
第6章 回帰分析 



6.1 重回帰モデル 
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重回帰モデル（6.1節） 

客単価 従業員数 商品数 

広告費 店舗面積 

売り上げ 

 重回帰モデルとは，複数個の説明変数（独立変数）に基づいて，
目的変数（従属変数）を予測することである。 

例えば，「店の売り上げを予測したい」場合， 
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重回帰モデル（6.1節） 
 店舗面積，従業員数，...，広告費が説明変数（独立変数），売り上
げが目的変数（従属変数）となる。 

 

 

 

 

 

 

売り上げ = 定数項＋回帰係数1×店舗面積＋回帰係数2×従業員数＋ 
  ＋…＋回帰係数5×広告費＋誤差 

目的変数を予測するための式が 

また，説明変数が１つの場合は，単回帰モデルとよばれる。 

のように立てられる。この式は，目的変数の説明変数に対する重回帰
モデルとよばれる。 
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のように立てられ， は誤差という。 
 重回帰モデルは 

 一般化すると， 個の説明変数     に基づいて，目的変数 を予
測するための式が 

 

 

 

 

 

 

重回帰モデル（6.1節） 

 の計測が難しく，    の計測が容易な場合 
現時点で計測されている      で，未来に計測される    
  を予測する場合 

などに用いられる。 
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重回帰モデル（6.1節） 

mpg：燃費 

disp：排気量 

cyl：シリンダ数 

wt：重量 

hp：馬力 

drat：リアアクスル比 

qsec：1/4マイル時間 

予測する！ 

 Rで用意されているサンプルデータ「mtcars」を用いて説明する。 
 データは，32台の自動車における燃費, 設計および性能の11変数

で構成されている。 
 11変数のうち７変数を抜粋し，燃費を残りの６変数で予測する。 

データは表6.1を参照 
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によって， を推定することができる。 

を決定する係数      の推定値       を求めて， の 
     に対する重回帰モデル 

重回帰モデル（6.1節） 
 重回帰モデル 
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重回帰モデル（6.1節） 
 ただし，観測値 と誤差項 は 

 

 

 

 

 

 

を満たしていると仮定する。（詳しくは6.1節後半を参照） 

このとき，  は標本の大きさを表す。 

  

   の値             は固定された変数値 

           は同じ正規分布に従う 

   と                                は互いに独立である 
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6.2 １変数の場合の回帰式 
（単回帰モデル） 
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１変数の場合の回帰式（6.2節） 
 説明変数が１つの場合，燃費 を排気量  に基づいて推定する。 

単回帰モデルは 

 

 

 

と書け，     の平均が0，分散は  と共通で等しいと仮定している。 

 この  は誤差または回帰からの偏差とよばれる。 
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式は 

 

 

 

 

１変数の場合の回帰式（6.2節） 

となる。 

が最小になるように，係数  と  を決定する。よって，誤差平方和は 
 

と変形でき，32台のデータに基づく誤差平方和 
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を最小にする を とする 

１変数の場合の回帰式（6.2節） 
ここで，  の式の  番目の平方に着目すると 

 

 

 

  

  誤差平方和： の２次式 

 の２次式 

を最小にする を とする 

より， の２次式となっている。 
 つまり， 
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１変数の場合の回帰式（6.2節） 
よって， を  の平均，  を   の平均とすると 

 

 

 

 

と得られる。データより     ，      であるから 

 

 

 

 

 

 

 

と求められる。 13 



１変数の場合の回帰式（6.2節） 
これらの結果より，求める予測式は 

 

 

である。 ：排気量が100.0と仮定した場合 

 

 

 

 

と計算される。したがって， 

「排気量が100.0」であると「燃費は25.478程度」と予測する
ことができる。 
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図6.1：燃費 の排気量  に対する回帰直線 

１変数の場合の回帰式（6.2節） 
図より， 

「排気量  が100.0」 

 

「燃費 は25.478程度」 

が読み取れる。 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 Rにて，help(mtcars) を実行するとブラウザが開き，データの詳細
を確認することができる。また，mtcars を実行するとデータが開く。 

 関数 lm を使用すると，Rで回帰分析，分散分析や共分散分析を行う
ことができる。今回は， 

 

 

とすると単回帰モデルに対する分析が行える。 

kaiki1 <- lm(mpg ~ disp, data=mtcars) 

 kaiki1：結果をkaiki1 に格納 
 mpg~disp：目的変数mpg，説明変数disp として指定 
 data=mtcars：データとして，mtcars を使用する 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 

 
を実行すると， と  が求められる。もっと詳しく表示する場合には 
summary(kaiki1) を実行すると良い。上記を実行すると 

 coefficients(kaiki1) 

(Intercept)  disp  
29.59985476 -0.04121512  

と結果が表示される。それぞれ，先ほど求めた      と 
                  と一致していることが確認できる。 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 

 
summary(kaiki1) 

Call: 
lm(formula = mpg~disp) 
Residuals: 
    Min  1Q  Median  3Q  Max  
-4.8922  -2.2022  -0.9631  1.6272  7.2305  
Coefficients: 
   Estimate  Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 29.599855  1.229720 24.070  < 2e-16 *** 
disp         -0.041215      0.004712 -8.747  9.38e-10 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 3.251 on 30 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7183,    Adjusted R-squared:  0.709  
F-statistic: 76.51 on 1 and 30 DF,  p-value: 9.38e-10 

上記を実行すると詳しく結果が表示される。 

 と 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 

 
summary(kaiki1) 

Call: 
lm(formula = mpg~disp) 
Residuals: 
    Min  1Q  Median  3Q  Max  
-4.8922  -2.2022  -0.9631  1.6272  7.2305  
Coefficients: 
   Estimate  Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 29.599855     1.229720 24.070  < 2e-16 *** 
disp         -0.041215     0.004712 -8.747  9.38e-10 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 3.251 on 30 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7183,    Adjusted R-squared:  0.709  
F-statistic: 76.51 on 1 and 30 DF,  p-value: 9.38e-10 

結果は以下のような構成となっている。 

目的変数mpg と説明変数disp による単回帰モデル 
中央値 第 1 四分位数（25%） 第３四分位数（75%） 

標準誤差 回帰係数の推定値 p 値 

残差の標準誤差 

自由度調整済み重相関係数の２乗 決定係数 
F統計量 

残差 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 結果をプロットする際は 

 

とするとデータの散布図が描ける。回帰直線は 

plot(mpg ~ disp, data=mtcars)  

abline(kaiki1) 

を実行すると散布図の上に描くことができる。 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 図6.1のように描くには 

plot(mpg ~ disp, data=mtcars)  

, las=1, xlab=expression(x[1]), ylab="",  
xlim=c(19,500), ylim=c(5,35), axes=F 

のmtcars の後に以下を加える。 

 las=1：図のラベルを全て水平に書く 
 xlab=expression(x[1])：x軸のラベルを  とする 
 ylab=“”：y軸のラベルは後で指定 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 図6.1のように描くには（つづき） 

, las=1, xlab=expression(x[1]), ylab="",  
xlim=c(19,500), ylim=c(5,35), axes=F 

 xlim=c(19,500)：プロット範囲をx軸は19から500 
 ylim=c(5,35)：y軸は5から35 
 axes=F：y軸のラベルを描かない設定 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
 図6.1のように描くには以下を実行する。 

axis(side=1, las=TRUE, pos=5) 
axis(side=2, las=TRUE, pos=0) 

axis 関数を使用する。 
 side=1：下に書く，side=2：左に書く 
 pos：軸を描く位置を指定する 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
さらに，y軸のラベルを描くために以下を実行する。 

mtext 関数を使用する。 
 side=2：左に書く 
 line：図形領域から何行離すか 
 las=2：ラベルを軸に対して垂直に書く 

mtext(expression(y), side=2, line=1.8, las=2) 

abline(kaiki1) 

