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本論文は，高次元統計解析の理論と方法論について，最新の展開を紹介する．最近，Aoshima
and Yata (2018a)は，強スパイク固有値 (Strongly Spiked Eigenvalue: SSE)モデルというノイズ
モデルを提唱した．高次元データのノイズは巨大かつ非スパースであり，それゆえデータがもつ
潜在的な幾何学的構造は破壊され，統計的推測に精度を保証することが困難になる．理論的には，
SSEモデルのもとでは，高次元統計解析の根幹を成す高次元漸近正規性が成立しない．Aoshima
and Yata (2018a) は，巨大なノイズ構造を精密に解析し，強スパイクするノイズ空間を避ける
ようなデータ変換法を開発した．この方法を用いれば，データは弱スパイク固有値 (Non-SSE:
NSSE) モデルに変換され，潜在空間の幾何学的構造が浮き彫りになり，高精度な高次元統計的
推測が可能になる．Aoshima and Yata (2018b) は，この方法論を発展させ，高次元判別分析に
新たな理論を展開している．本論文は，高次元統計解析の最新の展開について，適宜文献を紹介
しながら解説する．

In this paper, we introduce new developments of theories and methodologies in high-
dimensional statistical analysis. Recently, Aoshima and Yata (2018a) have provided a noise
model called the strongly spiked eigenvalue (SSE) model. Since the noise associated with
high dimensional data is huge and non-sparse, the potential geometric structure of the data
is destroyed and it is difficult to guarantee the accuracy for statistical inferences. In theory,
the high-dimensional asymptotic normality that forms the basis of high-dimensional statistical
analysis is not established under the SSE model. Aoshima and Yata (2018a) have developed a
data transformation technique that avoids strongly spiked-noise spaces by precisely analyzing
the huge noise structure. Using this method, the data is transformed into the non-strongly
spiked eigenvalue (NSSE) model, which highlights the geometric structure of the latent space
and enables highly accurate high-dimensional statistical inference. Aoshima and Yata (2018b)
have applied this methodology to create a new theory for high-dimensional discriminant anal-
ysis. In this current paper, we explain the latest developments of high-dimensional statistical
analysis while appropriately introducing literature.
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1. はじめに

ゲノム科学・情報工学・金融工学などの現代科学の一つの特徴は，データがもつ次元数

の膨大さにある．例えばゲノムデータを見ると，次元数が数万にものぼる一方で，標本数

は 100にも満たないという事例も多い．これは，いわゆるビッグデータの一種で，データ

の次元数 dと標本数 nに

d � n（もしくは，d > n）

といった大小関係をもつ．このような高次元データを，大小関係を強調して高次元小標本

データとよぶこともある．高次元データは高次元空間に豊富な情報を有するものの，それ

が巨大なノイズに埋もれているために見つけ難い．多変量解析法では，高次元データの推

測に精度を保証することができず，理論的には強不一致という最悪の結果をしばしば招く

ことになる．

高次元データの解析には，高次元データ特有の新しい理論と方法論が必要になる．著者

の研究グループは，それらを高次元統計解析と名付け，以下の 2つの柱を打ち立てた1)．

(I) 高次元データの統計的推測
高次元データは特有の幾何学的表現を織りなす．Aoshima and Yata (2011)は，高次元

データの幾何学的表現を用いた統計的推測の方法論を考案し，統計量の高次元漸近正規性，

標本数の設計，そして推測の精度保証に至るまで，一連の基礎理論を拓いた．高次元球面

上の信頼領域 (Aoshima and Yata (2011, 2015a))，高次元 2標本問題 (Aoshima and Yata

(2011, 2015a))，高次元共分散行列の推定・検定 (Aoshima and Yata (2011), Ishii et al.

(2016))，高次元判別分析 (Aoshima and Yata (2011, 2014, 2015b, 2018c), Nakayama et al.

(2017))，パスウエイ解析 (Aoshima and Yata (2011), Yata and Aoshima (2013a, 2016a))，

高次元変数選択 (Aoshima and Yata (2011, 2018c))など，多くの統計的推測の問題に高次

元データの豊富な情報を生かすための理論と方法論が開拓された．

(II) 高次元データの新しい PCA

Yata and Aoshima (2009)は，多変量解析の主成分分析 (Principal Component Analysis:

PCA)が高次元データに対して不一致性を招くことを証明した．Aoshima and Yata (2011),

Yata and Aoshima (2012)は，高次元固有空間を双対空間で捉えることで，固有値と固有ベ

クトルの高次元における幾何学的表現を発見した．Yata and Aoshima (2012, 2013b)は，

ノイズの大きさを幾何学的に見積もり，ノイズ掃き出し法という高次元 PCAを開発した．

Yata and Aoshima (2010a)は，高次元非正規データも高精度に処理できるクロスデータ

1) 日本統計学会和文誌の寄稿論文：青嶋・矢田 (2013a)や日本数学会の論説：青嶋・矢田 (2013b)，さらに，故
Peter Gavin Hall 教授の功績を称える特別招待論文：Aoshima et al. (2018) は，本論文とは別の切り口で高
次元統計解析を解説している．
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行列法という高次元 PCA を開発し，各種統計量の構築に応用した．Yata and Aoshima

(2015)は，高次元混合モデルに高次元 PCAを施すと幾何学的一致性が現れることを証明

し，クラスタリングに応用した．また，Yata and Aoshima (2010b)はクロスデータ行列法

を高次元潜在空間の次元推定に応用し，Yata and Aoshima (2016b)はノイズ掃き出し法を

高次元信号行列の推定に応用した．

図 1 高次元統計解析の 2つの柱と新展開．ただし，Aは Aoshima，Iは Ishii，Nは Nakayama，Yは Yataを
表す．

これまで余り知られてこなかったことだが，高次元データのノイズは非スパースである．

実際の高次元データに見られる共分散行列の非スパース性は，データが高次元であるほど，

ノイズを表す固有値を強スパイクしたものにする．強スパイクなノイズは，それがたった

1個であったとしても，データの潜在的な幾何学的構造を破壊し，統計的推測を著しく劣化

させる．Aoshima and Yata (2018a)は，この非スパース性を強スパイク固有値 (Strongly

Spiked Eigenvalue: SSE)モデルというノイズモデルで表現し，高次元統計的推測の境界と

ノイズ空間の関係を明らかにした．統計量の高次元漸近正規性は，ノイズが非強スパイク

（単純に弱スパイクとよぶことにする）のときに成立する．Aoshima and Yata (2018a)が

示しているように，高次元データの変数間に見られる相関や，異常値の混入，データの混

合などが要因となり，強スパイクするノイズをもつ高次元データは意外と多い．Aoshima

and Yata (2018a)は，SSEモデルのもとで高次元統計解析を新しく展開し，強スパイクす

るノイズがあっても統計的推測に精度を保証するための方法論を構築した．高次元データ
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空間における巨大なノイズをノイズ掃き出し法を用いて精密に解析して，高々数次元の強

