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和文概要  本研究の目的は最小絶対値法が現在広く使われている最小二乗法に匹敵しうる程実用性の高い  

回帰分析手法であることを示すことにある．本論文の前半では，18世紀にさかのぽり，その歴史的考察を行  

うとともに，最小絶対値法を目標計画法の視点で考察する．後半では，最小絶対値法に関する統計理論とその  

統計的検定への応用を示した．重要なことは，最小絶対値法も最小二乗法も数理計画法でモデル化され，従来  

とは違った理論展開と応用可能性が開けることにある．  

1． はじめに   

本研究では最小絶対値法（LeastAbsoluteValueEstimation）による回帰分析を歴史的，理  

論的視点から考察する・この推定手法は目標計画法（GoalProgramming）でモデル化され，  

LP（LinearProgramming）で解けることからOR（OperationsResearch）とも深い関係を持  

つ．ORの文献として最初にこの最小絶対借法による回帰分析を提唱したのはチャーンズと  

クーパー［9］で，その論文の発表以来，数多くの研究がこの分野でなされてきた．例えば，  

アルゴリズムの開発［1，4，7，30］，その解の理論研究［6，25，26，42］，シミュレーションによっ  

て最小二乗法との比較研究［14，28，叫，さらに様々な分野への応用［10，35，37，38，39，40］  

などがある・［この分野の研究を集大成した本として【5，19］があるので参考にされたい・】   

本研究の目的は最小絶対値法が伝統的に使われる最小二乗法に匹敵しうるほど実用性の  

高い回帰分析手法であることを伝えることにあるが，もちろん 現在使われている最小二乗  

法を否定するつもりはなく，むしろ伝統的な手法の価値を認めつつ，目標計画法というOR  

手法で，回帰分析がモデル化され 従来の最小二乗法とは別な形の回帰分析手法が存在する  

ことを示すことにある．   

本研究の構成は，まず18世紀にさかのぼり，最小二乗法と最小絶対値法を作りだした人々  

の理論背景を考察する．次に，その科学史の流れに沿って，それら二つの回帰分析法の関係  

を論じる．さらに，最小絶対値法による統計的検定を具体例を使いながら考察する．最後  

に，本論文のまとめと将来の研究課題を論じる．   

2．最小絶対値法と最小二乗法の歴史   

統計学の歴史に関する文献（e・g・，［21，23，34］）によると，16世紀後半に芽生えつつあった  

回帰分析手法は18世紀になりRogerJ・Boscovich（1711－1787）によって研究手法として体  

系化された・彼の考えを説明する為に，独立変数（ご）と従属変数（y）で表わされたデータ  

に対してy＝β0＋β1ごの形をした回帰式を当てはめたと考える・これらの回帰係数（β0と  

26J   
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β1）を推定する回帰規準として，Boscovichは  

