
特集・回帰分析 小柳義夫・

ロバスト推定法とデータ解析への応用

最 尤 法

物理現象を説明する模型には，多くの場合未知

パラメータが含まれていて，測定値からそれを決

定しなければならない.決定されたパラメータに

よって， さらに別の現象に関する予言を与えるこ

それを実験で検証することによりとができ，

歩一歩理解を深めていく. しかし測定値には誤差

がつきものであるから， 誤差の影響を最小限に押

さえることが， よいデータ解析の基本条件であ

る.すなわち，測定値釣(j= l-n) は，未知のハ

ラメータ山(i=l-m) の関数に誤差 εJ を加えた

ものとして，

Yj=fj(xt， …，♂明)+ε(1. 1) 

の形であらわされる.β は既知の関数であるが，

→般に的の i 次関数とは限らない.νj からどの

ように院を求めたらよいか， これが本稿の主題

である.

誤差 εJ が従う分布がわかっている場合には，

革主主 (maximum likelihood method) とよば
れる方法を用いるのが普通である.最尤法は，デ

ータ数が充分大きい場合に偏りをもたない(漸近

的不偏)だけでなく，有限個のデータに対しでも

一般に良い性質をもっているわ2)

パラメータ x (以下便宜のためベクトル記法を

用いる)が与えられたとき， 測定値 νj が出現す

る確率得度を ρj(釣 Ix) とおけば n 回の独文な

測定値 H が出現する同時確率密度は，

J, (ylx) =IIρj(釣 Ix) (1. 2) 

と書くことができる.この量は木来確率変数であ

る測定値 U の関数であるが， I1 を同定してパラメ
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ータ Z の関数とみたとき，尤度 (likelihood) と

よび，パラメータの値に対する「もっともらしさ」

をあらわすものと考える.最尤法とは， -A二度を最

大にするパラメータを求める方法である.

測定値の誤差 5j が，分散 σlの正規分布 (Gauss

分布) に従うならば，

r (約一fi(x))21
�j(1lilx) = I 人 exp! 一 万J亙一! (1. 3) 

、(Lπσj Lιυ -l 

であるから，最尤法は結局，

M(x)=員[ぺ子Cx)-T (1. 4) 

を最小にする x を求めることに帰着する. これを

最小 2 乗法という.最小 2 乗法とは，誤差が正規

分布に従う場合の最尤法である. (1. 4) 式の M

は， χ2 分布に従い， X2 検定に用いられるので，カ

イ 2 乗とよばれることも多い.

2. 現実のデータ

データ解析の教科書の中には，測定誤差が正規

分布に従うことを，頭から前提しているものが多

い.しかしこの前提の根拠は薄弱である.中心板

限定理による説明はあまり意味をもたない.正規

分布は，いわば「完全に管理された一種の理想状

態を定式化したものJ3) とみるべきであろう.実

際，曲線のあてはめ (curve fitting) などを l 度で

も試みたことのある人なら，確率的にはまずほと

んどあらわれるはずのない ， 3a も 4a も離れた点

が意外に出てきて，

あろう.

当惑した経験をもっているで

このようなデータに対し，不用治;に最小 2 采訟

を適用するとどうなるであろうか.当然、のことな

がら，これらの離れた点は M に大きく寄与し，
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M すなわちカイ 2 乗の値は非常に大きくなる.

Jとればかりでなく fit そのものがそれに引きつ

られて乱れてしまう.

なぜ実際のデータは正規分布から外れるのであ

ろうか.一つの理由は分解能である.測定の誤差

には測定器の分解能が重なっていることが多く，

分解能はしばしば Cauchy 分布 (Lorentzian と

もいう)，

p(z)=F.1  2Y(2.1)  
(X-XO)2+r2 

で近似される.ここで拘は分布の中心， r は半

値幅である. Cauchy 分布は正規分布よりはるか

に長いすそ(tail) をもち，割に大きな値の誤差が

しばしば出現する.もちろん，技術的によく管理

された測定においては， Cauchy 分布ほどすその

長い分布は現実的で、はないが， 一つの極端な例と

して考えることができる.もし Cauchy 分布より

さらにすその長い分布が実際にあらわれたら，測

定の過程に何か不適切な操作がなかったかどうか

検討すべきであろう.

