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感度分析プログラム SAMMIF �
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要 　旨

感度分析のプログラム \SAMMIF (Sensitiv-

ity Analysis in Multivariate Methods based

on Inuence Function)"の概要について報告す

る. 本プログラムで, Tanaka et al. (1990) や

Tanaka (1994)などで提唱された感度分析の一般

的手順に基づいて,「データの入力」→「事前解

析」→「診断」→「事後解析」→「比較」の一連

の処理を行う. 「診断」の部分では, 単独で影響

の大きい観測値を探す単数観測値診断と複数個で

同じような影響をもつ観測値の集合を探す複数観

測値診断が可能で, その数学的道具として影響関

数を利用している. 複数観測値診断では, ある特

定の条件下では, 感度分析のもう 1つの数学的道

具である Cookの local inuenceと等価な情報

も提供する. パッケージの特徴としては, 感度分

析の一般的手順にそって簡単に分析が進められる

点, Windowsソフトとしての GUIの強化, 初心

者と専門家の両方に対応したオプションを用意し

たことなどがあげられる. 本バージョンでは, 主

成分分析, 正準相関分析, 因子分析の各多変量手

法における感度分析が実行可能で, このパッケー

ジを利用することにより, 単独で影響の大きい観

測値だけでなく複数個の観測値の影響が容易に評

価できるようになった.

1. はじめに

感度分析とは, 各観測値が分析結果にどのよ

うに影響するかを評価し, 影響の大きい観測値

を見つけることである. その数学的道具として

2 つの主要なツールがある. Hampel の提唱

した影響関数 (Hampel, 1974) と Cook の lo-

cal inuence (Cook, 1986) である. これらの

ツールを使った感度分析の手法は, Radhakrish-

nan & Kshirsagar (1981), Critchley (1985),

Tanaka (1988), Tanaka & Watadani (1992),

Wang & Lee(1996) らを含む多くの研究者によ

って研究されている. われわれもその研究とと

もに SAM(Tarumi & Tanaka, 1986), SAF/B

(尾高 他, 1991), SAF/S(井上 他, 1991), SAM

II(Mori & Tarumi, 1993), SACS(Watadani &

Tanaka, 1994) などの感度分析用のパッケージ

を開発してきた. しかし, これらは, 感度分析の

対象とした多変量解析の手法ごとに開発したもの

で, 手法別に個別に動作するものであると同時に,

DOSベース (一部, UNIX) であることから, 現
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在の PC環境に適したプログラムが望まれるとこ

ろであった.

そこで, 個別に開発されたパッケージを 1 つ

のソフトとして統合し, Tanaka et al. (1990),

Tanaka (1994)などで提唱された感度分析の一般

的手順に基づいて,「データの入力」→「事前解

析」→「診断」→「事後解析」→「比較」の一連の

処理を行うことを目的に本プログラム作成に着手

した (森 他, 1997a, 1997b; Mori et al., 1998).

これには, Windows環境下のGUIを強化する

こと, 初心者やエキスパートの両者に提供できる

オプションも備えること, さらに新しい観点・手

法も組み込んでいく環境を整えることを念頭に置

いている. なお, 新しい観点として, ある条件下

で上記 2つのツールの同値性が明らかになってお

り (Tanaka, 1994; Tanaka et al., 1998; Zhang

et al., 1998など),その関係を利用して, Cookの

local inuenceの情報も提供できるようになって

いる. 現在のバージョン (0.90)では, 確認的因

子分析, 探索的因子分析, 主成分分析, 正準相関

分析における感度分析が利用可能である. 以下,

2章では, 本パッケージで利用している影響関数

の理論とともに Cookの local inuenceの理論

およびそのある条件下での同値性を示し , 3 章で

SAMMIF の機能や特徴, 4 章で具体例に基づく

SAMMIF の実行画面を紹介し , 最後に今後の課

題等をまとめる.