を実行して回帰直線を描くと図6.1のように描ける。 
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１変数の場合の回帰式（6.2節_R） 
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図6.1：燃費 の排気量  に対する回帰直線 25 



6.3 ２変数の場合の回帰式 
（重回帰モデル） 
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２変数の場合の回帰式（6.3節） 
 説明変数が２つの場合，燃費 を排気量  とシリンダ数  に基づい
て推定する。 

重回帰モデルは 

 

 

  

 誤差は 

と表される。 

と書け，    の平均が0，分散は  で互いに無相関である。 
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２変数の場合の回帰式（6.3節） 
    台のデータに基づく誤差平方和は 

 

 

 

 と書ける。これを最小にする     の値    は，１変数（6.2節） 
の場合ほど容易ではないが，以下のように求められる。 

ここで， は  の平均，  は    の平均，  は    の平均である。 
 よって，計算すると，                と得られる。 

（赤下線については次頁以降） 
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２変数の場合の回帰式（6.3節） 
平均まわりの平方和を 

 

 

平均まわりの積和を 

とする。ただし，   。 29 



２変数の場合の回帰式（6.3節） 
すると，     の      は 

と求められる。 
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２変数の場合の回帰式（6.3節） 
データを適用させると，                となる。 

 

平均まわりの積和は 

平均まわりの平方和は 

31 



２変数の場合の回帰式（6.3節） 

となり，回帰係数    は 

          は 

32 

と得られる。 



２変数の場合の回帰式（6.3節） 
よって，燃費を推定する予測式は 

となる。 
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２変数の場合の回帰式（6.3節） 
 実燃費 と推定燃費 の相関係数は     のとき 

となり， は  の平均を表す。 
  
 相関係数は と の直線的関連性の強さを表す。値が１に近いほ
ど，点が直線のまわりに散らばっていることになる。 
  「予測の精度がよい！」 

 この を回帰分析では重相関係数という。重相関係数の２乗  を 
決定係数または寄与率という。 
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２変数の場合の回帰式（6.3節） 
 一般に，説明変数が 個の場合も２つの場合と同様である。 

重回帰モデルは 

 

 

  

を考え，誤差平方和を最小にする        の値       を 
求める。予測式は 

と書け，誤差 

となる。ここでは回帰係数の求め方は省略する。 35 



２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 6.2節と同様にRにおいて分析を行う。 

 

 

とすると，（２つの変数の）重回帰モデルに対する分析が行える。 

kaiki2 <- lm(mpg ~ disp + cyl, data=mtcars) 

 kaiki2：結果をkaiki2 に格納 
 mpg~disp+cyl：目的変数mpg，説明変数disp，cyl として指定 
 data=mtcars：データとして，mtcars を使用する 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 

 
を実行すると，詳しい結果が表示される。 

summary(kaiki2) 

により残差が得られる。（表6.2参照） 

kaiki2$fitted 

を実行すると，推定燃費 が求められ， 

kaiki2$residuals 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 

 
summary(kaiki2) 

Call: 
lm(formula = mpg~disp+cyl 
Residuals: 
Min  1Q  Median  3Q  Max  
-4.4213  -2.1722  -0.6362  1.1899  7.0516  
Coefficients: 
  Estimate Std. Error t value   Pr(>|t|)     
(Intercept) 34.66099 2.54700 13.609   4.02e-14 *** 
disp  -0.02058 0.01026   -2.007    0.0542 .   
cyl  -1.58728     0.71184   -2.230    0.0337 *   
 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 3.055 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7596,    Adjusted R-squared:  0.743  
F-statistic: 45.81 on 2 and 29 DF,  p-value: 1.058e-09 

結果は以下のような構成となっている。 

目的変数mpg と説明変数disp，cyl による重回帰モデル 
中央値 第 1 四分位数（25%） 第３四分位数（75%） 

標準誤差 回帰係数の推定値 p 値 

残差の標準誤差 

決定係数 自由度調整済み重相関係数の２乗 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 実燃費 と推定燃費 の相関係数は 

で求められる。また，これらの散布図は 

cor(mtcars$mpg, kaiki2$fitted) 

plot(mtcars$mpg, kaiki2$fitted) 

を実行すると描ける。 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 図6.2のように描くには 

plot(mtcars$mpg, kaiki2$fitted) 

, las=1, xlab=expression(y), ylab="",  
xlim=c(10,35), ylim=c(10,35), axes=F 

のfitted の後に以下を加える。 

 las=1：図のラベルを全て水平に書く 
 xlab=expression(y)：x軸のラベルを とする 
 ylab=“”：y軸のラベルは後で指定 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 図6.2のように描くには（つづき） 

, las=1, xlab=expression(y), ylab="",  
xlim=c(10,35), ylim=c(10,35), axes=F 

 xlim=c(10,35)：プロット範囲をx軸は10から35 
 ylim=c(10,35)：y軸は10から35 
 axes=F：y軸のラベルを描かない設定 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
 図6.2のように描くには以下を実行する。 

axis(side=1, las=TRUE, pos=10) 
axis(side=2, las=TRUE, pos=10) 

axis 関数を使用する。 
 side=1：下に書く，side=2：左に書く 
 pos：軸を描く位置を指定する 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 
さらに，y軸のラベルを描くために以下を実行する。 

mtext 関数を使用する。 
 expression(hat(y))：y軸のラベルを とする 
 side=2：左に描く 
 line：図形領域から何行離すか 
 las=2：ラベルを軸に対して垂直に書く 

mtext(expression(hat(y)), side=2, line=1.8, las=2) 
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２変数の場合の回帰式（6.3節_R） 

図6.2：実燃費 と推定燃費 

abline(c(x=0, y=1))  

を実行すると，y=x が散布図上 
に描ける。 
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さらに， 
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6.4 残差分散，重相関係数 
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残差分散，重相関係数（6.4節） 
  番目の実燃費 の残差 は 

実燃費 推定燃費 

と表される。残差は重回帰式では説明しきれない，不規則な部分の 
変動の大きさを表す。回帰からの残差あるいは推定誤差とよばれる。 

 説明変数が２つの場合の残差の平方和は 
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残差分散，重相関係数（6.4節） 
残差分散 は 

残差平方和 

と求められる。残差分散は，得られた重回帰式による推定誤差の大きさ 
の程度の指標となる。標準偏差は       。 

 図6.3にあるように，残差のヒストグラムを描くと傾向が読み取れる 
ようになる。 
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残差分散，重相関係数（6.4節） 
 実燃費の（平均まわりの）平方和は 

であり，全体の平方和とよばれる。 

回帰による平方和 ＝ 全体の平方和ー残差平方和 

であるので， 

全体の平方和 = 回帰による平方和＋残差平方和 

より 
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残差分散，重相関係数（6.4節） 

となる。全体の平方和の中に占める回帰による平方和の割合を示す 
第１項は重回帰式の決定係数または寄与率とよぶ。これは 

と書ける。 

残差平方和 

全体の平方和 

回帰による平方和 

全体の平方和 

回帰による平方和 

全体の平方和 
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残差分散，重相関係数（6.4節） 
 燃費 ，排気量  ，シリンダ数  に対する重回帰式では 