この他，なんらかの理由による系統誤差もあり

うるし，考えている模型の不完全さに由来する誤

差もある.現実のデータには，測定上の不備によ

る誤った測定値や，パンチミスの可能性さえ排除

できない.

3. ロパス卜推定法

このように，現実の問題では種々の誤差が混っ

ているばかりか，誤差分布の形が正確には知られ

ていないことが多い.このような場合にどうした

らよいであろうか.

一つの方法は，データから分布の形を推定する

ことである.つまり分布の形(とくにすその長さ)

を適当な形でパラメトライズし，データを見てか

らもっとも適当な分布を選び，それから推定を行

なうこのような方法を一般に適応型 (adaptive)推

定という.たとえば， Roos らは，素粒子データ

を“平均"するのに， I~J 由度 N の Student 分布i

SN (t) を仮定して最尤法を用いることを提案して
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いるわ. Student 分布は， N=l では Cauchy 分

イIJ となり ， N→∞の極限で、は正規分布に帰着する

ので，両者の内挿公式とみることもできる.かれ

らは素粒子データ数百例を分析して，その誤差分

布が， N=lO の Student 分布で近似できること

を見出した.

しかしこのような方法はデータ数が充分大きく

なければ適応できないし，計算量も莫大になるの

であまり実用的ではない.これに対し，誤差分布

の形を厳密に考えずに，あらかじめ仮定した形か

ら少しずれた場合にも，その影響をできるだけ受

けにくい推定法という考え方がある.これを適応

型推定に対して単純(ロノミスト)推定とよぶ.た

とえば， よく管理された誤差分布 PO(X) 普通

は正規分布を考える に，測定器の操作ミス，

誤ったデータ処理，模型の不完全さなどに由来す

る粗大誤差 q(♂)を小さな確率 α で取り入れたも

の，すなわち，

ρ(x)=(l 一α)ρ。 (X)+α q(X)

を考える.これは Huber のモデルといわれてい

る 3) このとき q(X) の存在の影響をあまり受け

ない推定法を，ロバスト (robust) であるという.

ロバスト推定法は，大きくわけで 3 種のタイプ

があり M 推定 (maximum-likelihood -type 

estimation) , L 推定 R 推定とよばれる S) こ

こでは M 推定についてだけ考える.M 推定と

は，その名のとおり最尤法を一般化したものであ

る.尤度を，

L(Ulz)=Ah(V1-L(z))(3.2) 

とおけば，最尤法は，

徳

一 log L(ylx)=L;-log ρj(Yj-fj(x)) 

=min (3.3) 

とあらわされる.M 推定法とは，これを一般化

して，

AW(νj一品川))=min (3.4) 

となる」むを求める方法であり， ψ の取り方によ
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り種々の方法が考えられる.最小 2 乗法は，

cþj(Yj んは))= (Yj-fj(x) )2/げ/ (3.5) 

と取ったことに対応するから，規格化された残差

町二= (Yj-fj(x))/σj が正規分布 ρ。 (x) からみて適

当な範聞に入っている場合には，むの関数として

共通に，

ゆ (Vj) ~'V/ (3.6) 

であることが望ましい.

式 (3.4) を直接解くには，線形の問題でも多変数

関数の最適化プログラムが必要であり，計算は容

切でない.そこで，最小 2 乗法の ψ との比を，

W(v)=ψ (V)/v2 (3.7) 

とおけば， (3.6) より， 1111 の小さい領域で、はω~1

である.ロバストにするには大きなのに対し ， W

を小さくとればよい.すると (3.4) は，

店(X) = L: (Yj-fj(x) )2/σi'w(的)=min

(3.8) 

とあらわせ， (1. 4) 式で σ-2 を W ・σ-2 に置きかえ

たものと形式的に同じである.もちろん ω はむ

の関数であるが，大部分のデータに対してはω~1

であることが期待されるので iterative に解く

斗とができる.すなわちWを回前の 'Vj二め

(j(X) の値に対する W(Vj) に固定して (3.8) を絞

小 2 乗法プログラムで解き，その解にもとづいて

.Wを修正しもう 1 度解く.これを何回か繰り返し，

切の値が変化しなくなったところで1とめる.この

ωのことを調節重みJ (adjustable weight) 

とよぶことにする.

