﾌﾟ B) 

④ 巻尺をどれだけ同じように繰り返し置けるかの、平均値の不確かさへの寄与： 

10 回の読みの平均値の推定標準偏差は、s／√10＝2.1／10＝0.7mm。 (ﾀｲﾌﾟ A) 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 入力量の不確かさが互いに独立しているか、そうでないか見極める。 

(独立していないと考えられる時は、追加の計算又は情報が必要) 

今回は、不確かさは互いに独立とする 

ｽﾃｯﾌﾟ 5 得られた測定結果を計算する。(校正のような、既知の補正すべてを含む) 

結果は、わずかに曲がっている紐に必要な補正とともに、平均値の読みより： 

5.017m+0.010m＝5.027m 

ｽﾃｯﾌﾟ 6 個々の要因すべてから、合成標準不確かさを求める。 

補正値の加算として、平方和法より： 

合成標準不確かさ＝√2.52+0.32+5.82+0.72＝6.4mm 

ｽﾃｯﾌﾟ 7 不確かさの包含係数と不確かさの区間の大きさによって表現し、信頼水準を述べる。 

包含係数ｋ＝2 のとき、約 95%の信頼水準として： 

拡張不確かさ＝6.4mm×2＝12.8mm  (0.0128 m) 

ｽﾃｯﾌﾟ 8 測定結果及び不確かさを書きとめ、これをどのように決めたかを記述。 

例 1：紐の長さは 5.027m±0.013m であった。報告されている拡張不確かさは、標

準不確かさに包含係数 k=2 を掛けた値に基づいており、信頼水準 95%となる。 

例 2：報告されている長さは、水平に老いた紐を 10 回測定した平均値である。この

結果は、測定時に完全にはまっすぐに置かれていなかった紐に推定される影響

に対して補正されている。不確かさは｢測定の不確かさに関する入門ガイド｣

にある方法により推定した。 
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不確かさの計算表 

不確かさの要因 値 ± 確率分布 除数 標準不確かさ 

校正の不確かさ 5.0mm 正規 2 2.5mm 

分解能(最小目盛) 0.5mm＊ 矩形 √3 0.3mm 

紐の置き方 10.0mm＊ 矩形 √3 5.8mm 

10 回繰り返し測定の平均値の標準偏差 0.7mm 正規 1 0.7mm 

合成標準不確かさ  正規と仮定  6.4mm 

拡張不確かさ  正規と仮定  12.8mm 

 

９．その他の表明(例：仕様への適合性) 

測定結果から結論を導き出す時の注意 

     

特定の上限値   ケース(a) 適合 

   ケース(b) 確実な結論が出せない 

特定の下限値   ケース(c) 確実な結論が出せない 

 (a)    (b)     (c)     (d)  ケース(d) 不適合 

 

１０．測定の不確かさをいかに小さくするか 

・測定器を校正する。証明書に記載された厚生補正地を使用する。 

・既知の系統効果を保障する補正を行う。 

・測定結果を国家標準に対してトレーサブルなものにする。 

・最高の測定器を選び、不確かさが最小となる校正施設を利用する。 

・測定を繰り返して、測定結果をチェックする。又は時々別の誰かに測定してみてもらうか、違

う種類のチェックをする(別の方法でチェックするのが最善)。 

・計算をチェックする。数値を転記した場合はチェックする。 

・｢不確かさ計算｣を用いて、最悪の不確かさを見つけ出し、問題解決に取り組む。 

・一連の連続した校正においては、各校正を重ねるごとに不確かさは増大するということに留意

する。 

 

１１．すぐれた測定の実施例 

・機器を使用したり保守する場合、メーカーの指示書に従う。 

・経験豊富なスタッフを起用し、測定に実習を実施する。 

・ソフトウエアのチェックや立つ性確認を行い、正しく作動することを確認する。 

・計算においては、数値の丸め方を間違えない。 

・測定及び計算を正しく記録する。 

読み取りを行ったら、その場で読み取り値を書きとめる。 

関係があると思われる追加情報は、どれもメモしておく。 

過去の測定に疑義が生じた場合は、これらの記録が有用となる。 
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付録：用語の定義 

(測定の)結果 

result(of a measurement) 

補正又は平均化の前後のいずれかにおいて、測定から得られる

値。 

測定量     measurand 測定される特定の量。 

読み      reading: 測定時に観察され、記録される値。 

感度      sensitivity 

 

