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旺Aにおける特異値分解の活用について
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1。はじめに

U。り．（。）は主成分得点となり事業個体間のユー
クリヲドの駈鰊を示す。また、V 。はq次元のP：コ

旺Aにおいては、入力〔出力〕項目の値のオーダー
の大きさが異なる程、旺浪の目的関数の基準によ
り入力〔出力〕項目の重み係数v〔u〕が・0とな

の変畳項目ベタ抽を示す。

るケースがある。ところが固有技術の立場から、入

即ちM＝（A A）￣lN＝帰である。
（2いイ諏9トは2次元図示表現である。主成分型Jくイ諏
ヮ＝ま2次元までの主成分分析であり、共分散型は
A≒A（2）＝ U（2）D．（2）V （2）
『＝√h U（2）となり、Fは事業個藤間のマハラ／
ビスの距離を近似し、G＝り巾D．（2）V■（2）は

力と出力との間には何らかの関係があるのが通常

で、係数が0となることについては、鱗釈上田る
ことが多い。その一つの解決策として
＝入力〔出力〕項目ごとの数値を、各項目ごとの
採準偏差を求めてそれで割り、各項目間の数値オー
ダーを揃える。

pコ】の変量項目間のユづリヲ柑巨離を近似心ている。
これら（川2）のいずれも、その行列の近似誤差は

（2）v〔u〕の係数の相対的な大きさに制限を設け

る領域限定法を用いる。
（3）入力〔出力〕項目間で主成分分析を周いて、入
力〔出力〕項国の整理を行い、入力〔出力〕項目
を選択する。・等のエ央が纏唱されている。
特に、多変量解析法の活用により（3）の考察報告が

l

を捨

てて進める方法や全てを取り込んで莫施すること

もあり、これらの考察は上田l）の報告がある。
筆者等は、蝕由rson検定で

注目されている。それは、旺娩では、nコの事業

体の入力と出力の封を（xj，VJ）（j＝瑠，2，…，n）
とおいた時、入力項目がmコ】、出力項周をsコ】と
すると（x，y）は（m＋s）次元空間上にあると見なす
ことができ、この（m＋s）次元空間を具体的な幾何

A。．− ≒Å。．2 ≒…≒Å．が採択できるのなら
項目間と事業体間においてl孟きわだった特徴がな

いと判断で垂ることからq＋1次元以上は猥談の
解析の対象から外すことも建言している。
（3）コレスポンデンスアナルスと特異値分解について

詳細な理論的関係は磯風□野口2）の報告に委ね

学空間として捉える一つの方法として主成分分析

が有用だからである。（m†s）次元空間の幾何学的
空間を考察するには特異値分解がある。特異値分
解は（雨s）次の行列を、低い階数を持つ行列によ
る近似を行うものであり、肱甘紬＝i咽の主成分分

るとし、ここでは結果のみを示すと

nxpの確率行列A＝（∂．J）が卑えられ時
円￣lAC￣l＝UD。∨●となる。

こ︶︶

その特異値分解は

R＝diag（∂−‥ a2．。…，an．
C＝dia9（∂．−，凱2，…，∂．。
であり、

析法だけでなく、図示姦現法である馳brielのパイ

プ恥卜姦覗や、尺度構成法の一つである艶nz壷criの

U一円U＝8r．‥ V−cv＝lr＋−の基準化

コレスポンデンスアナルスがある。

）の係数が単に数値上の開怖から0となることを

条件を満たす。
D．＝diag（po．β−．β2，…．p。），β0＝1
U＝（u■j）＝（uo．u−，u2．…．u。），uO＝ tn
V＝（v．J）＝（vo，V一．V2．− ．V q），Vo＝l。

防ぎ寛質的な結果をもたらすことを述べる。

である。

本報告は、これら多変畳解析手法間の特徴を論
じ、その時緻に応じた旺Åにおける（雨s）次元の

幾何学的考察の方法を睦言する。その結果v（u

pはA＝（a．」）の確率分布において、

2。樽畏値分解を用いる多変量解析藷法の関係
nxp（p≦m＋s）行列Aが卑えられたと塾
、Aの列ペ舛朗こついて内穂を考える時には、nX
nの正定符号行列Mが、Aの行ベタト捌こついて内接
を考える時には、PXpの正定符号行列Nが、重

gとJ

についての2つの真数値確率変数f（6）とg（」）
の相関係数である。βが最大になるようなスコアX

みとして与えられている重み付きのユづリツドの内穂

，VのスコアQペ相場ヾ（u．，Vj）である。
これらの幾何学的図示表現を考えてみると、まず
行列Aについての特異値分解の結果を用いて、自
明な解po＝1，X＝ln，y＝l．を取り除く。そして

を考えることにする。この時、一般化特異値分解
とは、ランク r（r≦p）のnXp行列Aが与えら
れたときA＝ U 旺）．V と分解されることを

（A）−1として、

R￣l（A一円8。g。

と更めて書く。ここで自明でない解を、r＝rank

いいM MU＝旺「，V NV＝E．を満たす。
UはmX r、P。はrX r、V はrXpの行列

u

（u−

‖U

V

≧︑戸トと

Z

p

ニニく

と

ヽ

A≒A（。）＝ U（。）D。（。）∨ （。）

≧︵︵と

ー

pUVお

mr＝dia9（れβ2．…，β「）

である。

m主成分分析でq次元までとると

c）C￣1＝UP．

（v−

≧β．

uz．・・・，u．）
V2，…，V r）
は 基準化条件を満たす。
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即ちコレスポンデンスアナルスは、上からk番目までの解を