より，決定係数は 

回帰による平方和 

全体の平方和 

となる。決定係数の値が１に近いほど，前頁の式の第２項が小さくなる。 
全体の平方和に占める残差の平方和の割合が小さくなることより， 
重回帰式の当てはまりがよくなる。 
 よって，決定係数は当てはまりの良さを見るのに有用といえる。 50 



残差分散，重相関係数（6.4節） 
 重相関係数の2乗  は， 全体の平方和  のうち，      に関
する回帰式の平方和（      ）の割合を表し， 

と示せる。ここで， は誤差平方和である。 
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残差分散，重相関係数（6.4節） 
  は変数の数が増えるとその値も大きくなる。そこで，次の２つの
修正が提案されている（芳賀他，1973）。 

 は自由度調整済み重相関係数の２乗とよばれ， は自由度再調整済み 
重相関係数の２乗とよばれる。 
 計算すると，                    より 
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 決定係数と自由度調整済み重相関係数は以下を実行する。 

Call: 
lm(formula = mpg ~ disp + cyl, data = mtcars) 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q      Max  
-4.4213 -2.1722 -0.6362  1.1899  7.0516  
Coefficients: 
                  Estimate   Std.Error   t value    Pr(>|t|)     
(Intercept) 34.66099    2.54700   13.609  4.02e-14 *** 
disp          -0.02058     0.01026   -2.007   0.0542 .   
cyl            -1.58728     0.71184   -2.230   0.0337 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 3.055 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7596,    Adjusted R-squared:  0.743  
F-statistic: 45.81 on 2 and 29 DF,  p-value: 1.058e-09 

残差分散，重相関係数（6.4節_R） 

summary(kaiki2) 

自由度調整済み 
重相関係数の２乗 

決定係数 
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6.5 検定と信頼区間 
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 重回帰モデル 

 

 

は回帰係数 の推定値を で表した予測式（               ）は 

検定と信頼区間（6.5節） 

と書ける。 
 同じ条件の下で，異なるデータを用いて予測式を求めた場合， 
推定値 は近い値であることが望ましい。 
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検定と信頼区間（6.5節） 

 同じ条件の下でいくつかのデータセットから得られるとする。 

データ
セット１ 

データ
セット２ 

データ
セット10 

・・・ 

それぞれ予測式が得られる 

 得られる各予測式の回帰係数はどうなるか？ 56 



検定と信頼区間（6.5節） 

 得られる各予測式の回帰係数 がそれぞれ近い値であれば，推定した 
各重回帰式は意味をもつ。 
  いかなるデータセットにおいても同様な回帰式が得られれば， 
  安定した予測式が得られたといえる 
 
 
 そこで，回帰係数の推定値の幅をみるために信頼区間を構築する。 
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検定と信頼区間（6.5節） 

 誤差 は正規分布に従うと仮定すると  

の標準偏差 

は自由度      の 分布に従う。ここで，自由度      の 分布 
の上側      ％点を で表すと，下側        ％点は   と表せるので  

の標準偏差 

となり，100回 を求めたとき，     回の確率でこの範囲にある。 
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検定と信頼区間（6.5節） 

よって， の信頼係数    の信頼区間 

が得られる。 
 説明変数  と  の回帰式に対して， の標準偏差=0.0103， 
  の標準偏差=0.712，自由度             の 分布の上側2.5％点 
            より，回帰係数    の95％信頼区間は（    としている） 

の標準偏差 の標準偏差 

と得られる。 59 



検定と信頼区間（6.5節） 

 説明変数 の回帰係数が   ならば，その説明変数は用いる意味が 
ない。 

の標準偏差 

と書くことができ，この値の絶対値 が小さいとき，説明変数 は 
重回帰式の中で有用な変数ではないと考える。 
 また，自由度      の 分布にしたがうことより，    について 
の仮説検定を行うことができる。 
（この統計量は，単回帰モデルと重回帰モデルに対して適用可能である） 
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検定と信頼区間（6.5節） 

 回帰係数が   かどうかを判定 
 するには，  の値が 

自由度29の 分布のグラフ 
（有意水準    の場合） 

左右の棄却域の確率を足すと0.05となる。 

採択域      を採択する 
棄却域      を棄却する 

6.3節より予測式は 

と得られている。 
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例）    かどうか？ 

検定と信頼区間（6.5節） 
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例）    かどうか？ 

検定と信頼区間（6.5節） 

棄却域に入るので， 
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 次に，すべての回帰係数が０かどうかを検定する問題を考える。 
いま，説明変数の個数が 個より，帰無仮説は 

検定と信頼区間（6.5節） 

となり，対立仮説は 

とおける。これは単回帰モデルに対し，個々に 
の仮説検定を行うことでは得られない。（  統計量では検定できない） 
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 複数の係数を同時に検定するために 検定を行う。 
 帰無仮説のもとでの回帰（回帰係数がすべて０より，切片項のみ）の 
残差平方和を  とし，  個の説明変数に対する回帰モデルの残差平方和 
を  とする。 

検定と信頼区間（6.5節） 

 検定統計量は 

となり，これは自由度       の 分布にしたがう。 
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 また，ある特定の 個の回帰係数が０であるか否かの検定も考える 
ことができる。帰無仮説は 

検定と信頼区間（6.5節） 

となり，対立仮説は 

とおける。 
 例えば，回帰係数が     の６個あったとき，帰無仮説として 
             といった検定が考えられる。 66 



 さきほどと同様に，帰無仮説のもとでの回帰（最後の 個を除く変数 
を使った回帰）の残差平方和を   とし，  個の説明変数に対する回帰 
の残差平方和を  とする。 
 

検定と信頼区間（6.5節） 

 検定統計量は 

となり，これは自由度       の 分布にしたがう。 
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 また， 統計量と 統計量の間には以下の関係がある。 
仮説    に対して 
 

検定と信頼区間（6.5節） 

となる。よって，１つの回帰係数の検定については，どちらの検定方法 
でも行うことができる。 

の分散 
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検定と信頼区間（6.5節） 

 以上は見かけ上，仮説検定を行っているが，実際はその回帰式の 
あてはまりの良さを調べている。一般的に，仮説検定は帰無仮説が棄
却されず帰無仮説が採択された場合，「判定を保留する」または「帰
無仮説をとりあえず容認する」ことになる。 
 しかし，「どの変数を用いればよいか」に関心がある場合，回帰係
数が０かどうかの仮説検定で帰無仮説が採択されたときは，回帰係数
を０とみなして，その変数をモデルから除去する。 
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検定と信頼区間（6.5節_R） 
 回帰係数   の95％信頼区間は（kaiki2 は6.3節参照） 

confint(kaiki2,level=0.95) 

                            2.5 %              97.5 % 
(Intercept) 29.45178692 39.8702025668 
disp   -0.04156253 0.0003952592 
cyl   -3.04316181 -0.1313918048 

を実行すると下記のように得られる。 
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 回帰係数   の  値は下記の実行結果より求められる。 

Call: 
lm(formula = mpg ~ disp + cyl, data = mtcars) 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q      Max  
-4.4213 -2.1722 -0.6362  1.1899  7.0516  
Coefficients: 
  Estimate Std.Error t value   Pr(>|t|)     
(Intercept) 34.66099 2.54700 13.609   4.02e-14 *** 
disp           -0.02058 0.01026 -2.007   0.0542 .   
cyl             -1.58728 0.71184 -2.230   0.0337 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 3.055 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7596,    Adjusted R-squared:  0.743  
F-statistic: 45.81 on 2 and 29 DF,  p-value: 1.058e-09 