スパイクするノイズ空間を分離し，これを避けるようにデータを変換して，潜在空間の幾

何学的構造を浮き彫りにする．Aoshima and Yata (2018a)によるこの方法論は，強スパイ

クする高々数個のノイズをカットすれば統計的推測の精度を高次元漸近正規性で保証でき

るというもので，汎用性が大変に高く，Aoshima and Yata (2018b)と Ishii et al. (2017)

等によって様々な統計的推測に応用されている．

本論文は，上記 (I)と (II)の 2つの柱を図 1のように融合させることで誕生した，高次

元統計解析の新しい展開を解説する．2節では，高次元データの固有値モデルと統計量の

高次元漸近正規性について解説し，SSEモデルにおいては高次元漸近正規性が壊れること

を示す．3節では，高次元データのノイズを解析するための道具となる，ノイズ掃き出し

法という高次元 PCAを解説する．4節では，高次元 2標本検定を議論する．弱スパイク固

有値 (Non-SSE: NSSE)モデルへのデータ変換法を導入し，新しい高次元 2標本検定法を

構築し，漸近正規性と検出力について解説する．最後に，5節では，4節で導入したデータ

変換法を用いて，高次元判別分析を解説する．

2. 固有値モデルと高次元漸近正規性

平均に d次のベクトルµ，共分散行列に d次の非負定値対称行列Σをもつ母集団を考える．

母集団から n (≥ 3)個の d次データベクトル x1, ...,xnを無作為に抽出したとする．大きさ

d×nのデータ行列をX = [x1, ...,xn]とする2)．Σの固有値を λ(1) ≥ · · · ≥ λ(d) (≥ 0)とし，

適当な直交行列H = [h(1), ...,h(d)]で Σ = HΛHT , Λ = diag(λ(1), ..., λ(d))と分解する．

そのとき (X− [µ, ....,µ]) = HΛ1/2Zとおき，Z = [z(1), ...,z(d)]T，z(s) = (z1(s), ..., zn(s))T

と表記する．ただし，Z の成分は，4次モーメントが一様有界であると仮定する．さらに，

必要な箇所で，適宜，次を仮定する．

(A-i) E(z2
l(s)z

2
l(t)) = 1，E(zl(s)zl(t)zl(s′)) = 0, E(zl(s)zl(t)zl(s′)zl(t′)) = 0, s 6= t, s′, t′

(A-i)は，X の母集団分布について，正規分布よりも緩い仮定になっている．仮定 (A-i)を

さらに緩めることもできるが3)，本論文では簡単のために (A-i)を用いる．

まず，標本平均ベクトル xn =
∑n

l=1 xl/nについて，高次元における漸近的性質を見る．

平均二乗誤差は，E(‖xn − µ‖2) = tr(Σ)/nで与えられる．通常，考えられる状況として

2) 多変量解析では，しばしばデータ行列の大きさは n × d である．多変量解析は n > d を前提としているの
で，縦長のデータ行列を想定していることになる．縦長の紙面には都合がいい．高次元統計解析も，縦長の
データ行列を想定している．高次元統計解析は d > n なので，データ行列の大きさは d × n となる．

3) Aoshima and Yata (2015a) の 2 節を参照．



高次元統計解析: 理論と方法論の新しい展開 93

tr(Σ)/d → c (> 0)のとき，高次元小標本の枠組み (d/n → ∞)で

E(‖xn − µ‖2) → ∞

となり，平均二乗誤差は発散する．すなわち，次元数の増加とともに標本平均に含まれる

ノイズが巨大化し，高次元ベクトル µを単純に xn で推定することは困難になる．しかし

ながら，xnの高次元空間における幾何学的表現に注目すると，この状況を打開することが

できる．いま，固有値に次のような球形条件を考える．

tr(Σ2)
tr(Σ)2 =

∑d
s=1 λ2

(s)

(
∑d

s=1 λ(s))2
→ 0, d → ∞ (2.1)

球形条件 (2.1)は，
λmax(Σ)
tr(Σ)

→ 0, d → ∞

と同値である．ここで，λmax(Σ)はΣの最大固有値を表し，λmax(Σ) = λ(1)である．その

とき，仮定 (A-i)と球形条件 (2.1)のもとで，d → ∞のときに (nは固定したままでよい)

次が成り立つ．

‖xn − µ‖ =
√

tr(Σ)/n + oP

(√
tr(Σ)/n

)
(2.2)

すなわち，次元数の増加とともに，xnは中心 µ，半径
√

tr(Σ)/nの球面に収束する．この

現象に着目すれば，xn による µの推定を修正することができる．図 2は，共分散行列に

単位行列 Idをもつ d次元正規分布Nd(µ, Id)について，大きさ n = 3の無作為標本による

標本平均を 200回発生させ，xn − µを固有空間 (ĥ(1), ĥ(2), ĥ(3)で張られる空間)にプロッ

トしたものである．ここで，ĥ(j) は標本共分散行列の第 j 固有ベクトルを表す．左図のよ

うに，次元数が d = 4のときは，半径
√

d/n =
√

4/3の球の周辺に点が散らばる．一方，

右図では，次元数が d = 1000のとき，ノイズが巨大化して，半径
√

d/n =
√

1000/3の球

の表面に点が集中し，上記理論の通り球面集中現象が見てとれる．

もしも，球面での xn の確率変動を漸近的に捉えることができれば，統計的推測の精度

保証が得られるだろう．いま，固有値に，Aoshima and Yata (2018a)で考案された弱スパ

イク固有値 (Non-Strongly Spiked Eigenvalue: NSSE)モデルを考える．NSSEモデルは，

次の条件を満たす固有値モデルである．

(A-ii)
{λmax(Σ)}2

tr(Σ2)
=

λ2
(1)∑d

s=1 λ2
(s)

→ 0, d → ∞

NSSEモデルは球形条件 (2.1)を満たすことに注意する．具体的な関数として，Yata and

Aoshima (2009)等で扱った一般化スパイクモデルを例にとる．

λ(s) = c(s)d
α(s) (s = 1, ...,m), λ(s) = c(s) (s = m + 1, ..., d) (2.3)
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図 2 高次元小標本における xn の幾何学的表現．

ここで，c(s) (> 0), α(s) (α(1) ≥ · · · ≥ α(m) > 0)はともに dに依存しない未知の実数，m

は dに依存しない未知の自然数で，これらのパラメータは λ(1) ≥ · · · ≥ λ(d) なる大小関係

を満たすものとする．そのとき，α(1) < 1/2ならば NSSEモデルの条件 (A-ii)を満たし，

α(1) < 1ならば球形条件 (2.1)も満たすことになる．Aoshima and Yata (2011, 2015a)は，

NSSEモデルのもとで高次元漸近正規性が成り立つことを証明した．

定理 2.1 (A-i)を仮定する．NSSEモデルのもとで，d → ∞, n → ∞のとき次が成り

立つ4)．
‖xn − µ‖2 − tr(Σ)/n√

Var(‖xn − µ‖2)
L−→ N(0, 1) (2.4)

