
特集・回帰分析 竹内啓・

誤差分布の非正規性の処理

線形回帰モデルにおける誤差項が，ふつうに仮

定されているような正規分布に従わないというこ

とは，充分考えられることである.このことにつ

いてはすでにこの号の前稿にも述べたし，また小

柳氏の論文にも扱われているが，ここではそれに

ついてもう少し立ち入って考えよう.問題を a)

非正規性の影響， b) 非 J[規性の原因とバターン，

c) 正規制iの検定， d) ロバスト推定，の凶つの

テーマにわけで考える.

1. 問題の意味

線形モデルにおいて，誤差損 Ui が互いに独立に

平均 0 ，分散 σ2 の(必ずしも正規分布とは限らな

い)分布に従うとき，最小 2 采推定量んがほ数ん

の不偏推定量になり，かっその分散が lIljja~ (IIIJj 

は説明変数のモーメント行列の逆行列の要素)じ

等しくなることは，一般的に成り立つ.そうして

んの分布は， 標本数 n がある程度大きく， また

説明変数の値の中で，特定の標本に対応するもの

だけがとくに大きくなるようなことがないなら

ば，ほぼ正規分布に近い分布に従う. また σ2 の

推定量 ð2 も不偏推定量であるから，統In.}ら

(ん-ßj)Nrn/i � 

の分布は誤差分布が正規分布である場合とはほ手

しくなる. したがって， たとえばんに関する信

煩区間，

ん -t.';mjj ðくんくん十 t.';mjj � 

( t. は t 分布の両側 100α 八一セント点)

が真の値を含む確率はほぼ l 一α になる.

したがって正規分布を前提にした推測の方法
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は，誤差分布が正規分布でない場合にも，少なく

とも近似的には妥当な結論を導くといえる.この

ことを最小 2 乗法にもとづく推測の方法は vali

dity robustness をもっとし、し、あらわすこともあ

る.

しかしながら，分布が正規分布からいちじるし

くかけ離れている場合には，最小 2 乗推定量の効

率はいちじるしく落ちる可能性がある.すなわち

それ以外に最小 2 采推定量よりいちじるしく分散

の小さい舷定量が存在するかもしれない.もし分

布の形 f(u) が既知ならば， んの推定のために，

つぎのような方法を利用することができる.

a川)最尤法 旦f(句ν仇色「一 P向0-一P印向r 一Pんp♂叫pμ4

を最大にする F向0， ß九1， "', ß]J を推定量とする.

b削)最良不変推定量量:(伊Pi江tma叩n 推定量)
r- n p ]J 

ん=11FjPINt-AF13Jt)Jldpj

r r n p P 

-;-\..開f(vz-51PJZj4)具dßj

n がある程度大きいとき， と記の二つの推定量

はし、ずれも，ほぽ分散 mjj/l の正規分布に従う.

ここに I は Fisher 情報量

I=jlfW)lz , 
f(u) -

である.したがって最小 2 乗推定量の相対効率は

n が大きいとき，ほぼ 1/σ21 となる.たとえば誤

差分布が自由度 ν の t 分布に従うならば，

σ2=ν/(ν-2) 1= (ν十J)/ (ν十 3)

であるから，相対効率は，

(ν-2) (ν+3)/ν(ν+1) 

となる.それゆえ ν=5， 10, 20のとき，最小 2 乗

推定量の相対効率は， それぞれ 80%. 94.5%. 
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98.5% となる.したがって 5%程度の効率のロス

は容認しうるものとすれば分布で自由度が 10

以上くらいならば最小 2 乗推定量を用いることに

よる情報損失はあまり大きくないといってもよ

い.逆に誤差分布が自由度 5 以下の t 分布くらい

正規分布から隔っているならば，最小 2 乗法を用

いることによる情報損失が大きくなる可能性があ

る.