検定と信頼区間（6.5節_R） 

summary(kaiki2) 

標準誤差 回帰係数の推定値 p 値 

有意水準0.1で棄却 

有意水準0.05で棄却 
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Call: 
lm(formula = mpg ~ disp + cyl, data = mtcars) 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q      Max  
-4.4213 -2.1722 -0.6362  1.1899  7.0516  
Coefficients: 
  Estimate Std.Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 34.66099 2.54700 13.609  4.02e-14 *** 
disp           -0.02058 0.01026 -2.007  0.0542 .   
cyl             -1.58728 0.71184 -2.230  0.0337 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 3.055 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7596,    Adjusted R-squared:  0.743  
F-statistic: 45.81 on 2 and 29 DF,  p-value: 1.058e-09 

検定と信頼区間（6.5節_R） 

標準誤差 回帰係数の推定値 t 値 p 値 

の標準偏差 
より，      の 値は， 

実行結果より 
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Call: 
lm(formula = mpg ~ disp + cyl, data = mtcars) 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q      Max  
-4.4213 -2.1722 -0.6362  1.1899  7.0516  
Coefficients: 
  Estimate Std.Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 34.66099 2.54700 13.609  4.02e-14 *** 
disp           -0.02058 0.01026 -2.007  0.0542 .   
cyl             -1.58728 0.71184 -2.230  0.0337 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 3.055 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7596,    Adjusted R-squared:  0.743  
F-statistic: 45.81 on 2 and 29 DF,  p-value: 1.058e-09 

検定と信頼区間（6.5節_R） 

標準誤差 回帰係数の推定値 p 値 

の標準偏差 
より，      の 値は，           

実行結果より 
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  また，       の   統計量も実行結果より求められる。 

Call: 
lm(formula = mpg ~ disp + cyl, data = mtcars) 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q      Max  
-4.4213 -2.1722 -0.6362  1.1899  7.0516  
Coefficients: 
  Estimate Std.Error t value   Pr(>|t|)     
(Intercept) 34.66099 2.54700 13.609   4.02e-14 *** 
disp           -0.02058 0.01026 -2.007   0.0542 .   
cyl             -1.58728 0.71184 -2.230   0.0337 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 3.055 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7596,    Adjusted R-squared:  0.743  
F-statistic: 45.81 on 2 and 29 DF,  p-value: 1.058e-09 

検定と信頼区間（6.5節_R） 

summary(kaiki2) 

標準誤差 回帰係数の推定値 p 値 

検定統計量は自由度（2, 29）の 
F分布にしたがう。 
統計量の値は45.81。 
有意水準0.05で棄却される。 

F統計量 
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6.6 説明変数の選択：逐次法 

75 



説明変数の選択：逐次法（6.6節） 
 説明変数が３つの場合，燃費 を排気量  とシリンダ数  と重量 

に基づいて推定する。予測式は 

 

 

 となり，変数間の相関係数は下記のようになる。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

  と     それぞれの相関係数は-0.848，-0.852，-0.868であり， 
-1に近い値である。つまり，  を説明する情報を多く保持している。 
 また，相関係数が負であるので負の相関をもつ。これは，           が 
増加すると が減少する関係にある。 

予測式を求めると回帰係数はいずれも負であることを意味する 
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 の係数が正であり， が１単位増加すると は0.00747増加する。 

説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

 しかし，  を     の３変数から推定する予測式では 

の に対する予測式 

の に対する予測式 

の に対する予測式 

相関係数から予想した結果と反する！ 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

 説明変数     の間に強い相関関係があるため，お互い
に強く関係しながら変化した。 

 説明変数がどの程度 に影響を及ぼしたかを区別すること
が難しくなった。 

なぜ相関係数から予想した結果と異なるのか？ 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

変数を多く取り入れて予測式を作るとどうなるか？ 

 残差平方和は小さくなり，重相関係数は大きくなる。 
 予測の精度は上がっているように見えるが，回帰係数 の

分散は大きくなり，予測の安定性は悪くなる。 
 すべての説明変数を用いた場合と，一部の説明変数を用い

た場合の決定係数がそれほど変わらない。 
 

   一部の説明変数を用いた予測式で十分！ 
   予測式も安定する！ 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

 できるだけ少ない個数かつ互いに相関の低い説明変数で，
予測の精度がすべての変数を用いた場合と比べて変わらな
い予測式を求めたい！ 

 たくさんある変数の中から，どのような変数の組み合わせ
を選ぶか？ 

以上より， 

  変数選択の方法として，変数増減法と変数減増法を取り扱う。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

 目的変数 と説明変数  の相関係数の大きさをみる 

 変数選択のために， 

 説明変数の相互間の関係性の強さをみる 

もしも，目的変数 と説明変数  の相関係数が大きければ， は 
目的変数の情報を多くもつ。一方， と  の相関係数も大きく， と 
が高い相関をもてば，  と  のもつ情報は似ていることになる。 

説明変数の相互間の関連性をみる必要がある！ 
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32個の目的変数     も正規分布にしたがう。 

説明変数の選択：逐次法（6.6節） 
 燃費 の予測に説明変数      を用いると，重回帰モデル 

において，誤差 は平均0，分散  の正規分布にしたがうとする。 

よって，  は平均           の正規分布にしたがう。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 
 回帰係数 の推定値 は正規分布にしたがう     の１次式で 

表されるので，  もまた正規分布にしたがう。よって， 

の分散 

は自由度       の 分布にしたがう。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 
 説明変数      の中から， 個           が選ばれ
ているとする。この 個の説明変数に基づく重回帰モデルは 

となり，データから計算した予測式を 

とする。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

の分散 

   の回帰係数   が小さい    は取り除く 

   の回帰係数   が大きい    は残す 

回帰係数が小さいということは，目的変数を説明する変数として役に 
立っていない。回帰係数   の大小判定は 

もし， 

の値で決める。これも，自由度       の 分布にしたがう。 
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          それぞれの 値と    を比較していく。 

説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

    値が    より小さい     を取り除く 

説明変数を除去する際の の規準値を    と表す。 

 より小さい 値が２つ以上    一番小さい 値の変数のみ 
               を取り除く 

これが説明変数を除去する規則である。 
 
次に，追加する規則について考えていく。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 
 説明変数        が選ばれていて，残りの変数の中の１つを追
加したときに，決定係数が最大になるような変数  を考える。 

   の回帰係数   が大きい    を追加する 

   の回帰係数   が小さい    は追加しない 

の分散 

回帰係数   の大小判定は 

の値で決める。これも，自由度       の 分布にしたがう。 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

     値が   より大きい     を追加する 

説明変数を追加する際の の規準値を   と表す。 

 より大きい 値が２つ以上    一番大きい 値の変数のみ 
               を追加する 

これが説明変数を追加する規則である。 
 
変数を除去する規準値    と追加する規準値   は，データ以外の 
他の理由による特別な要請がなければ 2.0 にするのがよい。 
この 2.0 という値は情報量規準から導ける。 
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  と  の相関の強さをみると，  と  が -0.868 で一番相関が強い。 

説明変数の選択：逐次法（6.6節） 
 燃費  と説明変数  の相関行列は以下の通りである。 

表6.3：32台のデータにおける相関行列 
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変数増減法（6.6節） 
 はじめに，  と  の相関係数が最大のものを出発点として選び， 
変数の追加と除去を繰り返し行う方法が変数増減法である。 