2. 方法論

2.1 影響関数アプローチ

n 個の p 変量観測値 fxi; i = 1; � � � ; ng を

m 次元のパラメータベクトル � を含む多変量解

析の手法で分析するものとする. 分布関数 F̂ か

ら (1 � "i)F̂ + "i�xi
へ変化させるような微小

な摂動を加える. ただし, � はxi を確率 1でと

るような確率変数の分布関数である. このとき,

" = 0 での " に関する�̂ = �(F̂ ) の第 1次導関

数を �̂
(1)

i とすると, この �̂
(1)

i が xi における �̂

の経験影響関数 (EIF )で, 観測値の影響を評価

する指標として用いられる. 具体的に単数 (i 番

目)の観測値の影響は,このEIFベクトルを適当

なスカラー量に要約してその値の大小で評価を行

う (単数観測値診断). �̂ を観測値全体から求め

られるパラメータの推定値, �̂(A) を k個の観測値

をもつ部分集合 Aを含まない推定値とする. す

ると �̂(A)
�= �̂ � (n � k)�1

P
i2A �̂

(1)

i の関係が

成立し, 加法性があることが容易にわかる. この

関係は, 複数個の影響集合を見つけるには, 比較

的大きな EIFの値をもち, かつ原点から同じよ

うな方向をもつ観測値を探せばよいことを示唆し

ている (複数観測値診断). これを実現するには�̂

の要素の間の相関を考慮して, EIFベクトル�̂
(1)

i

に [ dacov(�̂)]�1を計量行列とする主成分分析を適
用し, 得られた主成分の散布図を観察してその座

標面上で上記のような影響集合を見つければよい.

その主成分を求める固有値問題 (EVP) はつぎの

ようになる.

"
1

n

nX
i=1

�̂
(1)

i �̂
(1)T

i � �[ dacov(�̂)]
#
u = 0 (2:1)

上記の影響関数タイプの摂動以外にもケースへの

重み付けや分散への摂動導入なども考えることが

できる. この場合も上記の加法性が成立し , パラ

メータを重みで 1階微分したベクトルに主成分分

析を適用すればよい. なお, 上記のような影響集

合を探索する問題は, 因子分析において因子負荷

行列を解釈のしやすい形 (単純構造) に変換する

問題と類似している. すなわち, 主成分スコアの

空間において, 原点から比較的遠くにあって似た

方向にある少数個の点を探すためには座標軸を回

転してその方向の座標の 2乗の分散を最大化すれ

ばよい. この考え方より, SAMMIF では vari-

max回転を主成分 (全次元あるいは主ないくつか

の次元)に適用できるようにしている.
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図 1: SAMMIFのフロート機能
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2.2 Cook の local inuence

n個の p変量観測値に対して, つぎのような重

みを考える. x� � i.i.d. Np(�; w
�1
� �) のよう

な重みベクトルw = (w1; � � � ; wn)
T を考え, 摂

動前の重みを w0 = (1; 1; � � � ; 1)T として, w0

から w へ重みを変化させるとする. �̂ を摂動

前のパラメータ, �̂w を摂動後のパラメータとす

る. L(�) を尤度関数とすると, Cook の local

inuenceとはw0から w への摂動の変化の影響

を LD(w) = 2[L(�̂jw0) � L(�̂wjw0)] で定義

されるような尤度距離で測ろうというものである.

その影響は, 影響グラフ (w; LD(w))上で, 直線

w = w0 + ah (jjhjj = 1) に沿った LD(w) の

変化で考察される. Cook はw0 における最大曲

率でその影響の方向を探索している. 最大曲率と

影響の最も大きい方向は, つぎの n� n の EVP

を解くことによって得られる最大固有値 �max と

それに対応する固有ベクトルhmax になる.

0
@2
2
4@�̂Tw
@w

3
5h dacov(�̂)i�1

"
@�̂w

@wT

#
��I

1
Ah = 0

(2:2)

なお,
h dacov(�̂)i�1 = �

�
@2L

.
@�̂@�̂

T
�
が最尤

推定の理論より成り立つ. この hmax の要素のう

ち大きな値をもつ観測値が影響集合の候補となる.