同じことは，区間推定，あるいは仮説検定につ

いてもいうことができる.すなわち誤差分布が正

規分布から大きくはなれているならば分布に

もとづく区間推定の幅が広すぎたり t 検定の検

出力が低くなったりする可能性がある.その場合

の情報の損失は最小 2 乗推定量の情報損失とほぼ

同等と考えてよい.

2. 非正規性の方向

ところで一般に誤差分布が正規分布に従うこと

を厳密に証明することは不可能であるが，逆に分

布の形についてまったく知識がないとし、う場合も

稀である.そこで分布がほぼどんな形になるであ

ろうかを，それぞれの場に即して考えてみること

が必要である.それにはてうつの場合がある. a) 

正規分布でない特定の分布形を想定すべき積極的

な理由が存在する場合， b) 誤差分布は「理想的」

な場合には正規分布と考えられるが現実にはそれ

からある程度ずれると思われる場合 c) 本米の

「誤差」以外に大きな撹乱，ないしノイスが(小

さい確率で)起こりうる場合.

a) については，離散データの場合， }li値デー

タの場合等がある.離散データが正規分布に従わ

ないことは自明であるが，これについてはふつう

の回帰分析とは別個に扱うべきである.というの

は非正規性の問題よりも，離散分布の母数を，説

明変数のどのような関数としてあらわすかという

ことのほうがより重要だからである.たとえば 2

項分布に従うデータについては 2 項確率 pを説
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明変数の一次関数としてあらわすことは適当でな

い場合が多い.

この場合ロジットモデル，

log [ρ/ (1 -p) J=ßo十ß1Xl+ …+ ßpX1• 

あるいはプロピットモデル，

p=φ(ßO+ß1Xl+ ・・・ +ßpxp )

φ (x)=~二ゾ;πt-2dt
のほうが適切である.

正値データについては，変動係数がし、ちじるし

く小さい場合以外には，分布の非対称性が明白に

なるので，一般には変数変換が必要になる.ある

種のデータについては対数正規分布に従うと想定

できる場合が少なくない.また寿命データについ

てはワイブル分布を想定で、きるのがふつうであ

る.これらの問題についてはここではこれ以上ふ

れなし\ ・般に非正規性が最初から明白である場

合には，最小 2 乗j去を適用する際充分注意しなけ

ればならない.

b) については二つのことが考えられる.一つ

は変数変換が不充分であるために，非正規性が完

全には除かれない場合，とくに分布の非対称性が

残る場合である.もう一つは完全に管理された実

験あるいは観測の場合には誤差分布が正規分布に

従うと考えられるが，現実には管理が完全ではな

いためにある程度 íE規分布からのズレが生じ得る

場合である.このときには分布は正規分布よりあ

る程度スソの長い分布になると考えられる.この

場合にたとえば Cauchy 分布ほどスソの長い分布

が生ずることはほとんどないといってよい.

c) については，観測機擦の故障，操作のあやま

り，数字の読み違い，転記・パンチのミス等が考

えられる.これらのいわば「まちがし、データ」は

現実には意外に多く混入しがちなものである.こ

れをモデル化すれば，観測値誤差分布の密度関数

はつぎのようになる.

(1-ε)f(x)+ εg(x) 

ここで ε は小さい確率， f は本来の誤差分布の密

度関数， g は「まちがい」の分布である.これは
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小初11氏も述べているように Huber の考えたモデ

ルである.

この問題については，このようなモデルをただ

想定すればよいというものではなしむしろその

ような「まちがし、J を検出することが大切であ

る.そうしていわゆる outlier を検出するだけで

なく，それがどのような原因によって生じたかを

司能な限り具体的に追求しなければならない.

3. 非正規性の検出

分布の正規性の検定については，同-分l'fiに従

う観測値に関しては，これまで数多くの方式が提

案されている.それらの考え方の多くは回帰分析

の残差項にも適用できるけれども，一般に残差項

は独立同-分布に従うわけではなし、から，検定統

五十量の仮説のもとでの分布を正確に求めることは

むずかしい.