の中から  の 値が 2.0 超で最大の  を追加 

の中から  の 値が 2.0 超で最大の  を追加 

ここで，         における  の 値が 2.0 超より， 
  は除去されない。（2.0 以下ならば除去される） 

予測式 

予測式 

第１ステップ 

第２ステップ 
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変数増減法（6.6節） 

の中から  の 値が 2.0 超で最大の  を追加 

の中から  の 値が 2.0 超の変数はないため終了 

ここで，             における  または  の 値が 
 2.0 超より， と  は除去されない。 

予測式 

予測式 

第３ステップ 

第４ステップ 
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変数増減法（6.6節） 
 最終的に，    の３変数が選択された。 

第１ステップ 第２ステップ 

候補 値 

候補 

値 

候補 済 

を追加 を追加 

2.0 超で 
最大を探す 

93 



変数増減法（6.6節） 
 最終的に，    の３変数が選択された。 

第３ステップ 

候補 

値 

を追加 

済 候補 
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変数増減法（6.6節） 
 最終的に，    の３変数が選択された。 

第４ステップ 

候補 

値 

2.0 超の変数がないため変数増減法を終了する 

済 候補 
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変数減増法（6.6節） 
 一方，  変数のすべてを取り入れた重回帰モデルから出発し，変数の 
除去と追加を繰り返し行う方法が変数減増法である。 

の中で          の 値が 2.0 以下で最小の  を除去 

ここで，                における  の 値が 
2.0 以下より  は再取り込みされない。（2.0 超ならば再取り込み） 

予測式 

予測式 

第１ステップ 

第２ステップ 

の中で          の 値が 2.0 以下で最小の  を除去 
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変数減増法（6.6節） 

ここで，                    における    
または  の 値が 2.0 以下より， と   は再取り込みされない。 

予測式 

予測式 

第３ステップ 

第４ステップ 

の中で          の 値が 2.0 以下で最小の  を除去 

の中で         の 値が 2.0 以下の変数はないため終了 
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変数減増法（6.6節） 
 最終的に，    の３変数が選択された。 

第１ステップ 第２ステップ 

候補 値 

を除去 

候補 値 

を除去 

再候補 値 
≦2.0 

再取り込みなし 

2.0 以下で 
最小を探す 
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 最終的に，    の３変数が選択された。 

変数減増法（6.6節） 

第３ステップ 第４ステップ 

候補 値 
を除去 

候補 値 

2.0 以下の変数がないため 
変数減増法を終了する 

再候補 値 
≦2.0 

再取り込みなし 
≦2.0 99 



 全変数を用いた場合と最終的に選ばれた３変数を用いた場合について， 
回帰係数と 値については以下の通りである。 

説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

表6.6：全変数と選択された変数による重回帰分析の結果 

回帰係数 値 値 

決定係数 

全６変数の場合 ３変数の場合 
回帰係数 
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説明変数の選択：逐次法（6.6節） 

 相関係数の大きい組が多いため（表6.3），似た特徴をもっ
た変数が複数あった。 

 そのため除外された３変数     は他の変数で十分に説
明できている。 

 

なぜ３変数の場合の寄与率が１％程度しか減っていないのか？ 

 （今回は一致したが）変数増減法と変数減増法が数理的に
一致する保証はない。 

 一般的には計算時間の少ない変数増減法が用いられる。 
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6.7 説明変数の選択：AIC 
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説明変数の選択：AIC（6.7節） 
 目的変数 に対して，  個の説明変数      が考えられ，これら
の変数が 個の個体について観測されたとする。このとき，すべての
説明変数を用いた回帰モデルを 

と表す。最初の 個の変数                         を用いた回帰モデルは 

と表せる。 
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説明変数の選択：AIC（6.7節） 
 モデル   はモデル   において，制約条件 

と課したモデルである。また，変数          は，変数  
を用いると“追加情報をもたない変数である“というモデルである。 

つまり，モデルのよさを測る規準量を用いて，モデル   が選ばれたと 
する。そのときの変数を         とすると，１つの変数選択法が提案 
できたことになる。 
  
 モデルのよさを測る規準量として，赤池の情報量規準（AIC規準）に 
ついて述べる。 
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説明変数の選択：AIC（6.7節） 
 AIC規準は予測尤度が大きなモデルを選ぶことを目的として提案され， 

“(    )×予測対数尤度”の推定量 

である。 
 一般に， 個の説明変数を用いた線形回帰モデル   のAIC規準は 

と定義される。このとき，モデル   のもとでの残差平方和  ， 
未知パラメータ数           となる。 
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説明変数の選択：AIC（6.7節） 
 AICによるモデルの選択方法は， 

 各モデルに対してAICを求める 
 AICの値が最小となるモデルを最適なモデルとして選択する 

 ただし，説明変数が増えると候補のモデルも増えるため，各モデルの 
規準量を求めて比較することは困難になる。 
 

AIC規準に基づいて，変数増減法や変数減増法を用いる 
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説明変数の選択：AIC（6.7節） 
 実際に，燃料 の予測に最適なモデルを説明変数      を用いた 
候補のモデルに対し，AIC規準量を求めて選択する。 

候補のモデルは６変数のあらゆる組み合わせで，    個考えられる。 
64個のモデルのうち，上位５個のモデルが表6.7である。 
 

最適なモデル 
として選択 

表6.7：AICによるベスト５ 

変数の組 

107 



説明変数の選択：AIC（6.7節） 

 最適なモデルは 値による逐次法と同じモデルが選択され
たが，数理的に一致する保証はない。 

 AIC規準量は値が最小のモデルを最適なモデルとして選択
するが，値そのものに意味はない。 

 データが異なれば，データ間でのAICの値の比較や，他の
規準量の値との比較などはできない。 

データ１ データ２ 
データ間で 

比較はできない 

データ１の最小値：44.3 
データ２の最小値：39.2 

値の小さいデータ２の方が 
よいモデル？ 108 



説明変数の選択（6.7節_R） 
 RにおいてAICを求める場合は 

 

 

とすると求められる。6.2節と6.3節ではそれぞれの結果を kaiki1 と 
kaiki2 に格納したので， 

AIC(回帰分析結果) 

AIC(kaiki1) 

AIC(kaiki2) 

を実行すればよい。 
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 また，逐次法を適用したい場合には step 関数を用いればよい。 

 

 

とすると変数増減法による結果が得られる。回帰が切片項のみの場合 
（lm(y~1)）を初めのモデルとして設定し実行する。 

step(回帰分析結果, direction="both") 

step(lm(y~1), direction="both", 
scope=list(upper=~x1+x2+x3+x4+x5+x6), lower=~1) 

scope=list(…)：ここではx1 からx6 の６つの説明変数に対して， 
   変数増減法を実行する。 
lower=~1：最小のモデルを切片項のみのモデルとする。  
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 実行結果は以下の通りである。 

Start:  AIC=115.94 
y ~ 1 
     
    Df Sum of Sq     RSS AIC 
+ wt 1     847.73          278.32 73.217 
+ cyl 1     817.71          308.33 76.494 
+ disp 1     808.89          317.16 77.397 
+ hp 1     678.37          447.67 88.427 
+ drat 1     522.48          603.57 97.988 
+ qsec 1     197.39          928.66 111.776 
<none>          1126.05 115.943 
Step:  AIC=73.22 
y ~ wt 
 