ここで， L−→は分布収束を表す．

定理 2.1は，高次元において xnが中心 µ，半径
√

tr(Σ)/nの球面の周りに正規分布で変

動することを意味している．図 3は，d次元正規分布 Nd(µ,Σ)について，大きさ n = 10

の無作為標本による標本平均をもとに

Ud =
‖xn − µ‖2 − tr(Σ)/n√

2tr(Σ2)/n2

を計算し，これを 2000回発生させてヒストグラムを作成したものである．母集団に正規分布

を設定したので，Var(‖xn−µ‖2) = 2tr(Σ2)/n2と計算されている．Σ = diag(d1/3, 1, ..., 1)

の場合を考えた．これは，条件 (A-ii)を満たすので，NSSEモデルの一つである．図 3を見

ると，次元数 dが大きくなると，定理 2.1が主張する通り，ヒストグラムの形状はN(0, 1)

に近づくことが確認できる．

4) 本論文で n → ∞と表記するとき，n = log d程度を想定している．つまり，高次元に対して小標本であって
も，結果は保証される．
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図 3 NSSE モデル Σ = diag(d1/3, 1, ..., 1) の場合の，球面付近の xn の確率変動．次元数が d = 4 と 1000 の
とき，Ud = (‖xn − µ‖2 − tr(Σ)/n)/

q

2tr(Σ2)/n2 (n = 10) を 2000 回発生させて，ヒストグラムを作成した．
実線は，N(0, 1) の確率密度関数を表す．

以上から，xn は高次元において球面集中現象をもち，NSSEモデルであれば球面付近

の微小な確率変動を捉えることができるので，統計的推測に精度を保証することが可能と

なる．

Aoshima and Yata (2018a)は，強スパイク固有値 (Strongly Spiked Eigenvalue: SSE)

モデルも考案した．SSEモデルは，次の条件を満たす固有値モデルである．

lim inf
d→∞

{λmax(Σ)}2

tr(Σ2)
= lim inf

d→∞

λ2
(1)∑d

s=1 λ2
(s)

> 0 (2.5)

条件 (A-ii)と (2.5)を見比べれば分かるように，SSEモデルと NSSEモデルは互いに排反

なモデルとなっている．一般化スパイクモデル (2.3)を例にとれば，α(1) ≥ 1/2ならば SSE

モデルの条件 (2.5)を満たす．すなわち，SSEモデルは NSSEモデルと比べ，最初の数個

の固有値が飛び抜けて大きいことを想定したモデルである5)．困ったことに，SSEモデル

では，α(1) ≥ 1/2となるような強スパイクなノイズが悪さをして，高次元漸近正規性が壊

れてしまう．図 4は，SSEモデルの一つであるΣ = diag(d2/3, 1, ..., 1)の場合について，図

3と同様に，Udのヒストグラムを作成したものである．ご覧の通り，高次元漸近正規性が

成り立たず，結果として，NSSEモデルを前提として構築されてきた高次元統計解析手法

は，SSEモデルにおいて精度保証が困難となる．SSEモデルにおいて高次元漸近正規性に

替わるものとして，Katayama et al. (2013)と Ishii et al. (2016)は適当な正則条件のもと

で Udの高次元分布を導出しているが，強スパイクなノイズの影響で Udそのものの精度は

著しく低下する．

SSEモデルがもつこういった困難さを克服するために，Aoshima and Yata (2018a)は，

SSEモデルをNSSEモデルにデータ変換するという方法論を提唱した．Aoshima and Yata

5) 例えば次節の図 5を見ると，最初の幾つかの固有値が非常に大きく，SSEモデルの当てはまりが予想される．
実際，Aoshima and Yata (2018a,b) や Ishii et al. (2016) において，それらのデータセットが SSE モデルを
もつことが理論的に確認されている．他にも，SSEモデルが当てはまる高次元データの事例は，意外と多い．
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図 4 SSEモデル Σ = diag(d2/3, 1, ..., 1)の場合の，球面付近の xn の漸近的挙動．次元数が d = 4と 1000の
とき，Ud = (‖xn − µ‖2 − tr(Σ)/n)/

q

2tr(Σ2)/n2 (n = 10) を 2000 回発生させて，ヒストグラムを作成した．
実線は，N(0, 1) の確率密度関数を表す．

(2018a,b)によるデータ変換の技術と高次元統計解析の新展開について，次節以降で詳細を

説明する．本論文では説明を簡単にするために，次の条件を満たす SSEモデルを考える．

(A-iii) (次元数 dに依存しない)ある自然数 kに対して，

(i) 1 ≤ s < t ≤ kのとき，lim inf
d→∞

(λ(s)/λ(t) − 1) > 0

(ii) lim inf
d→∞

λ2
(k)

Ψ(k)
> 0 かつ

λ2
(k+1)

Ψ(k+1)
→ 0, d → ∞

ここで，Ψ(j) =
∑d

s=j λ2
(s) (j ≥ 1)である．

一般化スパイクモデル (2.3)を例にとれば，ある自然数 k(< m)に対してα(k) ≥ 1/2 > α(k+1)

かつ 1 ≤ s < t ≤ kのとき c(s) 6= c(t)ならば，条件 (A-iii)を満たす．SSEモデル (A-iii)は，

最初の k個の固有値が飛び抜けて大きいことを考慮した SSEモデルであり，実データ解析

からも自然な固有値モデルになっている．本論文では，以降，(A-iii)の条件 (ii)を満たす

λ(1), ..., λ(k) のことを，強スパイクな固有値とよぶことにする．

3. データ変換の準備: ノイズの解析

SSEモデルから NSSEモデルへデータを変換するためには，事前にノイズ空間の解析を

行っておくことが重要になる．ここでは，ノイズ空間の解析手法として，Yata and Aoshima

(2012, 2013b)によって開発されたノイズ掃き出し法を紹介する．

標本共分散行列をSn = (n−1)−1(X −X)(X −X)T とする．ここで，X = [xn, ...,xn]

である．Sn の固有値を λ̂(1) ≥ · · · ≥ λ̂(d) (≥ 0)，各固有値 λ̂(s) に対する固有ベクトルを

ĥ(s) とする．ただし，ĥ(1), ..., ĥ(d) は d次元実ベクトル空間の正規直交基底をなすとする．

Sn の固有値分解は

Sn =
d∑

s=1

λ̂(s)ĥ(s)ĥ
T

(s)

と書ける．一般性を失うことなく各 sで hT
(s)ĥ(s) ≥ 0と仮定する．Snの双対標本共分散行

列は，SD,n = (n − 1)−1(X − X)T (X − X)で与えられる．SD,n は Sn と正の固有値を
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共有する n次の対称行列になる．SD,nの固有値を λ̂(1) ≥ · · · ≥ λ̂(n−1) (≥ 0)，各 λ̂(j)に対

