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研究成果の概要（和文）：高次元ノイズ構造を精密に調査し，ノイズに対する2つの固有値モデル「Strongly
spiked eigenvalue (SSE) モデル」と「Non‑SSE (NSSE) モデル」を提唱した．NSSEモデルのもとでは各種統計
量の高次元漸近正規性が主張できるが，より巨大なノイズを含むSSEモデルにおいてはそれら漸近正規性が主張
できず，推測の精度保証が困難であった．それに対し，高次元固有空間の推定に着目し，SSEモデルからNSSEモ
デルへのデータ変換を行うことで新たな高次元統計的推測法を提案した．さらに，精密な高次元ノイズ解析に基
づく新たな高次元判別方式やパスウェイ解析法も提供した．

研究成果の概要（英文）：We provided two disjoint models: the strongly spiked eigenvalue (SSE) model
and the non‑SSE (NSSE) model. It can be noted that, under the SSE model, asymptotic normality of
high‑dimensional statistics is not valid because it is heavily influenced by strongly spiked
eigenvalues. In order to handle several statistical inferences for the SSE model, we propose a data
transformation from the SSE model to the NSSE model by estimating the strongly spiked
eigenstructures. We create new statistical test procedures by the data transformation. In addition,
we provided several high‑dimensional discriminant procedures and pathway analysis methods based on
the models.

研究分野： 数理統計学
キーワード： 高次元統計解析

高次元PCA

強スパイクモデル

高次元判別分析

パスウェイ解析
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