 Df Sum of Sq     RSS AIC 
+ cyl 1      87.15           191.17   63.198 
+ hp 1      83.27           195.05   63.840 
+ qsec 1      82.86           195.46   63.908 
+ disp 1      31.64           246.68   71.356 
<none>                               278.32   73.217 
+ drat 1       9.08             269.24   74.156 
-  wt 1     847.73         1126.05  115.943 

wt を加えたときのAIC 

初めのAIC（説明変数なし） 

cyl を加えたときのAIC 
disp を加えたときのAIC 

step1 

step2 

初めのモデル（切片項のみ） 

wt を加えたモデル 
wt を加えたときのAICが一番小さい➨ wt を加える 

hp を加えたときのAIC 
drat を加えたときのAIC 
qsec を加えたときのAIC 
説明変数なしのAIC 

cyl を加えたときのAICが最小 
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 実行結果は以下の通りである。 

Step:  AIC=63.2 
y ~ wt + cyl 
     
    Df Sum of Sq     RSS AIC 
+ hp 1     14.551          176.62 62.665 
<none>1                              191.17  63.198 
+ qsec 1     10.567          180.60 63.378 
+ disp 1     2.680            188.49 64.746 
+ drat 1     0.001            191.17 65.198 
-  cyl 1     87.150          278.32 73.217 
-  wt 1 117.162        308.33 76.494 
Step:  AIC= 62.66  
y ~ wt + cyl + hp 
 
 Df Sum of Sq     RSS AIC 
<none>                                176.62 62.665 
-  hp 1     14.551          191.17  63.198 
+ disp 1      6.176            170.44  63.526 
-  cyl 1     18.427          195.05  63.840 
+ drat 1      2.245            174.38  64.255 
+ qsec 1      1.401            175.22  64.410 
-  wt 1    115.354        291.98  76.750 

hp を加えたときのAIC 
step3 

step4 

wt とcyl を加えたモデル 

wt とcyl とhp を加えたモデル 

増減なしのAICが最小 
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 実行結果は以下の通りである。 

Call: 
lm(formula = y ~ wt + cyl + hp) 
 
Coefficients: 
(Intercept)       wt     cyl              hp   
   38.75179 -3.16697     -0.94162     -0.01804  

結果 

wt とcyl とhp を加えたモデルが最終結果 

注意：AIC 関数によるAICとstep 関数によるAICの定義が異なる。 
 そのため，前２頁のようにstep 関数を実行した際に得られる 
 AICの値と，表6.7のようにAIC 関数で得られる結果が異なる。 
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 変数増減法の結果をAIC1に保存して以下を実行する。 

 summary(AIC1) 

Call: 
lm(formula = y ~ wt + cyl + hp) 
Residuals: 
    Min      1Q      Median     3Q        Max  
-3.9290 -1.5598 -0.5311  1.1850  5.8986  
 
Coefficients: 
  Estimate    Std. Error  t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)  38.75179   1.78686   21.687  < 2e-16 *** 
wt              -3.16697    0.74058   -4.276  0.000199 *** 
cyl              -0.94162    0.55092   -1.709  0.098480 .   
hp           -0.01804    0.01188   -1.519  0.140015     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 2.512 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8431,    Adjusted R-squared:  0.8263  
F-statistic: 50.17 on 3 and 28 DF,  p-value: 2.184e-11 

x2, x3, x4によるモデルが選ばれた 
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 他にもstep 関数では， 

とすると変数減少法による結果が得られる。説明変数      による 
回帰モデルをmodel_full に格納し，以下を実行する。このとき，６個の 
説明変数を用いた候補のモデルがフルモデルである。 

step(回帰分析結果, direction="backward") 

step(model_full, direction="backward", 
scope=list(upper=~x1+x2+x3+x4+x5+x6), lower=~1) 

最終的に選ばれるモデルは変数増減法と同じである。 
しかし，変数減少法は除去した変数について，除去後は考慮しない。 
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説明変数の選択（6.7節_R） 
 次に，変数増加法による方法は 

とすると変数増加法による結果が得られる。回帰が切片項のみの場合 
（lm(y~1)）を初めのモデルとして設定し実行する。 

step(回帰分析結果,direction="forward") 

step(lm(y~1), direction="forward", 
scope=list(upper=~x1+x2+x3+x4+x5+x6), lower=~1) 

最終的に選ばれるモデルは変数増減法，変数減少法と同じである。 
変数増加法も変数減少法と同じく，取り込んだ変数について追加後は 
考慮しない。 
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6.7 カテゴリー変数が含まれる場合 

117 



 「mtcars」のデータにおいて，    の連続変数のみを用いた分析 
を行った。以降，カテゴリー変数が含まれる場合の回帰分析を考える。 

カテゴリー変数が含まれる場合（6.8節） 

mpg：燃費 

disp：排気量 

cyl：シリンダ数 

wt：重量 

hp：馬力 

drat：リアアクスル比 

qsec：1/4マイル時間 

vs：エンジン形状（0=V型エンジン，1=直列型エンジン） 

am：トランスミッション（0=オートマ，1=マニュアル） 

予測する！ 
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データは 
表6.8を参照 



 カテゴリー変数とは，例えば血液型のデータの場合， 
「A型：0，B型：1，O型：2，AB型：3」といった具合に分類する 
ためだけに整理番号を付けたものである。 
 mtcars のデータでは，２カテゴリーの変数を０，１に数量化する 
ことで連続変数の扱いで回帰分析を行う。 

カテゴリー変数が含まれる場合（6.8節） 

説明変数が全てカテゴリー変数 → 数量化I類 
説明変数に連続変数とカテゴリー変数が含まれる → 拡張型数量化I類 

とよばれる。 
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 燃料 の予測に最適なモデルを説明変数      を用いた候補の 
モデルに対し，AIC規準量を求めて選択する。 

候補のモデルは８変数のあらゆる組み合わせで，      個考えられる。 
256個のモデルのうち，上位５個のモデルが表6.9である。 
 
表6.7：AICによるベスト５ 

変数の組 

カテゴリー変数が含まれる場合（6.8節） 

表6.9：AICによるベスト５ 

変数の組 
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表6.7：AICによるベスト５ 

変数の組 

カテゴリー変数が含まれる場合（6.8節） 
表6.9：AICによるベスト５ 

変数の組 

変数の組      
 ・決定係数 0.843 
 ・５個のモデル中２つ含まれ  
  ている  

変数の組      
 ・決定係数 0.850 
 ・５個のモデル中４つ含まれ 
  ている  

121 



  と  の相関の強さをみると，  と  が 0.419 で一番相関が弱い。 

 燃費  と説明変数  の相関行列は以下の通りである。 

表6.3：32台のデータにおける相関行列 

カテゴリー変数が含まれる場合（6.8節） 
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 カテゴリー変数を含めて分析をすると 

 説明変数  の１変数では予測の精度が最も良くない 
 説明変数    と組み合わせることで，予測の精度が良

くなる 
 説明変数  は予測式に必要な変数といえる 

重回帰分析によって新たな見解が得られた！ 

カテゴリー変数が含まれる場合（6.8節） 
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6.9 演習問題 
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問6.1：  を   で推定するために重回帰モデルにあてはめて，
  予測式を求めよ。 

問6.1 

身長 

体重 
胸囲 

答え： 

 ある地域におけるN=9(人)の身長(cm)，体重(kg)，胸囲(cm)は 
表のようであった。 
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問6.1_R 
 Rで求める際は以下を実行すればよい。 

res1 <- lm(y ~ x1 + x2) 

coefficients(res1) または summary(res1)  

「y：身長，x1：体重，x2：胸囲」として， 
 res1：結果をres1 に格納 
 y~x1+x2：目的変数y，説明変数x1 とx2 として指定 
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問6.1_R 
  coefficients(res1) を実行すると 