する固有ベクトルを û(j)とする．ただし，û(1), ..., û(n−1)は互いに正規直交とする．SD,n

の固有値分解は

SD,n =
n−1∑
s=1

λ̂(s)û(s)û
T
(s)

と書ける．Sn と SD,n の固有ベクトルには，次の双対関係がある．

ĥ(j) =
X − X√
(n − 1)λ̂(j)

û(j) (j = 1, ...,min{d, n − 1})

Jung and Marron (2009)は，母集団に正規分布もしくは ρ-mixingを仮定して，一般化

スパイクモデル (2.3)の固有値の冪が α(j) > 1の場合について，λ̂(j) と ĥ(j) の推定量とし

ての高次元一致性を論じた．ところが，α(j) > 1なる状況は，数学的な扱いを簡単にする

ものの，実際のデータ解析ではあまり意味がない．Jung et al. (2012)は，α(j) = 1の場合

を扱った．一方，Yata and Aoshima (2009)は，母集団の分布型や一般化スパイクモデル

(2.3)の固有値の冪に制約を課すことなしに，λ̂(j) と ĥ(j) さらには主成分スコアの，高次

元一致性と不一致性を論じた．さらに，Aoshima and Yata (2018a)と Yata and Aoshima

(2013b)は，モデルのクラスを広げて，SSEモデル (A-iii)を含む固有値モデルに対して，

高次元一致性と不一致性の概念を拡張している．例えば，λ̂(j)と ĥ(j) について，次の定理

を与えることができる．

定理 3.1 (A-i)を仮定する．SSEモデル (A-iii)のもとで，各 j (≤ k)について，d →

∞, n → ∞のとき次が成り立つ．

λ̂(j)/λ(j) = 1 + δ(j) + OP (n−1/2), (ĥ
T

(j)h(j))2 = (1 + δ(j))−1 + OP (n−1/2)

ここで，δ(j) = λ−1
(j)

∑d
s=k+1 λ(s)/(n − 1)である．

上記定理に見られるように，固有値と固有ベクトルの推定量には，δ(j)といったノイズの主

要項が含まれる6)．例えば，一般化スパイクモデル (2.3)において，α(j) = 1/2で n = o(d1/2)

ならば δ(j) → ∞となり，λ(j)/λ̂(j) = oP (1)や (ĥ
T

(j)h(j))2 = oP (1)といった強不一致性を

起こす．

この問題を解決するために，Yata and Aoshima (2012, 2013b)はノイズ掃き出し法を

考案した．高次元において巨大に膨らむノイズが図 2のような球面集中現象を起こすこと

に着目すれば，ノイズの主要項 δ(j)を掃き出して推定を補正することができる．Yata and

6) ノイズの漸近的な評価について，詳細は青嶋・矢田 (2013a) や Yata and Aoshima (2013b) を参照のこと．
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Aoshima (2012, 2013b)は，ノイズ掃き出し法を用いて，次のような固有値の推定量を与

えた．

λ̃j = λ̂j −
tr(SD,n) −

∑j
s=1 λ̂s

n − 1 − j
(j = 1, ..., n − 2) (3.1)

さらに，固有ベクトルの推定量を次のように与えた．

h̃(j) =

√√√√ λ̂(j)

λ̃(j)
ĥ(j) =

X − X√
(n − 1)λ̃(j)

û(j) (j = 1, ..., n − 2) (3.2)

そのとき，Aoshima and Yata (2018a)と Yata and Aoshima (2013b)により次の定理を

得る．

定理 3.2 (A-i)を仮定する．SSEモデル (A-iii)のもとで，各 j (≤ k)について，d →

∞, n → ∞のとき次が成り立つ．

λ̃(j)/λ(j) = 1 + OP (n−1/2), (h̃
T

(j)h(j))2 = 1 + OP (n−1)

上記定理から，δ(j) → ∞となる場合でも，ノイズ掃き出し法による推定量は高次元一致

性をもつことが分かる．

有名な 3つの DNAマイクロアレイデータについて，ノイズ掃き出し法を用いて固有値

を推定してみる．1つ目はAlon et al. (1999)の結腸データで，遺伝子数は d = 2000，腫瘍

患者 (Colon)の 40サンプルと正常者 (Normal)の 22サンプルからなる．2つ目は Shipp et

al. (2002)のリンパ腫データで，遺伝子数は d = 7129，DLBCLタイプの 58サンプルと濾

図 5 3 つの DNA マイクロアレイデータの第 10 寄与率までの推定値．
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胞性リンパ腫 (FL)タイプの 19サンプルからなる．3つ目は Singh et al. (2002)の前立腺

データで，遺伝子数は d = 12625，正常者 (Normal)の 50サンプルと腫瘍患者 (Prostate)

の 52サンプルからなる．データを規準化して視覚化するために，固有値の寄与率を推定

する．Aoshima and Yata (2018b)により，仮定 (A-i)と SSEモデル (A-iii)のもとで，各

j (≤ k)について，d → ∞, n → ∞のとき次が成り立つ．

λ̃(j)

tr(Sn)
=

λ(j)

tr(Σ)
{1 + oP (1)}

図 5は，λ̃(j)/tr(Sn)を用いて第 10寄与率まで推定したものである．3つのデータセット

とも，最初の数個の固有値が飛び抜けて大きく，他の固有値は相対的に小さなものである

ことが分かる．特に，Singh et al. (2002)のデータは，第 1寄与率が 50%以上になってい

る．つまり，12625次元あるデータの全変動のうち 50%以上の変動を巨大なノイズが支配

している．Aoshima and Yata (2018a,b)と Ishii et al. (2016)は，これらのデータセット

が SSEモデルをもつことを理論的に示している．高次元データは，変数間の相関，異常値

の混入，データの混合などが要因となり，強スパイクする巨大なノイズを生みやすく，こ

こで扱った 3つのデータセット以外にも，SSEモデルが当てはまる事例は意外と多い．

例えば，2つのクラス π1, π2 があり，それらが平均 µ1, µ2，共分散行列Σ1, Σ2 をもつ

と仮定する．データは，確率密度関数 (p.d.f.)

f(x) = η1f1(x; µ1,Σ1) + η2f2(x; µ2,Σ2)

をもつ混合分布からの標本とみなす．ここで，ηi ∈ (0, 1)，i = 1, 2，η1 + η2 = 1 とし，

fi(x; µi,Σi)は πi の p.d.f.とする．そのとき，混合分布の共分散行列は

Σ = η1Σ1 + η2Σ2 + η1η2(µ1 − µ2)(µ1 − µ2)
T

となる．∆ = ‖µ1 − µ2‖2 とする．そのとき，d → ∞において λmax(Σi)/∆ → 0，i = 1, 2

ならば，λmax(Σ)について次が成り立つことに注意する．

λ(1) = η1η2∆{1 + o(1)}

すなわち，平均間の距離∆が dに依存して十分大きければ，SSEモデルとなる7)．このよ

うに，データの混合 (もしくは，異常値の混入)が要因で固有値は強スパイクする．他にも，

級内相関係数モデルなどの変数間の相関が強いモデルにおいても，強スパイクな固有値が

出現し，巨大なノイズが発生する8)．

7) Yata and Aoshima (2015) は，一般に g (≥ 2) 個のクラスの高次元混合データを考え，少なくとも最初の
g − 1 個の固有値が d に依存してスパイクすることを示している．