(計測器の)反応の変化を対応する刺激の変化で割った値。 

作業者の誤り operator error ミス。 

正確さ     accuracy 測定結果と真の値の間の一致度(「正確さ」は定性的な用語でしか

ありません。 

精密さ     precision 「識別の細かさ」を意味する語であるが、正確さや不確かさとよく間

違えられている。この語はできれば使わない方がよい。 

(計測器又は測定結果の)繰り返し性 

Repeatability(of an instrument  

or of  measurement results): 

同一条件下での、性質を同じくり繰り返された測定間の一致度。 

(計測器又は測定結果の)再現性 

reproducibility(of an instrument 

or of measurement results): 

測定条件を変化させて測定を行うとき、性質を同じくする測定間

の一致度(例、異なる作業者又は方法による測定、あるしは異なっ

た時間に行なった測定) 

真の値      true value 完璧な測定によって得られると考えられる値。 

誤差       error 正しい値からのオフセット又はズレ(正又は負)。 

偶然誤差   random error ランダムに変動するのが観察される効果を持つ誤差。 

系統誤差   systematic error 正しい値からのかたより又はオフセット(正又は負)。 

校正       calibration 計測器が示す値にどのような差が生じているかを見つけるため

の、参照や標準に対する計測器の比較。ときには、校正は計器の

入力と出力との関係を決定するものである場合もある。例えば、抵

抗温度計の校正はその出力(オーム)と入力温度(摂氏温度又はケ

ルビン)を関係づけうる。 

補正(校正補正) 

correction(calibration correction) 

誤差、オフセットあるいはかたよりを補正するために、計測器の読

みに加える数値。(同様に、読みには、その値を補正するため補

正係数を掛けたり、割ったりする場合がある。) 

(計測器の)バイアス、かたより 

bias(of a measuring instrument 

計測器の表示における系統効果(error)。 

 

分解能     resolution 意味のある識別が可能な最小の差(例:デジタル表示の最後の桁

にある数が「1」だけ変化する) 

範囲       range ある数値群の最大と最小の差。 

平均値(算術平均値) 

mean(arithmetic mean) 

―まとまりの数値群の平均値。 

相関      correlation データ間又は測定された量の間の相互依存性又は関係。 

区間(信頼区間) 測定された「真の値」がその中に入っているといえる幅で、任意の
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interval(confidence interval) 信頼水準のもの。 

正規分布   normal distribution 特徴的なばらつきパターン(ガウス曲線)を形成する数値分布で、

平均値周辺にそこから離れた地点より多くの数値が集まっている

もの。 

ガウス分布 Gaussian distribution 正規分布参照。 

一様分布  uniform distribution ある範囲内に入ることが等しく起こりそうな複数の値の分布。 

矩形分布  rectangular distribution ある範囲内に入ることが等しく起こりそうな複数の値の分布。 

  

測定の不確かさ 

uncertainty of measurement 

測定結果にについて定量化された疑わしさ。 

標準偏差 standard deviation ひとまとまりの結果のばらつきを表わす度合。各数値がその数値

群の平均から一般にどれだけ異なっているかを示す。無限数の結

果が得られない場合(現実には、これは全く不可能)、代わりに推

定標準偏差を用いる。 

推定標準偏差 

estimated standard deviation 

限られた数のサンプルに基づいて求める、「母集団」の標準偏差

の推定値。 

標準不確かさ 

standard uncertainty 

一つの標準偏差のプラスマイナス値に相当する幅として表現され

る浪 1定の不確かさ。 

タイプＡの不確かさ評価 

Type A evaluation of uncertainty 

統計的方法による不確かさ評価。 

タイプＢの不確かさ評価 

Type B evaluation of uncertainty 

非統計的方法による不確かさ評価。 

包含係数    coverage factor ある信頼水準に対する拡張不確かさを求めるために、合成標準

不確かさに掛ける数。 

信頼水準    level of confidence 結果に対する信頼度を表す数値(例、95%)。 

信頼水準   confidence level 結果に対する信頼度を表現する数値(例:95%)。 

拡張不確かさ expanded uncertainty ある信頼水準を求めるために、包含係数ｋを掛けた標準不確かさ

(又は合成標準不確かさ)。 

不確かさ計算表 uncertainty budget 不確かさ計算額約した表。 

 