M 推定法ーでは， ー部の測定値の重みを落とし

てあてはめるので，理想に近いデータに対しては

最小 2 乗法より効率が少し落ちる(つまり決定し

たパラメータの分散が大きくなる). また調節重

みの修正という別の繰り返しが加わるので計算時

間はそれだけ増大する.しかしこれらは，粗大誤

業や非正規誤差が万一含まれていた場合に備えて

の保険料のようなものであろう.
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4. S-A 1.. S におけるロバスト推定法

著者らは， 白然科学におけるデータ解析のた

めの，最小 2 乗法乱用標準プログラム SALS

Statistical Analysis with Least Square fitting 

の略)の開発を，束大大型計算機センターおよび

科学研究費丘本班の協力のもとに進めているかれ.

SALS にはいくつかの特徴があるが， その一つ

はとに述べたロバスト推定法の考えを大幅に取り

入れたことである.

SALS で採用したロバスト推定法は M 推定

法の中で， Biweight 推定法および Huber の推

定法とよばれるものであるか.

Huber の推定法では， w(v) として，

Ivl :::;;c 
(4. 1) 

1111 >c 

とおく. 1111 三;ι・では通常の最小 2 乗法と同様に振

舞い， Ivl;:::c では絶対値の和を最小にする方向

に!動く. Huber は，モデル (3. 1)に対 L，この τu

の取り方が最適であることを議論L ている.

ブj Biweight 法では調節重みを，

rー(山)2 J2 Ivl 三自，

1111 >c 
(4.2) 

とする.これは図 1 のように， 1711 が小さい時は

l に近く， 1'<'1 が大きい時は O となり， rlr間では

連続的に変化している.

ここで問題になるのは c の取り方であるが，

SALS ではじ古川定せず， 1711 の median を規埠

としてその 5-10倍をとることにしている.これ

は fit の途中段階では c を大きめにとり，残差全

体が減少するにつれて c を小さく取るようになっ

ている.

5. ロバスト推定法の使用例

ここで， ロバスト推定法の実際例として 2 変

数の非線形モデルに対し， SALS の重み調節機

能を用いたシミュレーションの結果を伊藤氏の報
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図 1 調節重み日. a) 最小 2 乗法 b) Huber 法

c) Biweight 法

告B) から引用したい. これは SALS の簡略版で

ある SALS-MINI システム 9) によって実行した

ものである.

モデル関数としては， Slne 関数，

jj(.'CJ, X2) =Xl sin (21て♂2qj) (ラ .1)

を取りへ ノーラメータの真{直としては :cl=2 ，

x2=0.8 と仮定し，初期値引= 1. 5，ぬ=0.75 か

ら計算した(図 2) ・横軸(制御変数 ) qj は 0;五 q;五 5

の聞の一様乱数によって与え，測定データ釣は，

真{j直に乱数誤差を加えてつくった. 測定誤差 σj

は， 0.2 (--定)と仮定した.

非線形最小 2 乗法としては， SALS-MINI シ

ステムの Gauss-Newton 去を用いた.線形部分

の解法は Householder iよーである.

(1) 正規誤差の場合

乱数として，平均 0 ，標準偏差 0.2 の正規乱数

を用いて測定データをつくった.データ数30のデ

ータを 10組っくり計算した.ハラメータ最確値の

分散と偏り，および収束に要した，重み調節なら

びに Gauss-Newton 法のサイグル数は表 1 のと
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f 

q 

一一 f(2.0， 0.80) 

ー J( 1. 5 ， 0.75) 

図 2 真値(実線)と出発値(点線)における

モデル関数

おりである.分散と偏りは，最小 2 乗法， Huber 

の推定法， Biweight 法で、有意の差がない.