8) 例えば，Aoshima and Yata (2018b) の 5.1 節を参照のこと．
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SSEモデルにおける強スパイクな固有値と対応する固有ベクトルを，ノイズ掃き出し法

で高精度に推定する9)．データ変換の方法論は，高々数次元ではあるものの推測に悪さを

する強スパイクな固有空間を避けるために，強スパイクな固有空間の直交補空間にデータ

を射影することを考える．その際の射影行列はノイズ掃き出し法で構成する．データ変換

による高次元統計解析の具体例は，次節以降で説明する．

4. 高次元 2標本検定

母集団が 2つあり，各母集団 πi は平均に d次ベクトル µi，共分散行列に d次非負定値

対称行列Σi (=
∑d

s=1 λi(s)hi(s)h
T
i(s)) をもつとする．次の検定を考える．

H0 : µ1 = µ2 vs. H1 : µ1 6= µ2 (4.1)

各母集団 πi から，ni (≥ 4)個の d次データベクトル xi1, ...,xini
を無作為に抽出する．高

次元小標本の枠組みでは，標本共分散行列の逆行列が存在しないため，従来のホテリング

の T 2-統計量は使えない．それゆえ，高次元ならではの新たな検定統計量が必要になる．

4.1 NSSEモデルにおける検定統計量
NSSEモデルのもとで，Dempster (1958)は，母集団分布に正規分布とΣ1 = Σ2を仮定

して，仮説 (4.1)の検定統計量を与えた．Bai and Saranadasa (1996)は，正規分布の仮定

を緩めて検定統計量を与えたが，依然として Σ1 = Σ2 を仮定していた．高次元データの

母集団に共分散行列の共通性を仮定することは，パラメータの次元数を考えれば非現実的

である．母集団分布が非正規分布で共分散行列の共通性を仮定しないとき，Chen and Qin

(2010)は下記の (4.2)式に基づく検定統計量を与え，その漸近分布を導出した．Chen and

Qin (2010)による高次元 2標本検定はスタンダードなものであるが，後述する通り幾つか

の問題がある．

各母集団 πiの標本平均ベクトル xini と標本共分散行列 Sini を使って，∆ = ‖µ1 −µ2‖2

の推定量

T = ‖x1n1 − x2n2‖2 −
2∑

i=1

tr(Sini)
ni

= 2
2∑

i=1

∑ni

l<l′ xT
ilxil′

ni(ni − 1)
− 2

∑n1
l=1
∑n2

l′=1 xT
1lx2l′

n1n2
(4.2)

を考える．そのとき，E(T ) = ∆，Var(T ) = K となる．ここで，K = K1 + K2,

K1 =
2∑

i=1

2
ni(ni − 1)

tr(Σ2
i) +

4
n1n2

tr(Σ1Σ2), K2 =
2∑

i=1

4
ni

(µ1 − µ2)
T Σi(µ1 − µ2)

である．Aoshima and Yata (2018a)により，NSSEモデルのもと，次の高次元漸近正規性

を示すことができる10)．

9) 強スパイクする固有値の個数は，クロスデータ行列法で推定できる．詳細は，Aoshima and Yata (2018a,b)
を参照のこと．
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定理 4.1 2つの母集団に (A-i)を仮定する．さらに，lim supv→∞ ∆2/K1 < ∞を仮定

する．ここで，v = min{d, n1, n2}である．2つの母集団がともに NSSEモデルであれば，

v → ∞のとき次が成り立つ．
T − ∆√

K1

L−→ N(0, 1) (4.3)

2つの母集団がともに NSSEモデルであれば，高次元漸近正規性 (4.3)と K1 の一致推

定量を用いることで，原理的には仮説 (4.1)の検定方式を構築することができる．しかし，

Chen and Qin (2010)が与えた K1 の一致推定量は，高次元において非常に大きなバイア

スをもつ．この点については，Aoshima and Yata (2011)がクロスデータ行列法を用いて

彼らの検定統計量を改善し，要求される有意水準と検出力を同時に満たす検定方式を与え

ている．とはいえ，そもそも Chen and Qin (2010)の検定方式は，NSSEモデルの仮定に

酷く敏感である．実際，2つの母集団のうち一つでも SSEモデルが当てはまる場合，高次

元漸近正規性は壊れ，(4.2)式の T を用いる検定方式では精度保証は得られない．そこで，

Aoshima and Yata (2018a)は，2つの母集団に SSEモデルもあり得る場合を考慮し，その

場合には柔軟に NSSEモデルにデータを変換することで，高精度な高次元 2標本検定法を

実現する技術を開発した．まさしく，高次元統計解析の新展開である．

4.2 データ変換: SSEからNSSEへ

母集団 πiが強スパイクな固有値を ki(≥ 0)個もつとき，強スパイクする固有空間の直交

補空間への正射影行列をAi とする．

Ai =
d∑

s=ki+1

hi(s)h
T
i(s) (ki ≥ 0)

Aoshima and Yata (2018a)は，次のようなデータ変換を考えた11)．

xij∗ = Aixij (i = 1, 2; j = 1, ..., ni)

そのとき，Var(xij∗) =
∑d

s=ki+1 λi(s)hi(s)h
T
i(s) (= Σi∗ とおく) となるので，SSE モデル

(A-iii)の条件 (ii)から

{λmax(Σi∗)}2

tr(Σ2
i∗)

=
λ2

i(ki+1)

Ψi(ki+1)
→ 0, d → ∞

10) Aoshima and Yata (2018a) の定理 2 を参照のこと．
11) 強スパイクする固有値の個数 ki の推定について，Aoshima and Yata (2018a) の S2.2 節もしくは Aoshima

and Yata (2018b) の 4.3 節を参照のこと．なお，ki = 0 の場合は恒等変換となり，データは変換せずとも
NSSE モデルが当てはまる．
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が成立する．つまり，変換後のデータ xij∗ には，NSSEモデルが当てはまることになる．

このデータ変換を用いれば，(4.2)式の T は次のように書ける．

T∗ =2
2∑

i=1

ni∑
l<l′

xT
ilAixil′

ni(ni − 1)
− 2

∑n1
l=1
∑n2

l′=1 x1lA1A2x2l′

n1n2

=2
2∑

i=1

∑ni

l<l′(x
T
ilxil′ −

∑ki

j=1 xil(j)xil′(j))
ni(ni − 1)

− 2

∑n1
l=1
∑n2

l′=1(x1l −
∑k1

j=1 x1l(j)h1(j))T (x2l′ −
∑k2

j=1 x2l′(j)h2(j))
n1n2

(4.4)