そこでとにかく一般に残差をプロットして眺め

てみることがまず大切である.それによって残差

に残っている系統的な偏り，白己相関，異常値，

および非正規性などの問題を同時に吟味すること

ができる.ここで一つのプロットによってこれら

の多くの偏りを同時に検出することは不可能であ

ると思われるかもしれない.またどのようにして

も，たとえば誤差分散の不均一性， 異常値の存

在，あるいは誤差分布の非正規性などを，明確に

ほ別することは困難である.しかしながら現実に

そのようなK別をつけることは必ずしも必要では

ない.モデルからこれらの偏りは，いずれも最小

2 乗法にもとづく推測方式の妥当性や効率を損う

という点で問題にされるのであって，その聞のlポ

別をつけること自体はあまり意味がないことが多

い.またこれらの場合を区別することは観念的に

は考えられでも，対象の構造を具体的に理解する

うえでは差があまりないという場合もある.

もっとも重要なのは異常値の検出である.その

ためには，まず残差 ei=約一戸向(何. 2. 

1978 年 5 月号

n) を基準化しなければならない.すなわち仮説の

もとでは，

E(ei2
) =V(y) -VO:゚jXij) 

= (1-.L; .L;mjkXijXik) σ2 
j k 

となるから，これを c;a2 とあらわせば，のを、/ん

で割ることによって基準化した残差がえられる.

そうしてさらにこの仮説のもとでは，

れ=イnート1 ぜぜん
υ ゾ .L; e~Cム可ム

が[~ !Íl度 n-p-l の t 分布に従うから， このこ

とを用し、て検定を行なうことができる.また全体

としては，

maxltil >ta/η(η-p一1)

ただしん/n( ν) は自由度 ν の t 分布の両側100α/n

パーセント点，とすれば，全体として異常値の存

症を検定することができる.

このような検定方式は分布の非正規性の検出に

も，スソの長い分布に対してはかなり高い検出力

をもつことが知られている.

そうして「異常値」が検出されたらそれを除い

て推定量と残差を再計算し，さらに異常値が残さ

れていなし、かどうか検定して，異常値がもはや検

出するまでつづけるという方式が考えられる.

4. ロパス卜な推定法

しかしながら最初に異常値がいくつも含まれて

いるとき，最小 2 乗法を適用すると，推定された

式が異常値に影響されて，残差自体が偏ったもの

になってしまうことがある.同じことは誤差の分

布がいちじるしく正規分布からかけ離れている場

合にも生ずる.このような場合には係数の推定に

ロパストな方法を用いなければならない.それに

もいろいろな方法が考えられる.小柳氏の論文に

も紹介されているように， ρ を適当な関数として，

4= p(仇-.L;゚j Xji) • mln 

となるようにんを決めるのが Huber の方法で

ある .p の定め方にもいろいろな考え方があるが，
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ここでは p(U) = JuJ すなわち，

I; JYi-I; ßjXjïJ • ffiln 

とする方法を考えよう.この方法は母平均の推定

に標本中央値を使うことに対応するから，誤差分

イtîがスソの長い分布であるとき有効である.そう

して正規分布のときには，標本数が大きいとき，

その効率(推定量の分散の逆数)は最小 2 乗推定量

の 2/π=63% となる.

このような方法は最小絶対偏差法とよばれるこ

とがある. この方法による推定値を計算するには

線形計画法によってつぎの問題を解けばよい.

