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研究成果の概要（和文）：これまで対称統計量の漸近理論は主に独立同分布確率変数列に対して研究が行われて
きた。しかし数理ファイナンスにおける金融データ解析のように確率微分方程式や線形時系列モデルによってモ
デリングされる場合にはデータの従属性を仮定する必要があるが、本研究によって対称統計量の漸近理論を従属
確率変数列の場合に拡張することある程度できた。また退化型対称統計量のエッジワース展開についてV.
Bentkus, F.Gotze(1999)の結果を拡張し、2次項の誤差オーダーまで広義の中心極限定理の精密化が行えること
を示した。さらに本研究において、任意の誤差オーダー に対する補正項を求めることができた。

研究成果の概要（英文）：We consider asymptotically normal statistics which are symmetric functions 
of N i.i.d. random variables. For these statistics we prove the va- lidity of an Edgeworth expansion
 with remainder of the large order of n to the power of (-2) under Cramer’s condition on the linear
 part of the statistic and moment assumptions for all parts of the statistic. By means of a 
counterexample we show that it is generally not possible to obtain an Edgeworth expansion with 
remainder  of the large order of n to the power of (-2) without imposing additional assumptions on 
the structure of the nonlinear part of the statistic.

研究分野： 確率論

キーワード： Symmetric Statistics　Central Limit Theorem　Asymptotic Expansion　U-statistics　V-statistics
　Edgeworth expansion
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１．研究開始当初の背景 
対称統計量、特に U-統計量と V-統計量に

ついて、それらの核関数が退化している場合

について考察する。核関数が非退化の場合は

H-分解と呼ばれるマルチンゲールを用いた

解析が可能であり、漸近展開などの詳しい理

論が知られている。一方、核関数が非退化の

場合は H-分解が適用できないためにこのよ

うな精密な解析が困難であった。申請者は	 

Stoch.	 Proc.	 Appl.,	 Vol.	 49	 (1994)	 に提

案したある種のヒルベルト空間に値を取る

確率変数列の単純和によって対称統計量を

表現する方法を用いて独立確率変数列に対

する対称統計量のエッジワース展開につい

て考察する。さらにこの結果を従属確率変数

列、特に AR モデル等の線形時系列の場合に

拡張する。	 

	 従来退化型核関数を持つ対称統計量に関

しては、その解析の困難さから独立確率変数

列に関する研究しかされてこなかった。この

問題を解決するためにはまず対称統計量を

ヒルベルト空間に値を取る確率変数列の単

純和によって表現し、次にヒルベルト空間値

確率変数列に従属性を仮定して和に関する

漸近性を調べるという２段構えの手法を取

ることで問題を解決する。勿論，このような

考え方はこれまでの研究には全くなかった

ものである。	 
 
２．研究の目的 
	 退化型対称統計量のエッジワース展開に

ついて V.Bentkus, F.Gotze(1999)は誤差オ
ーダーO n−1( )を求めるために 70 ページもの
大掛かりな証明を行った。本研究では、対称

統計量をヒルベルト空間に値を取る確率変

数列の単純和によって表現し、次にヒルベル

ト空間値確率変数列の和に関する漸近性を

調べるという２段構えの手法を取ることに

よってわずか 20ページ足らずの証明になる。
これは単に証明が簡略化されたというだけ

でなく証明の見通しが明解になるために、得

られた結果を一般化する、Darkhovskh型変
化点推定量のような対称統計量に近い統計

量を扱う、確率変数列の従属性を考慮するな

どの場合に、この 2段構えの手法は非常に有
効であると予想される。 
	 これまで対称統計量は主に独立確率変数

列に対して研究されてきた。混合性などの

従属確率変数列に対する拡張も行われたが

非退化型対称統計量に関するものがほとん

どで、退化型対称統計量に対して従属性を

仮定する場合への拡張は行われていない。

しかし、数理ファイナンスにおける収益率

データ解析のように線形時系列モデルを考

慮する場合はデータの従属性を仮定する必

要がある。本研究はこのような応用を目的

として、従来得られた対称統計量の漸近理

論を従属確率変数の場合へ拡張を行う。 
数理ファイナンスのようなランダムデータ

の時系列解析において、データの基本的な性

質が変化した時点を発見することは、その後

の迅速な戦略の変更のために必要不可欠で

ある。このような応用を想定して、時系列解

析におけるパラメータの推定、検定のために

有効な統計量である対称統計量の漸近理論

特にエッジワース展開、並びに時系列データ

における変化点解析への応用について研究

する。さらに本研究では、取り扱いが困難で

ある核関数が退化している場合について考

察する。 
 
３．研究の方法 
確率過程に関する漸近展開と数理ファイナ

ンスへの応用について吉田朋広氏の研究，例

えば J.	 Japan	 Statist.	 Soc.(1992)など多数

の研究成果が知られている。本研究ではこれ

らの結果を十分参考にし、対称統計量の特徴

を生かして数理ファイナンスへの応用につ

いて考察する。特に GARCH モデルなどの時系

列モデルのパラメータ変化点推定とその精

密化に適用する。	 

また、研究分担者である前園宜彦氏は独立確

率変数列に対して非退化型対称統計量のエ

ッジワース展開とその応用について

Y.Maesono,	 Communications	 in	 

Statistics-Theory	 and	 Methods(2010) や

Y.Maesono,	 S.Penev,	 Annals	 of	 the	 

Institute	 of	 Statistical	 Mathematics	 

(2010)	 などの多くの研究を行っている。前

園宜彦氏と共同研究を行いながら、これらの

研究成果を従属確率変数列の場合に拡張す

ることを考える。	 
	 
４．研究成果	 

これまで対称統計量の漸近理論は主に独立

同分布確率変数列に対して研究が行われて

きた。しかし数理ファイナンスにおける金融

データ解析のように確率微分方程式や線形

時系列モデルによってモデリングされる場

合にはデータの従属性を仮定する必要があ

るが、本研究によって対称統計量の漸近理論

を従属確率変数列の場合に拡張することあ



る程度できた。また退化型対称統計量のエッ

ジ ワ ー ス 展 開 に つ い て V.Bentkus,	 

F.Gotze(1999)の結果を拡張し、2次項の誤差

オーダーまで広義の中心極限定理の精密化

が行えることを示した。さらに本研究におい

て、任意の誤差オーダー	 に対する補正項を

求めることができた。	 
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