ここで，xil(j) = hT
i(j)xilである．そのとき，E(T∗) = ∆∗，Var(T∗) = K∗となる．ただし，

∆∗ = ‖µ∗‖2，µ∗ = A1µ1 − A2µ2 であり，K∗ = K1∗ + K2∗,

K1∗ = 2
2∑

i=1

tr(Σ2
i∗)

ni(ni − 1)
+ 4

tr(Σ1∗Σ2∗)
n1n2

, K2∗ = 4
2∑

i=1

µT
∗ Σi∗µ∗

ni

である．定理 4.1から次の結果が得られる．

系 4.1 2つの母集団に (A-i)を仮定する．2つの母集団のどちらか (もしくは両方)が

SSEモデルの場合，(A-iii)を仮定する．さらに，lim supv→∞ ∆2
∗/K1∗ < ∞を仮定する．

ここで，v = min{d, n1, n2}である．そのとき，v → ∞において次が成り立つ．

T∗ − ∆∗√
K1∗

L−→ N(0, 1)

上記結果から，データ変換後の T∗を用いれば，SSEモデルにおいても高次元漸近正規性

が成立し，K1∗の一致推定量を用いることで，仮説 (4.1)の検定方式を構築することが可能

となる．その際，データ変換に用いる正射影行列Aiは，3節で準備したノイズ掃き出し法

に基づいて推定することになる．

4.3 データ変換による高次元 2標本検定
(4.4)式に含まれる xil(j) = hT

i(j)xil は，推定する必要がある．単純な ĥ
T

i(j)xil や h̃
T

i(j)xil

といった推定では，Aoshima and Yata (2018a)の 5.1節で述べている通り，非常に大きな

バイアスが生じる．Aoshima and Yata (2018a)は，ノイズ掃き出し法 (3.2)から作られる

h̃i(j) を，次のように補正することを考えた．

h̃il(j) =
(ni − 1)1/2(Xi − Xi)ûil(j)

(ni − 2)λ̃1/2
i(j)

ここで，λ̃i(j) は (3.1)式のように与えられ，また，

ûil(j) = (ûi1(j), ..., ûil−1(j),−ûil(j)/(ni − 1), ûil+1(j), ..., ûini(j))T



高次元統計解析: 理論と方法論の新しい展開 103

であり，これは各母集団 πi の双対標本共分散行列 SiD,n について固有ベクトル ûi(j) =

(ûi1(j), ..., ûini(j))T の第 l 成分を補正したものである．そのとき，x̃il(j) = h̃
T

il(j)xil とお

き12)，T∗ の推定量として，

T̂∗ =2
2∑

i=1

∑ni

l<l′(x
T
ilxil′ −

∑ki

j=1 x̃il(j)x̃il′(j))
ni(ni − 1)

− 2

∑n1
l=1
∑n2

l′=1(x1l −
∑k1

j=1 x̃1l(j)h̃1(j))T (x2l′ −
∑k2

j=1 x̃2l′(j)h̃2(j))
n1n2

を考える．Aoshima and Yata (2018a)は次の結果を与えた．

定理 4.2 2つの母集団に (A-i)を仮定する．2つの母集団のどちらか (もしくは両方)が

SSEモデルの場合，(A-iii)を仮定する．さらに，lim supv→∞ ∆2
∗/K1∗ < ∞を仮定する．

そのとき，適当な正則条件13)のもと，v → ∞において次が成り立つ．

T̂∗ − ∆∗√
K1∗

L−→ N(0, 1)

ここで，K1∗の推定量を考える．まず，tr(Σ2
i∗)の推定量については，Yata and Aoshima

(2010a) のクロスデータ行列法を用いる．いま，各母集団 πi でデータ行列 Xi を 2 分割

し，Xi1 = [xi1, ...,xini1 ]，Xi2 = [xini1+1, ...,xini ] を定義する．ここで，ni1 = dni/2e，

ni2 = ni − ni1，dxeは x以上の最小の整数を表す．さらに，Xij = [xij , ...,xij ]，j = 1, 2，

xi1 = n−1
i1
∑ni1

l=1 xil，xi2 = n−1
i2
∑ni

l=ni1+1 xil とおく．そのとき，

SiD(1) =
(Xi1 − Xi1)T (Xi2 − Xi2)√

(ni1 − 1)(ni2 − 1)

をクロスデータ行列とよぶ．SiD(1)の特異値を λ́i(1) ≥ · · · ≥ λ́i(n(2)−1) (≥ 0) とおく．いま，

E(tr(SiD(1)S
T
iD(1))) = tr(Σ2

i)に注意して，tr(Σ2
i∗)の推定量として

Wini = tr(SiD(1)S
T
iD(1)) −

ki∑
s=1

λ́2
i(s)

を考える．さらに，Âi = Id −
∑ki

s=1 ĥi(s)ĥ
T

i(s) とおく．ただし，ĥi(j) は Sini の第 j 固有

ベクトルである．Â1 と Â2 を使って tr(Σ1∗Σ2∗)を推定し，結果としてK1 の推定量に

K̂1∗ =
2∑

i=1

2
ni(ni − 1)

Wini +
4

n1n2
tr(S1n1Â1S2n2Â2)

12) 補正した推定量 x̃il(j) と ĥ
T
i(j)xil, h̃

T
i(j)xil との比較は，Aoshima and Yata (2018a)の 5.1節を参照のこと．

13) Aoshima and Yata (2018a) の定理 5 を参照のこと．
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を考える14)．

仮説 (4.1)は次のように検定される．

H0 を棄却 ⇐⇒ T̂∗√
K̂1∗

> zα (4.5)

ここで，zα は N(0, 1)の上側 α点を表す．検定方式 (4.5)の第 1種の過誤 (Size)と検出力

(Power)について，Aoshima and Yata (2018a)は次の結果を与えた．

定理 4.3 2つの母集団に (A-i)を仮定する．2つの母集団のどちらか (もしくは両方)

が SSE モデルの場合，(A-iii) を仮定する．そのとき，適当な正則条件15)のもとで，v =

min{d, n1, n2} → ∞において検定方式 (4.5)は次が成り立つ．

Size = α + o(1), Power = Φ

(
∆∗√
K∗

− zα

√
K1∗

K∗

)
+ o(1)

ここで，Φ(·)は N(0, 1)の分布関数を表す．

検定方式 (4.5)の性能を，シミュレーション実験で検証する．比較の対照として，Chen

et al. (2010)が与えた (4.2)式の T を用いた検定方式

H0 を棄却 ⇐⇒ T√
K̂1

> zα (4.6)