3．1入力項目m次元と出力項目s次元空間

用いて、次の行列
UK Dk ＝F
VK Dk ＝G

川主成分分析により、事業個体間の布置を求めれ
ば、外れ事業体の存在及び事業体の層別の有無が
吟味できる。そのことにより、同質な事業体を選
択しての旺A分析が可能となる。

の行ベク川による同時図示表現を行うことになる。

Fl＝（fl：f2：−−−：fn）＝ DK Uk

（2）入力項目の主成分と各々の出力項目（あるいは

G ＝（gl：g2：−・・：g，）＝ DK Vk と表
すとFは主成分分析の∪。D。（。）の主成分得点に

出力項目の主成分）との相関係数を求め、相関の
高い主成分の固有ベクトルから入力項目の集約や整理

対応し、Fの行ベク川f．−の布置におけるト の

が行える。

ユ￣ヱF巨嘩：

（3）入力項目間あるいは出力項目間に相関の強いも

のが含まれている場合、

l2

の、nコの行ベクトルの中の、対応する第i行ベク川と

負（n）の数値の扱いに決定的な方法がエ夫されれば

入力主成分ZK，出力主成分WLにおいて

第j行ベタ川のユークリフFの意味での距離関係
∂18

n

1∑（
吋

各事業体ごとのウエイトをuT，VTとおいて

a j8

〔∑uT（p）wL（p）＋∑uT（n）wL（n）〕／
（a）

∂，．√∂．8 aJ．√∂．。

〔∑vT（p）zK（p）＋∑vT（n）zK（n）〕

を近似している。
Gは共分散型JくイブロフトD。（2）∨■（2）対応し、G
の行ペク川gj の布置におけるgJのユークリヮドの意

の最大化問題に帰着することができる。
（4）第2主成分までの累積寄与率が高い、あるいは
第3主成分以下の固有値が同じとみなせれば、

味での距離関崎Igi−gjl‥ま、行列

Jくイ加ワ＝こより入力項目と事業固体間の関係を2次
元図示により考察することができる。
但し、2つのJくイブ叫トのタイプの違いは2節で述べた
ことを認識する。

R−1／2

（A−RI。・1，

c）C−1

のPコの列ベクトルの中の、対応する第i列ベクトルと第

j列ぺク川のユー舛，ドの意味での距離関係
1∑（
吋

l／2

a8J

a8事

n

（5）もし入力項目あるいは出力項目と、事業個体間

）2ト

（b）

a．．√a8．a．J√a。．

置を描けばよい。
3．2入力項目と出力項目の（m†s）次元空間

を近似しているといえる。（aXb）は、共に鮎nz昌cri
のカイニ乗距離という。F，Gの行ベクトルの同時布置
を行って、F．G間の関連を調べることは、Fと
Gの行ペク川間の内積の情報をとることであり、即
ち、行・列間の分布間距離を比べていることにな
る。この考えはPearsonのズ2統計量の考え方と
一致する。
これを、行列の近似を目的にする立場に立つなら
R−1／2

（1ト般に、3．1で述べたことを、入力・出力を含
めた（m＋s）次元に拡張して考察することができる

（2）第2主成分までの累積寄与率が高い、あるいは
第3主成分以下の固有値に差がないような場合に
はパ〃ロ，‖こより2次元図示を行う。出力項目ベクトル

合成、入力項目ベクトル合成を施すと、優秀な事業体

（A−Rl。l，．C）C￣l／2

＝Rl／2

とそうでない事業体の構造をあらかじめ推測する
ことができ、Ⅸ娘の結果の検証に役立つ。

uDV cl／2のように書換え

（3）入力・出力項目、事業体の関係を同時に考察す

座標表現を行うための行列

uk Dk
G＝Cl／2 vk Dk
を採用することが提言できる。
即ち、Fの行ベクトルト ーたちの距離関係は
F＝Rl／2

n ai,,
1∑（

吋 √a．．√a．，

a j8

るには2節のコレスポンデンスアナルスの（CXd）式による同時

布置が特に有効である。

3．1，3．2の詳細な検討結果については、具体例に
l／2

√aj．√a．。

n aさI
持1√a．事√∂9．

て別途報告する。

）2ト（C）

4．おわりに
旺Aは少数の優れ者によって結果が決定するだ
けに、用いるデータの吟味が、特に重要である。そ

となり、Gの行ベク川gjたちの距離関係は
1∑（

を同じ重みで調整した距離で考察したいのであれ
ば2節のコレスポンデンスアナルスの（CXd）式を求めて同時布

a. ii
l／2 ）2ト（d）

√a．J√a8．

の「助を担う手法として特異値分解の活用の全容

を検討した。旺Aの活用の範囲を拡げるには、更

となる。即ち、行と列とを同じ重みで調整した距

離である。行と列とを同時に考察するならば、こ
れら（CXd）の式を用いるのがよい。

3．Ⅸ漬への適用

にカテゴリイ一夕を扱える研究が必要であると思う。
1）上田「主成分分析を用いる∝諷に関する一考
察」1995年脈学会春季大会
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