多くの場合 m < n で @�̂w=@wT が階数 m

となるので, 代数計算により n�n EVP (2.2)は

m�m EVP

0
@2
"
@�̂w

@wT

#2
4@�̂Tw
@w

3
5� �

h dacov(�̂)i
1
Au = 0

(2:3)

に変換することが可能である. ただし, u は

h =
h
@�̂w=@wT

i
u と定義される. この場合,

式 (2.3) は式 (2.1) と乗数項を除いて等しい. 特

に重みを w�� = nw�=
P

� w� としたときには,

n�1�̂
(1)

i = @�̂w=@wi が成り立つので, 式 (2.1)

と式 (2.3) の乗数項はそれぞれ 1=n , 2=n2 とな

る. すなわち, この関係によって, 影響関数のア

プローチと Cook の local inuence のアプロー

チは同等に扱えるので, SAMMIF では, 影響関

数の複数観測値診断を実行することで, Cook の

local inuenceが提供する情報も同時に提供でき

ることになる. なお,指定すれば , fnw�=
P

� w�g

ではなく, fw�gの重みに対する Cook の local

inuenceの情報も提供できる.

3. SAMMIFの機能と特徴

感度分析プログラム SAMMIFの機能・特徴は

以下の通りである.

(1) 開発言語 　Microsoft Visual Basic

(2) 利用環境 　日本語版／英語版

(3) 扱える手法 (現在のバージョン) 　因子分析

(確認的因子分析, 探索的因子分析), 主成分

分析, 正準相関分析

(4) 特徴

a. 解析の流れを意識しやすいように,実行画面右

側に常に図 1と同じフローチャートを表示し

ている. このフローチャートにすべてが集約

される形になっており, 全体の解析フローの

中での現在位置表示や,それ自体がクリッカ

ブルマップになっており, 次に行う処理の実

行やすでに終わった処理の再表示, 各処理の

ヘルプ表示などが可能となっている (各実行

画面を参照).

b. 感度分析の流れと SAMMIFの使い方を説明

するチュートリアルを用意している (図 8).

c. 単数観測値診断と複数観測値診断で,「結果の

見方」についてのヒントがオプションとして

表示可能である. 各診断の結果として表示さ

れた影響測度や主成分スコアからどのように

して影響のある観測値 (群)を見つければよ

いかを説明するもので,それぞれ,値の昇順・
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図 2: 事前解析の結果

降順の並べ替えとインデックスプロットや散

布図へのグラフ表示を可能としている (図 3,

図 4).

d. 全ての出力結果はテキスト形式と CSV 形式

でファイルに保存できる. また, 解析や出力

に詳細なオプション指定をした場合でも, 一

般的な標準出力をまず表示し, 要求に応じて

詳細表示ができるようになっている (図 3).

4. SAMMIFの実行例

実行例として, HATCOデータセット (Hair et

al., 1984)から得られたデータに対して,探索的因

子分析における感度分析の実際を示す. HATCO

データセットは,ビジネスの研究のための 100観

測値× 14 変数の人工データである. この 14変

数のうち, 利益関係の中の 6つの計量変数を利用

する.

まず, データステップでデータを開き, 事前ス

テップで手法メニューから \探索的因子分析"を

選択する. 因子数の指定 (相関行列の固有値は大

きい方から 2:5135 > 1:7395 > 0:5975 > � � � な

ので因子数を 2とする) や最尤法などの初期条件

設定の後, SAMMIF は因子負荷量や独自分散な

どのパラメータを推定する (図 2).

次に診断ステップに移る. 単数ステップでは,

単独で影響の大きい観測値をさがす. SAMMIF

はパラメータの EIF を計算し , ユーザの選択に

基づいて, それらを

1) EIF の一般化 Cook 距離 (パラメータの推

定値に対する影響として)

2) COVRATIO-like な測度 (推定精度に対する

影響)

3) 尤度比統計量の変化 (適合度への影響).