を考える．ここで，分母は K̂1 = 2
∑2

i=1 Uini/{ni(ni − 1)} + 4tr(S1n1S2n2)/(n1n2)，Uini

は Chen et al. (2010)が与えた U-統計量に基づく tr(Σ2
i )の不偏推定量である16)．検定方

式 (4.5)と (4.6)の性能を比較するに当たって，次のような簡単な実験を設計した．2つの

母集団を Nd(µi,Σi), i = 1, 2とし，µ1 = 0，Σ1 = diag(d2/3, d1/2, 1, ..., 1)，Σ2 = 2Σ1 と

おいた．すなわち，2つの母集団ともに ki = 2の SSEモデル (A-iii)をもつ．標本数は，

n1 = dn1/2e，n2 = 2n1とした．有意水準は α = 0.05とした．さらに，H1のもとでは，最

後の 10個の成分を 1とした µ2 = (0, ..., 0, 1, ..., 1)T を考えた．以上の設定で，検定方式

(4.5)と (4.6)による仮説 (4.1)の検定を独立に 2000回繰り返し，第 1種の過誤と検出力の

平均値を図 6にプロットした．標準偏差は 0.011以下である．

図 6から，検定方式 (4.5)は高次元において非常に高い精度をもつことがわかる．一方，

検定方式 (4.6)は高次元漸近正規性が壊れ，第 1種の過誤を制御できず，検出力が極端に

14)
bK1∗ の一致性については，Aoshima and Yata (2018a)の補題 3を参照のこと．なお，2つの母集団とも NSSE
モデル (k1 = k2 = 0)の場合には，Wini の替わりに Yata and Aoshima (2013a)の拡張クロスデータ行列法
を用いた方が推定精度が高い．

15) Aoshima and Yata (2018a) の定理 6 を参照のこと．
16) Yata and Aoshima (2013a) による拡張クロスデータ行列法は，tr(Σ2

i) に別の不偏推定量を与える．
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図 6 検定方式 (4.5) と (4.6) の第 1 種の過誤と検出力．右図の実線は定理 4.3 の漸近検出力 Φ(∆∗/K
1/2
∗ −

zαK
1/2
1∗ /K

1/2
∗ ) を表す．

低くなる．これは，Chen and Qin (2010)および Chen et al. (2010)による T が，SSEモ

デルがもつ高々数個（本設定では 2個）の強スパイクなノイズに引きずられて，非常に大

きな分散K をもつことに起因する．それに対して，Aoshima and Yata (2018a)の T̂∗ は，

データ変換によって強スパイクなノイズが除去されているので，分散K∗ が抑えられてい

る．これが，検定方式 (4.5)が第 1種の過誤においても検出力においても高い精度を保証

できている理由である．実際，今回の設定でも，K/K∗ → ∞，d → ∞となっている．こ

こでは割愛するが，シミュレーションの設定を変えても，同様な結果を得ている．様々な

設定での実験結果については，Aoshima and Yata (2018a)の 6節と S4節を参照されたい．

5. 高次元判別分析

高次元データの 2群の判別を考える．4節と同様に，母集団が 2個あるとし，各母集団

πi は平均に d次のベクトル µi，共分散行列に d次の非負定値対称行列 Σi をもつとする．

各母集団 πi から，ni (≥ 4)個のデータ xi1, ...,xini を無作為に抽出する．判別対象のデー

タを x0 とする．判別の精度について，π1 の x0 を π2 に誤判別する確率を e(1)，π2 の x0

を π1 に誤判別する確率を e(2)で表す．高次元小標本の枠組みでは，標本共分散行列の逆

行列が存在しないため，フィッシャーの線形判別方式や 2次判別方式は使えない．

5.1 NSSEモデルにおける判別関数

2群の共分散行列に共通性Σ1 = Σ2を仮定する場合，Bickel and Levina (2004)とDudoit

et al. (2002)は標本共分散行列の対角成分だけを使った判別関数を，Fan and Fan (2008)

は変数選択に基づく判別関数を考えた．また，Cai and Liu (2011)は共分散行列にスパー

ス性を想定したスパース線形判別関数を考えた．2群の共分散行列に共通性を仮定しない

場合，Dudoit et al. (2002)は標本共分散行列の対角成分だけを使った判別関数を，Hall et

al. (2005), Chan and Hall (2009)，Aoshima and Yata (2014)はユークリッド距離に基づ

く判別関数を，Aoshima and Yata (2011, 2015b)は高次元小標本の幾何学的表現に基づく



106 日本統計学会誌　　第48巻 第1号 2018

判別関数を，Li and Shao (2015)はスパース 2次判別関数を考えた．また，Aoshima and

Yata (2018c)は，高次元データの特徴を捉えた 2次判別関数のクラスを考え，誤判別確率

に関する一致性と漸近正規性をもつための条件を導き，高次元における最適性を論じてい

る．一方，機械学習の文脈では，サポートベクターマシン (SVM)が有名である．しかし，

SVMは高次元において巨大なバイアスをもつ．Nakayama et al. (2017)は，SVMの高次

元におけるバイアスを補正し，補正後の SVMが Aoshima and Yata (2014)によるユーク

リッド距離に基づく判別関数と漸近的に同等になることを示した．

これら先行研究による判別方式の精度保証は，2群がともに NSSEモデルであることを

前提としている．2群のどちらか一方でも SSEモデルをもつ場合は，高次元 2標本検定の

ときと同様に，強スパイクなノイズに引きずられて判別方式の精度は低下する．そこで，

前節と同様にデータ変換を考える．Aoshima and Yata (2018b)は，NSSEモデルのもとで

高い性能をもつ Aoshima and Yata (2014)によるユークリッド距離に基づく判別方式を導

入し，4.2節で与えたデータ変換法を適用して，SSEモデルにおいても高い精度を保証する

ことができる高次元判別分析を新しく展開した．

5.2 ユークリッド距離に基づく判別方式
Aoshima and Yata (2014) は，ユークリッド距離 ∆ = ‖µ1 − µ2‖2 に基づく判別分析

(Distance-Based Discriminant Analysis: DBDA)を考え，判別関数を次のように定義した．

W (x0) =
(
x0 −

x1n1 + x2n2

2

)T

(x2n2 − x1n1) −
tr(S1n1)

2n1
+

tr(S2n2)
2n2

(5.1)

DBDAの判別方式は，

W (x0) < 0のとき x0 ∈ π1, W (x0) ≥ 0のとき x0 ∈ π2 (5.2)

である．Aoshima and Yata (2014)は次の定理を与えた．

定理 5.1 次の 2つを仮定する．

(A-iv)
(µ1 − µ2)T Σi(µ1 − µ2)

∆2 → 0, d → ∞, i = 1, 2

(A-v)
maxj=1,2 tr(Σ2

j)
ni∆2 → 0, d → ∞, i = 1, 2

そのとき，DBDA(5.2)は d → ∞のとき次の一致性が成り立つ．

e(1) → 0, e(2) → 0 (5.3)

上記の結果は，各母集団 πiの分布に依存しない．つまりDBDAは，母集団分布に (A-i)