子。j勺j~+Ui-Vi=Yi

Uiと 0， Vj ミ;;0

i= 1, 2, "', n 

の条件のもとで z= - I;Ui-I;Vi 最大

この問題は変数を 2n+ρ 個含むから n が大き

くなると計算が面倒になるように思われるかもし

れない.しかし最小 2 乗推定量んをまず求めて

おいてん*=ん+ßj+-ßj- とおき，

I;゚j+Xj<i-I;゚j-Xji+ui-vi=ei 

ßj+ 孟0， ßj一孟 0， Uτ~O， Vi 孟O

のもとで z=  - I;Ui-I; Vi 最大

という問題を，最初仇の符号に応じて Ui または

的を基底変数としてシンプレックス j去を用いて

解けば， 一般にそれほど多くの，H算量を必要とし

ない.

つぎに残差の新しい推定値を，

64'=抗-I;゚ij*Xj=Ui-Vi 

とすれば， この値は異常値の存在によって影響を

受けることが少ないであろう.そこでこれらの他

の中で絶対値の大きいものを際本から除いて，残

りの値について改めて最小 2 乗法によって件数を

推定すればよい.

この際 eJ が大きすぎるか百かをどのような基

準によって定めるかという問題が残る. このよう

な方法を適用する場合， σ の正確な推定量を求め

ることはむずかしいから， 厳密な「異常値の検

そこで二つの考え方がある.定」はできない.

つは 64F の絶対値の大きいものから機械的に何個
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かを， (たとえば標本の 10%ずつ)を除くことであ

り，第 2 のブJi去はげの推定値をなんらかの形で求

めて，その一定倍， (たとえば 2 <1)以上のものを

除くことである .σ のーつの推定値としては d の

値の 4 分位偏差(大きさの 11阪に (n+ 1)/4 香日の値

と 3(n+ 1)/4 径の値との差)を 3/4弓 1/ 1. 36 f音す

，ればよし、.

きく，

このような方法はとくに様本の数がある程度大

かつデータの中に大きな誤差を含むものが

混じっている可能性が高い場合には有効である.

ただそのくわしい性質についてはまだよくわかっ

ていないところも多い.

5. 数 値 修4

つぎのような数値例を考えよう.

被説明変数 ν の 7 つのデータがつぎのように与

えられたとしよう.

78 79 104 114 112 171 154 

これに直線回帰モデル

ν=α十 ßX+U

をあてはめる.ただし x=l ， 2， ・ 7 とする

まず最小 2 乗法を適用すると，

月= I;_(a; --:-x) ν_12_0_= 15 
I; (X-X)2 28 

�='fj-ﾟx= 116-15 x4=46 

これから残差 t を計算するとつぎのようにな

る.

7 7 3 -2 -19 25 -7 

残差分散の推定量は，

62= I;e2/5 ニ 1146/5 ニ 229.2

6=15.14 

E(e2) =C<12 とおくと ， C の{直はつぎのようにな

る.

15/28 20/28 23/28 24/28 23/28 20/28 15/28 

したがって「基準化された残差J eNc はつぎの

ような値になる.

0.63 -0.55 0.22 -0.14 -1.38 1. 95 -0.63 
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これを t 値に変換するとつぎのようになる.

0.59 -0.51 0.20 -0.13 -1. 57 3.56 ー 0.59

この中で絶対値の最大のもの3.56は自由度 4 の

t 分布の両側 2% 点 3.747 より小さし、から，もち

ろん 10/7%点より小さい.したがって水準 10%で

も有意とならない.

しかしとにかく 25 ， -19という二つの値はある

程度他のものより大きいから，ここで絶対偏差i去

を適用してみる.

α+ーαー +ß+山-ß-的+Ui-V'i=e'i i= 1,…, 7 

α+α一 ， ß+, ß- , Ui , Vi~O 

のもとで z=- I:似一戸別最大とする

el の符号から最初に基底に入る変数は Ul V2 Us 

V4 V5 U6 V7 となり，最初のシンプレックス表は表 1

のようになる(ただし O の入るところは省略しで

ある). 