(2) Cauchy 誤差の場合

乱数として，平均 0 ，半値幅 0.2 の Cauchy

乱数を用いて測定データをつくった.表 2 で見る

ように，分散，偏りとも Biweight 法が抜群によ

い. Huber 法は，設小 2 乗法と Biweight 法の

'1'聞である.図 3 に，最小 2 乗法と Biweight 訟

を用いた場合の残差釣-jj(i) のプロットを示

表 1 正規誤差の場合

( a) パラメータの最確値と偏り

.1;, .1;2 '1.2 X' 
LS BIW LS BIW LS BIW BIW 

10組の平 ll2.02 2.020.8002 0.8002129 30 26 
均値 :5 
10組の標 !fO.06 0.06,0.0011 0.0012 7 7 6 準偏差 ~JV. vv V. vu; 

真値から ilの偏り ilO.02 0.02.0.0002 0.0002 (1) (2) 

LS: :最小 2 乗法 BIW: Biweight 法

HUB: Huber 法(この場合 LS と同じなので表から省

いた)xz は， (3.8)式の M のことである.

(b) 収束に要したサイクノレ数(上記第 i 組の例)

重み調節 Gauss-Newton 法 �- c駘 

サイクノレのサイクル 口 l 

L S 

BIW 3 

3 

3+1+1 

3 

5 
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表 2 Cauchy 誤差の場合

(a) パラメータの最確値と偏り

31, 312 

LS HUB BIW I LS HUB BIW 

温組の平均 'J2. 08 1. 98 1. 99 O. 784 O. 790 O. 798 

組の標準110.760.580.080.0270.0110.003
偏真偏差値りからの }0.08 0.02 0.01 '0.016 0.010 0.002 

(b) 収束に要するサイクル数(第 l 組の例)

重み調節数 I Gauss-Newton 
サイクル のサイクル数 合計

L S 6 6 

HUB 4 6+3+3+1 13 

BIW 4 ! 4 十 3+2+1 10 

す. Biweight 法では 2 -3 個のデータに対し，

調節重み w の値が O となっている.

(3) 異常値の影響

パンチミスなどで起こりうる呉常に飛び離れた

測定値 (outlier) を含む場合を数例試みた. 20個

の正規乱数測定値(( 1)と同様)に 121= 100, 

x 

。

,) 

。ノ

11 

() 

。

x 
。

O 

l� 
約乍ioX :l 

c( り， 0.2) 

o LS 

x BIW 

o 
x x ぎ

。

×う 4
ド 0

0 

o ~ -s 
ﾗ 
o 

122= 1000 という測定値を加え，計算を行なっ

た.いうまでもなく最小 2 乗法は outlier に引

かれて発散したが， Biweight 法で、は直ちにW21=

W22=0 となって収束し抵抗力は抜群であった.

Huber 法では重み調節 4 サイクルの後，初21=

0.041 , W22=0.004 となり，パラメータの最確値

としてはわ= 1. 92，れ=0.808 を得た.かなり抵

抗力はあるものの，初(v) の減少の仕方がゆるや

かなのでどうしても影響は残る.

このテストでは Biweight 法が総合的にすぐれ

た性質をもつことがわかった.このような数値実

験はいろいろ条件を変えて種々の問題に対してな

されるべきである.

6. 問題点

ロパスト推定法の最大の問題点は，理論的な模

型に多大の信頼をおいていることである.模型の

予言から誤差の数倍以上離れている測定値はほと

んど無視してしまうが，もしかしたらその点こそ

重要な意味をもっているかもしれない.使い方を

点ると，データの特徴を示す大切な部分(たとえ

ばピーク)の重みを O とおいて，残りに fit して

しまうかもしれない.ロバスト推定法の結果は，

そのままうのみにすべきものではなく， r診断」の

ための資料を与えるものと考えるべきである.デ

ータ，模型，初期値に対する充分な吟味が大切で

ある.
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1. 講演会:製鉄所の経営企画における管理技法の適用

について (52. 10. 18)新日鉄 亀沢善一郎氏

2 研究会:多段工程，復数製品のパッチ製造ラインに

おける最適設備能力，最適ロットサイズ決

定の近似解法(見 1 1. 15) 

三菱化成長UI I 事tC

3. 講演会: fì 視検査の階造分析とその最適化

新日鉄 fir.j本久人tC

履適選択の諸方式: Play lhe Winner Rule につ

いて (53. 1. 17) 熊本丸 f大城島邦行氏

4. iV l 究会:連続モデノLを利用した待{J 列問題の近似解

法 (53.2. 14) 九大 S.K. ピスワス tC;

5. 運営委員会:支部総会議案，春季大会の運営方法等

に関する審議 (53.2.22) (支部事務局迫)
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