等を仮定せず，平均間のユークリッド距離∆をもとに高次元で完全分類を達成している．
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しかし，仮定 (A-v)について，SSEモデルの場合には

maxj=1,2{λmax(Σj)}2

ni∆2 → 0, d → ∞, i = 1, 2

なる条件を意味することとなり，SSEモデルにとって大変厳しいものになる．つまり，SSE

モデルの場合には，仮定 (A-v)が満たされ難い．結果として，判別関数 (5.1)が強スパイク

なノイズに引きずられ，判別性能は低下する．そこで，4.2節で与えたデータ変換法を用い

ることで，W (x0)から強スパイクなノイズを除去して，SSEモデルにおいても高い精度を

保証できる柔軟な高次元判別分析を考える．

5.3 データ変換による高次元判別分析
4.2節と同様に，各母集団 πi について xij∗ = Aixij , xini∗ = Aixini というデータ変換

を考える．また，判別対象について，x0∗ = A0x0といったデータ変換を考える．ここで，

A0 = (A1 + A2)/2である．そのとき，データ変換後のW (x0)は次のように書ける．

W∗(x0) =
(
x0∗ −

x1n1∗ + x2n2∗

2

)T

(x2n2∗ − x1n1∗) −
tr(A1S1n1)

2n1
+

tr(A2S2n2)
2n2

=W (x0) +
k1∑

j=1

x0,1(j)

{
x̄1(j) −

1
2
hT

1(j)

(
x2n2 −

k2∑
j′=1

x̄2(j′)h2(j′)

)}

−
k2∑

j=1

x0,2(j)

{
x̄2(j) −

1
2
hT

2(j)

(
x1n1 −

k1∑
j′=1

x̄1(j′)h1(j′)

)}

−
k1∑

j=1

∑n1
l<l′ x1l(j)x1l′(j)

n1(n1 − 1)
+

k2∑
j′=1

∑n2
l<l′ x2l(j′)x2l′(j′)

n2(n2 − 1)

ここで，x0,i(j) = hT
i(j)x0, xi(j) =

∑ni

l=1 xil(j)/ni, xil(j) = hT
i(j)xil, i = 1, 2である．4.3節

と同様に，これらを x̃0,i(j) = h̃
T

i(j)x0, x̃i(j) =
∑ni

l=1 x̃il(j)/ni, x̃il(j) = h̃
T

il(j)xil で推定して，

次の判別関数を得る．

W̃∗(x0) =W (x0) +
k1∑

j=1

x̃0,1(j)

{
x̃1(j) −

1
2
h̃

T

1(j)

(
x2n2 −

k2∑
j′=1

x̃2(j′)h̃2(j′)

)}

−
k2∑

j=1

x̃0,2(j)

{
x̃2(j) −

1
2
h̃

T

2(j)

(
x1n1 −

k1∑
j′=1

x̃1(j′)h̃1(j′)

)}

−
k1∑

j=1

∑n1
l<l′ x̃1l(j)x̃1l′(j)

n1(n1 − 1)
+

k2∑
j′=1

∑n2
l<l′ x̃2l(j′)x̃2l′(j′)

n2(n2 − 1)
(5.4)

データ変換後の判別方式 (Transformed DBDA: T-DBDA)は，

W̃∗(x0) < 0のとき x0 ∈ π1, W̃∗(x0) ≥ 0のとき x0 ∈ π2 (5.5)

である．Aoshima and Yata (2018b)は次の定理を与えた．
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定理 5.2 2つの母集団に (A-i)を仮定する．2つの母集団のどちらか (もしくは両方)が

SSEモデルの場合，(A-iii)を仮定する．さらに，次の 2つを仮定する．

(A-vi)
µT

∗ (Σi0∗ + Σi′∗/ni′)µ∗
∆2

∗
→ 0, v = min{d, n1, n2} → ∞, i = 1, 2; i′ 6= i

(A-vii)
tr(Σi0∗Σi′∗)

ni′∆2
∗

→ 0, v → ∞, i, i′ = 1, 2

ここで，Σi0∗ = A0ΣiA0 である．そのとき，適当な正則条件17)のもとで，T-DBDA(5.5)

は v → ∞のとき一致性 (5.3)が成り立つ．

SSEモデルにおいて，λ2
i(1)/tr(Σ2

i∗) → ∞となる場合，

tr(Σi0∗Σi′∗) ≤ {tr(Σ2
i0∗)tr(Σ

2
i′∗)}1/2 = o[{tr(Σ2

i)tr(Σ
2
i′)}1/2]

が成立することに注意する．∆と∆∗が同じオーダーならば，(A-vii)は (A-v)よりも緩い

仮定となる．同様に，(A-vi)は (A-iv)よりも緩い仮定となる．

T-DBDA(5.5) の性能を実データ解析で検証する．判別方式として他に，DBDA(5.2)，

Dudoit et al. (2002)による標本共分散行列の対角成分だけを使った線形判別方式 (DLDA)

表 1 3 つの DNA マイクロアレイデータに対する誤判別の割合．

判別方式 T-DBDA DBDA DLDA DQDA

Alon et al. (1999) d = 2000
ē1 0.15 0.15 0.15 0.15

ē2 0.136 0.136 0.136 0.182

ē 0.143 0.143 0.143 0.166

Shipp et al. (2002) d = 7129
ē1 0.034 0.172 0.19 0.155

ē2 0.0 0.158 0.211 0.421

ē 0.017 0.165 0.2 0.288

Singh et al. (2002) d = 12625
ē1 0.14 0.4 0.34 0.36

ē2 0.135 0.365 0.404 0.365

ē 0.137 0.383 0.372 0.363

17) Aoshima and Yata (2018b) の定理 5 を参照のこと．
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及び 2次判別方式 (DQDA)も考え，合計 4つの判別方式を比較した．データとして，3節

で SSEモデルをもつことが確認された Alon et al. (1999)の結腸データ (π1 : Colon, π2 :

Normal)，Shipp et al. (2002)のリンパ腫データ (π1 : DLBCL, π2 : FL)，Singh et al. (2002)

の前立腺データ (π1 : Normal, π2 : Prostate) を用いた18)，誤判別の割合を，一つ抜き交差

確認法 (Leave-One-Out Cross Validation: LOOCV)で計算した．x0 ∈ π1と x0 ∈ π2のそ

れぞれの場合における誤判別の割合 ē1, ē2 と，その平均値 ē = (ē1 + ē2)/2を，表 1に纏

めた．

T-DBDAは性能が高く，特に Shipp et al. (2002)と Singh et al. (2002)のデータセット

に対して顕著である．図 5から，Shipp et al. (2002)と Singh et al. (2002)のデータセット

は最大固有値が非常に大きく，これら強スパイクなノイズをデータ変換によって除去して

いることが，T-DBDAが高い精度を保証できている理由であろう．ここでは省略するが，

他にも様々な判別方式があり，それらと T-DBDAとの数値的かつ実データ解析における

性能の比較は，Aoshima and Yata (2018b)の 5節を参照されたい．
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