などの影響測度に要約する. 図 3の右上のグラフ

は, すべての EIFベクトルを Cook距離に要約

したときに SAMMIFに描かせたインデックスプ

ロットの画面コピーである. これを見ると, 観測

値 C5, C42, C82, C93 の影響が大きいことがわ

かる. 「結果の見方」のウインドウや詳細表示の

様子は図 3の通りである.

複数ステップでは, 影響集合をさがす. ここで

は, すべての EIF に対して,
h dacov(�̂)i�1 を計

量行列とする主成分分析を行う. 固有値は, 4.729,

3.769, 3.438, 2.805, 2.427, 2.119, � � �である.
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図 3: 単数観測値診断の結果と診断用機能 (「結果の見方」,インデックスプロット ,詳細表示)

図 4: 全ての EIFを [ dacov(�̂)]�1 を計量行列として主成分分析したときの第 1主成分と第 2主成分の散布図

図 4のグラフは, 第 1主成分と第 2主成分の散布

図である. これを見ると, fC82, C93g と fC65,

C79g の 2 つの集合について, それぞれの集合

内の観測値がお互いに近く, しかも原点から遠く

離れていることが観察される. すなわち, この 2

つの集合を影響集合の候補とみなすことができる.

同様にして, 他の主成分の散布図を描くことによ

りさらに影響集合の候補を探索できる. 一方, 全

次元の主成分に対して varimax回転を施すことに

より単純構造を知ることができる. 図 5と図 6は

回転した第 1主成分と第 2主成分のインデックス

プロットである. fC82, C93gと fC65, C79gが

それぞれの軸に対して影響集合を構成しているこ

とがわかる. また, 第 3主成分のインデックスプ

ロットより fC5, C42g も影響集合の候補として

観察される. 各軸に対応する varimax回転後の曲

率は, 4.278, 3.039, 3.370, 2.319, 1.839, 1.884,

� � �であるので, 3つの集合 fC82, C93g,fC65,
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図 5: 第 1主成分のインデックスプロット

図 6: 第 2主成分のインデックスプロット

C79g, fC5, C42g を影響集合とみなすことがで

きる. 事後ステップでは, 特定の観測値 (群)を削

除したデータに対して, 探索的因子分析を再適用

する. 比較ステップでは, 事前ステップと事後ス

テップの結果を比較するために, 比較の表が表示

される (図 7). 他に影響集合の候補がある場合は

事後ステップに戻り, 事後と比較ステップを繰り

返すことになる. 今回の数値例では, fC82, C93g

と fC65, C79gはこれらを削除することにより因

子分析のモデルの適合度をよくする観測値集合で,

fC5, C42gは逆に悪くする観測値集合であること

が観察されている.

図 7: 事前解析と事後解析の比較

図 8: チュートリアル画面

5. おわりに

多変量解析手法における感度分析ソフト SAM-

MIFについて報告した. 数値例が示すように,こ

のパッケージの利用により, 単独で影響の大きい

観測値だけでなく複数個の観測値の影響を評価す

ることが容易になった. 特に EIF の主成分分

析は Cook の local inuence の観点からの感度

分析を可能にし , その主成分に varimax 手法を

適用することが影響集合の特定に役立つことがわ

かった. われわれは, 今後, Tanaka & Watadani

(1994)あるいはそれを発展させた形でのロバスト

バージョンの一般手順を導入することや影響関数

以外の摂動タイプへの感度分析などを取り入れて

いくことを計画している.
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なお, 本パッケージはつぎのWebサイトから

入手可能である.

http://www.f7.ems.okayama-u.ac.jp/sammif/

http://www.soci.ous.ac.jp/~mori/sammif/

http://www.kusa.ac.jp/~wat/sammif/

また, つぎの問い合わせ先を用意している.

E-mail: sammif@stat.ems.okayama-u.ac.jp
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