(Intercept)           x1           x2  
 121.672985    1.116187   -0.273140  

と得られるので 

答え： 
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問6.2：問6.1で求めた予測式における回帰係数の95％信頼区  
  間と決定係数を求めよ。 

問6.2 

答え：信頼区間は 

 決定係数は 

128 



問6.2_R 
 Rで信頼区間を求める際は以下を実行すればよい。 

confint(res1, level=0.95) 

        2.5 %        97.5 % 
(Intercept)  80.8904188  162.4555510 
x1              0.4375693    1.7948044 
x2               -0.9734672    0.4271873 

実行結果は以下である。 
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問6.2_R 
 決定係数は以下を実行すればよい。 

summary(res1)  

Call: 
lm(formula = y ~ x1 + x2) 
Residuals: 
   Min     1Q  Median     3Q    Max  
-2.311 -1.573 -1.328  0.141  4.871  
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 121.6730 16.6670    7.300   0.000337 *** 
x1                 1.1162 0.2773  4.025    0.006922 **  
x2                -0.2731 0.2862  -0.954   0.376763     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 2.896 on 6 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8412,    Adjusted R-squared:  0.7882  
F-statistic: 15.89 on 2 and 6 DF,  p-value: 0.004008 

自由度調整済み重相関 
係数の２乗 

決定係数 
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問6.3： を  で推定するモデル， を  で推定するモデル，  
  を    で推定するモデルの中から，AIC規準で最適な  
  モデルを選択せよ。 

問6.3 

答え：説明変数  のみを用いたモデルが最適なモデル。 

表：各変数の組のAIC 

変数の組 

予測式 
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問6.3_R 
 個々のAICを求めると（Rで＃はコメントを表す） 

AIC(lm(y~1))  #切片項のみ 
AIC(lm(y ~ x1))  #x1の単回帰モデル 
AIC(lm(y ~ x2))  #x2の単回帰モデル 
AIC(lm(y ~ x1+x2))  #x1とx2の重回帰モデル 

61.58848 
48.30216 
58.80444 
49.03027 

それぞれの値は以下の通りである。 （問題文から問6.3では切片項のみのモデルは考えなくてよい） 

132 



問6.3_R 
 RでAICを用いた変数増減法は以下を実行すればよい。 

step(lm(y~1), direction="both", 
scope=list(upper=~x1+x2), lower=~1) 

Start:  AIC=34.05 
y ~ 1 
 
 Df Sum of Sq RSS AIC 
+ x1 1 258.79  57.95 20.761 
+ x2 1 130.59  186.14 31.264 
<none>   316.74 34.048 
 
Step:  AIC=20.76 
y ~ x1 
 
 Df Sum of Sq RSS AIC 
<none>   57.95 20.761 
+ x2 1 7.637  50.31 21.489 
-  x1 1 258.785 316.74 34.048 133 



問6.3_R 
 RでAICを用いた変数増減法は以下を実行すればよい。 

step(lm(y~1), direction="both", 
scope=list(upper=~x1+x2), lower=~1) 

Start:  AIC=34.05 
y ~ 1 
 
 Df Sum of Sq RSS AIC 
+ x1 1 258.79  57.95 20.761 
+ x2 1 130.59  186.14 31.264 
<none>   316.74 34.048 
 
Step:  AIC=20.76 
y ~ x1 
 
 Df Sum of Sq RSS AIC 
<none>   57.95 20.761 
+ x2 1 7.637  50.31 21.489 
-  x1 1 258.785 316.74 34.048 

 を加えたときのAIC 

初めのAIC（説明変数なし） 

 を加えたときのAIC 
説明変数なしのAIC 

step1 

step2 

初めのモデル（切片項のみ） 

 を加えたモデル 

増減なしのAIC 
 を加えたときのAIC 
 を除去したときのAIC 

 を加えたときのAICが一番小さい➨  を加える 
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問6.3_R 
さらに，さきほどの結果をAIC1に保存し，以下を実行すると 

summary(AIC1) 

Call: 
lm(formula = y ~ x1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q   Median     3Q       Max  
-3.3573 -1.5287 -0.9050  0.7013  4.5054  
 
Coefficients: 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 109.7268 10.9338 10.036 2.09e-05 *** 
x1  0.9016  0.1613   5.591 0.000824 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.877 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.817,     Adjusted R-squared:  0.7909  
F-statistic: 31.26 on 1 and 7 DF,  p-value: 0.0008237 135 



問6.4：問6.3で選択された の有意性について，有意水準両側  
  ５％で仮説検定をせよ。 

問6.4 

答え：帰無仮説        について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されるので， は０でない。 

検定統計量は自由度7(=9-1-1)のt分布にしたがう。 

|t|= 5.5910 > 2.365 

と得られる。 
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問6.4_R 
 問6.3の結果より，                となり棄却。 

summary(AIC1) 

Call: 
lm(formula = y ~ x1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q   Median     3Q       Max  
-3.3573 -1.5287 -0.9050  0.7013  4.5054  
 
Coefficients: 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 109.7268 10.9338 10.036 2.09e-05 *** 
x1  0.9016  0.1613   5.591 0.000824 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.877 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.817,     Adjusted R-squared:  0.7909  
F-statistic: 31.26 on 1 and 7 DF,  p-value: 0.0008237 137 



問6.4（別解） 

別解：帰無仮説        について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されるので， は０でない。 

検定統計量は自由度（1, 7）のF分布にしたがう。 

検定統計量 = 31.26 > 5.591 

と得られる。（この場合は有意水準片側５％である） 

問6.4：問6.3で選択された の有意性について，有意水準両側  
  ５％で仮説検定をせよ。 
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問6.4 _R（別解） 
 問6.3の結果より，         となり棄却。 

summary(AIC1) 

Call: 
lm(formula = y ~ x1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q   Median     3Q       Max  
-3.3573 -1.5287 -0.9050  0.7013  4.5054  
 
Coefficients: 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 109.7268 10.9338 10.036 2.09e-05 *** 
x1  0.9016  0.1613   5.591 0.000824 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.877 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.817,     Adjusted R-squared:  0.7909  
F-statistic: 31.26 on 1 and 7 DF,  p-value: 0.0008237 

F統計量は31.26で自由度（1, 7） 
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問6.4 _R（別解） 

model_const <- lm(y~1) 
res2 <- lm(y~x1) 
Se2 <- sum(res2$residuals^2) 
S02 <- sum(model_const$residuals^2) 

 ここでは6.5節にあるようなF統計量の実際の求め方を説明する。 
帰無仮説のもとでの残差平方和（S02に格納）と問6.3で求めた予測式 
（ の単回帰モデル）のもとでの残差平方和（Se2に格納）を求める。 

注意：t値を実際に求めるには，6.3節や6.4節にあるように平均まわりの 
 平方和や積和，残差分散などを求める必要がある。 

140 



問6.4 _R（別解） 

((S02-Se2)/Se2)*((9-1-1)/1) #検定統計量の計算 
qf(0.95, 1, 7) #F分布の上側５％点 

 次に検定統計量を求めて，自由度（1, 7）のF分布の上側５％点と 
比較をする。 

検定統計量の値➡31.25944 
自由度（1, 7）のF分布の上側５％点➨5.591448 

実行結果は以下となり，帰無仮説は棄却される。 

検定統計量の平方根をとるとt値（＝5.591014）が求められる。 
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問6.4 _R（別解） 

res2 <- lm(y~x1) 
model_const <- lm(y~1) 
anova1 <- anova(res2, model_const ) 
print(anova1) 