これからふつうのシンプレッグス法で計算をつ

基底 e a+ 日ー 戸+ -゚

U, 7 

V2 7 -2 2 

U3 3 3 -3 

v , 2 -4 ④ 

V5 19 -5 5 

U. 25 6 -6 

τ'1 7 -7 7 

z -70 8 -8 

基底 c 日+ 日一 戸+ り4

U1 7.5 ~ノ~ -% ~~ 
V2 6 -~~ ~~ 一- ~~ 
U3 4 ~ノ4 ーー 1ノノ4 % 

-゚ 0.5 ー-% 1ノノ4 ~~ 

り5 16.5 ~ノ4 ー-1ノ4 -% 

"6 28 一% ~~ 12 

U1 3.5 (%)一% 一九

z -66 。 2 

1978 年 5 月号

表 1

V1 

2 

表 2

V1 

2 

づけると 3 回の基底の入れかえで解がえられる

(表 2， 3, 4). 

これから �*=�+9Y3=55.333 

月*=ß-2~3= 12. 667 

をえる.また e' の値は，

0, -11% , %, -2，一 16% ， 29% , 0 

となる.これから σ を推定すると，

8'=(% 一(一 11%)) x%=9.25 

となり，この債に比べると 29%は大きすぎるとい

える.そこでこの値を除いて推定すると，

�'=40 '゚= 12. 5 

となる.

この場合， 1/ =7 はあまり大きくないから，漸近

理論は適用できないと考えられる.したがって精

情な確率的論理によって結論を出すことはできな

いが，異常値が 4つふくまれるとし、う判定は十分

合理的で‘あるように思われる.

u , τ'3 u , U5 V6 U1 

2 2 2 2 2 2 

U , V3 u, U5 V6 U1 

一司~~

~ι 三

ー-%

一-%
~ノ4 

-% 
ウ~'4

2 2 。 2 2 2 
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基l氏 e αー 戸+ V7 

U1 4 

V2 8% % 

U3 3~古 一- ~~ 弓

-゚ 1% ~:í 
v. 15% 一- ~:í 
U6 30% %五
日+ 4% 1% 

z -61% 。 。 1 ~:í 

基底 e 目白 +゚ V7 

V. 2 一%
V2 11% -~~ 
U3 ~:í 
-゚ 2% ~~ 

Vs 16% - %  

U6 29% % 
a+ 9% % 

z -60% 。 。 1 ~~ 

5. むすび

位置母数の推定，すなわち，

Xi=θ+Ui i=I ， 2 ， ・"， 11 

とあらわされるときの θ の推定に関して， ロバス

トな推定量を求める問題は，この 10年ほどの聞に

すでに述べた Huber をふくめて多くの人々によ

って精力的に研究された.それによって多くの数

値的結果も得られている.推定量が直接回帰分析

の場合に拡張できる限り(たとえば，最小 2 乗推

定量は算術平均の，最小絶対偏差法は中央値の直

接の拡張になっている)，推定量の漸近効率に関

する数値的結果は，一般に回帰分析の場合にも i直

接あてはめることができる.

それらの結果から知られることをやや乱暴にま

とめれば，非正規性による推定量の効率損夫の問

題は異常値」の検出に充分注意を払う限りそ
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れほど重大ではないということもできる.むやみ

に複雑精巧な推定手法などを適用することは，あ

まり有効ではない.それよりも不適切な説明変数

や，回帰式の形のために生ずる「モデ、ルの偏り」

のほうが誤まった結論を導き出す危険が大きいの

である.

ただし説明変数選択の基準に対する非正規性の

影響については，まだ充分調べられていない.と

くに「異常値」が新しい説明変数の導入によって

解消するという可能性もあるから，この問題には

やや微妙な点がある.しかしながら Mallows の

Cp 統計量や Allen の PSS についての議論は，

誤差の正規性の仮定とは一応独立になり立つこと

に注志しておこう.非正規性の問題は，まったく

無関心であってよいことではないが，それだけを

取り出して過度に注意を向けるのもよくないよう

なものであるということができょう.
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