 これらは分散分析でも同様に求められる。以下を実行すればよい。 

Analysis of Variance Table 
Model 1: y ~ x1 
Model 2: y ~ 1 
 Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)     
1 7 57.95                                   
2 8 316.74 -1 -258.79  31.259 0.0008237 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1  
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 問6.3より， のみが選ばれることが分かったので，他の回
帰係数の検定をする必要はないと言える。 

 しかし，6.5節のように回帰係数の検定問題を考えることが
できる。 

 問6.1のデータを用いて他の回帰係数の検定問題についても
考える。 

演習問題（6.9節） 
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  を説明変数    を用いて推定する回帰モデルについて， 
以下３つの仮説検定問題について考える。 

①   
②   
③   

 

演習問題（6.9節） 
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説明変数    を用いた回帰モデルについて，有意水準５％で
回帰係数が０であるかどうかの仮説検定をせよ。 

6.9節① 

答え：帰無仮説        について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されるので，    とみなす。 

検定統計量は自由度（1, 6）のF分布にしたがう。 

検定統計量 = 16.20 > 5.987 

と得られる。 
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6.9節①_R 

res1 <- lm(y ~ x1 + x2) 
res3 <- lm(y ~ x2) 
Se2 <- sum(res1$residuals^2) 
S02 <- sum(res3$residuals^2) 

 帰無仮説のもとでの残差平方和（S02に格納）と説明変数  の単回帰 
モデルのもとでの残差平方和（Se2に格納）を求める。 
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6.9節①_R 

((S02-Se2)/Se2)*((9-2-1)/1) 
qf(0.95, 1, 6) #F分布の上側５％点 

 次に検定統計量を求めて，自由度（1, 6）のF分布の上側５％点と 
比較をする。 

検定統計量の値➡16.19796 
自由度（1, 6）のF分布の上側５％点➨5.987378 

実行結果は以下となり，帰無仮説は棄却される。 
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6.9節①_R 

res1 <- lm(y ~ x1 + x2) 
res3 <- lm(y ~ x2) 
anova2 <- anova(res1, res3) 
print(anova2) 

 これらは分散分析でも同様に求められる。以下を実行すればよい。 

Analysis of Variance Table 
Model 1: y ~ x1 + x2 
Model 2: y ~ x2 
 Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 
1 6 50.313                                 
2 7 186.142 -1    -135.83  16.198  0.006922 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 
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6.9節①_R（別解） 

別解：帰無仮説        について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されるので，    とみなす。 

検定統計量は自由度6(=9-2-1)のt分布にしたがう。 

|t|= 4.025 > 2.447 

と得られる。 

説明変数    を用いた回帰モデルについて，有意水準５％で
回帰係数が０であるかどうかの仮説検定をせよ。 
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6.9節①_R（別解） 

summary(res1)  

Call: 
lm(formula = y ~ x1 + x2) 
Residuals: 
   Min     1Q  Median     3Q    Max  
-2.311 -1.573 -1.328  0.141  4.871  
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 121.6730 16.6670    7.300   0.000337 *** 
x1                 1.1162 0.2773  4.025    0.006922 **  
x2                -0.2731 0.2862  -0.954   0.376763     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 2.896 on 6 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8412,    Adjusted R-squared:  0.7882  
F-statistic: 15.89 on 2 and 6 DF,  p-value: 0.004008 

 問6.1の結果より，                となり棄却。 
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説明変数    を用いた回帰モデルについて，有意水準５％で
回帰係数が０であるかどうかの仮説検定をせよ。 

6.9節② 

答え：帰無仮説        について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されないので，    とみなす。 

検定統計量は自由度（1, 6）のF分布にしたがう。 

検定統計量 = 0.9108 < 5.9874 

と得られる。 
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6.9節②_R 

res1 <- lm(y ~ x1 + x2) 
res2 <- lm(y ~ x1) 
Se2 <- sum(res1$residuals^2) 
S02 <- sum(res2$residuals^2) 

 帰無仮説のもとでの残差平方和（S02に格納）と問6.1で求めた 
予測式のもとでの残差平方和（Se2に格納）を求める。 
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6.9節②_R 

((S02-Se2)/Se2)*((9-2-1)/1) 
qf(0.95, 1, 6) #F分布の上側５％点 

 次に検定統計量を求めて，自由度（1, 6）のF分布の上側５％点と 
比較をする。 

検定統計量の値➡0.9107625 
自由度（1, 6）のF分布の上側５％点➨5.987378 

実行結果は以下となり，帰無仮説は棄却されない。 
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6.9節②_R 

res1 <- lm(y ~ x1 + x2) 
res2 <- lm(y ~ x1) 
anova3 <- anova(res1, res2) 
print(anova3) 

 これらは分散分析でも同様に求められる。以下を実行すればよい。 

Analysis of Variance Table 
Model 1: y ~ x1 + x2 
Model 2: y ~ x1 
 Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 
1 6 50.313                            
2 7 57.950 -1 -7.6372  0.9108 0.3768 
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6.9節②（別解） 

別解：帰無仮説        について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されないので，    とみなす。 

検定統計量は自由度6(=9-2-1)のt分布にしたがう。 

|t|= 0.9543 < 2.447 

と得られる。 

説明変数    を用いた回帰モデルについて，有意水準５％で
回帰係数が０であるかどうかの仮説検定をせよ。 
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6.9節②（別解） 

summary(res1)  

Call: 
lm(formula = y ~ x1 + x2) 
Residuals: 
   Min     1Q  Median     3Q    Max  
-2.311 -1.573 -1.328  0.141  4.871  
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept) 121.6730 16.6670    7.300   0.000337 *** 
x1                 1.1162 0.2773  4.025    0.006922 **  
x2                -0.2731 0.2862  -0.954   0.376763     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 2.896 on 6 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8412,    Adjusted R-squared:  0.7882  
F-statistic: 15.89 on 2 and 6 DF,  p-value: 0.004008 

 問6.1の結果より，                   となる。 
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6.9節③ 

答え：帰無仮説         について： 
  ⇒帰無仮説が棄却されるので， と  どちらか一方は
  ０でない。 

検定統計量は自由度（2, 6）のF分布にしたがう。 

検定統計量 = 15.89 > 5.143 

と得られる。 

説明変数    を用いた回帰モデルについて，有意水準５％で
回帰係数が０であるかどうかの仮説検定をせよ。 
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6.9節③_R 

res1 <- lm(y ~ x1 + x2) 
model_const <- lm(y~1) 
Se2 <- sum(res1$residuals^2) 
S02 <- sum(model_const$residuals^2) 

 帰無仮説のもとでの残差平方和（S02に格納）と問6.1で求めた 
予測式のもとでの残差平方和（Se2に格納）を求める。 

158 



6.9節③_R 

((S02-Se2)/Se2)*((9-2-1)/2) 
qf(0.95, 2, 6) #F分布の上側５％点 

 次に検定統計量を求めて，自由度（2, 6）のF分布の上側５％点と 
比較をする。 

検定統計量の値➡15.88585 
自由度（2, 6）のF分布の上側５％点➨5.143253 

実行結果は以下となり，帰無仮説は棄却される。 
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6.9節③_R 

res1 <- lm(y~x1+x2) 
model_const <- lm(y~1) 
anova4 <- anova(res1, model_const ) 
print(anova4) 

 これらは分散分析でも同様に求められる。以下を実行すればよい。 

Analysis of Variance Table 
Model 1: y ~ x1 + x2 
Model 2: y ~ 1 
 Res.Df RSS  Df Sum of Sq F Pr(>F)    
1 6 50.31                                 
2 8 316.74 -2 -266.42  15.886 0.004008 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 
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