γと  

MIN∑I弘一（β0＋β1芳彦）霊  
壱＝1  

（1）  

を提唱した．この式では誤差の絶対値の合計を最小化している．添字“宣”はデータの測定  

順序を示し，“㍑”はデータのサンプル数を示している．Boscovichはこの回帰規準を使い，  

1757年にローマ近郊の子午線を実測している［23］・この（1）式は最小絶対値法の原形であ  

ると考えて良い．   

次に，この回帰分析規準（1）を最良のものと考え，そのアルゴリズムを最初に提案した  

のはLaplace［PiereSimmonMarquisdeLaplace，1749－1827］である．Laplaceのアルゴリ  

ズムを説明するために，晶＝0と勘＞07（宣＝1，・‥，陀）を仮定する．さらに，データを  

yl／諾1≧y2／ご2≧…≧‰／ご乃となるように再配列する．ここで，もし  

ご1＋ご2＋‥・＋£r－1＜ ごr＋ご叶1＋・‥＋諾㍑ と  

£1＋∬2＋‥・＋諾r ＞ ち斗1＋ご叶2＋‥・＋£几  

を満たす整数rが存在する時，β1の推定値はβ1＝yr／諾γで決められる．   

さて，［34］の研究によると1795年頃までLapla。eは最小絶対値法を使っ七いたが，それ以  

降この回帰規準にあまり注目しなくなっている．その理由は彼の考えだしたアルゴリズムで  

は小さな限られた問題しか解くことができず，現実の応用が極めて難しい所にあった．この  

回帰分析の計算に関する問題を最初に解いたのはGauss（CarlFriedrichGauss，1775－1855）  

であった・1795年，Gaussが20才の時に，（1）にかわって最小二乗法による回帰分析規準  

を考えだし，測量のデータ分析に使いはじめていた．この回帰分析規準は  

7も  

MIN∑［眺－（β0＋β1諾壱）］2  
壱＝1  

（2）  

で表現される・この規準の最も重要な特徴は微分可能性にある．（2）を微分することで，か  

なり大きなサンプルをもつ回帰係数でも推定することが可能になったわけである．面白いこ  

とに，Gaussにとってこの最小二乗法ばあまりにも自明なことで，誰でもが，使っているも  

のと思いこみ，その発表を1821年までのばしている【21ト   

最初にこの最小二乗法を紹介したのはLegendre［AdrienMarieLegendre，1752－1833］で，  

1805年に“彗星の軌道を決める為の手法”として発表している．彼の貢献は現在広く知られ  

ている“正規方程式”を作りだしたことにある［23］．   

Gaussは最小二乗法の発見後，1797年から1798年の二年間，誤差の確率分布の研究に  

専念し，正規分布を発見している．さらに，もし誤差が正規分布に従うならば，最小二乗法  

によって推定された回帰係数が最尤推定値に一致することを証明している．［この最尤法は  

DanielBernoulli（1700－1782）によってすでに研究されていた・］不幸にして，このGauss  

の研究成果も1809年までその発表をのばされている［21ト   

さて，1809年にGaussが研究成果を発表した後すぐに，Laplaceは“中心極限定理”を  

まとめている［34ト［中心極限定理についての記述は［41］を参照されたい．］この中心極限  

定理と最尤法によって最小二乗法の基礎が確立され，今日に至るまで様々な分野で応用され  

ていることは周知のことである．   

本研究では微分不可能という理由で科学史の中から消えた最小絶対値法に焦点をあて，目  

標計画法を使うと，どのような回帰分析になるかを考察してみる．   
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3．目標計画法と最小絶対値法   

Boscovichの時代から解けなかった最小絶対値法による回帰分析を可能にしたのは目標計  

画法とコンピュータの発達による．ここでは具体的にどのように最小絶対値法を目標計画  

法でモデル化するかを説明するために，（1）を一般化した重回帰分析として問題を取り扱  

う．したがって，五番目のデータに関する従属変数（眺）とm個の独立変数ベクトル（ズ壱＝  

（1，勘い‥・，諾im））の関係は眺＝ズ壱βで表現される・ここで，βは回帰係数の列ベクトルで，  

β＝（β。，β1，…，βm）Tで表現される・このβはm＋1の要素を持つ・上つき添字“T”はベ  
クトルの転置を示している．   

この重回帰分析のための最小絶対値法は  

7ュ  

MIN∑触一方宣βl  
J■＝1  

（3）  

としてモデル化される．この（3）を目標計画法で表現するために，次の正と負の誤差に関す  

る変数を導入する：  

吋＝1／2il眺一端βl＋（弘一ズ壱β）），  （4－1）  

打＝1／2（ly定一ズ壱βト（眺一光β））・  （4－2）  

ここで，打と打はそれぞれ誤差の正と負の部分を表わし，打＞0，打＞0と打・打＝0  

は打＞0と打＞0が同時に起  を常に満たす必要がある．この非線形の条件（打・打＝0）  

こるのを防ぐために必要である【8］・   

次に，（4－1）から（4－2）を引くと，  

好一打＝眺一光β，   

また，（4－1）と（4－2）を足すと，  

打＋打＝l眺－ズ壱βl，   

（5－1）  

（5－2）  

が得られる．  

（5－1）と（5－2）より最小絶対値法（3）は次のような目標計画法で定式化される・  

γ乙  

目的関数   MIN∑（打＋打）  
壱＝1  

（6）  方言β＋打一打＝yゎ  

打＊≧0，打＊≧0，宣＝1，…，柁・  

制約  

その双対問題は  
7丁  

目的関数   MAX∑び盲y言  
古＝1  

7l  

（7）  ∑叫鞘＝0 ，J＝1，…，m  

壱＝1  

－1≦び壱≦1，哀＝1，‥・，陀  

制約  

となる．ここで，呵は五番目の双対変数であり，ご壱ゴはゴ番目の独立変数の五番目の実測値  

である．この（6）式と（7）式は目的関数の重み付けがすべて“1”の目標計画法と考えて良  

い．したがって，LPのアルゴリズムで解くことができる．   
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この最小絶対値法は回帰分析手法として様々な性質を持つが，ここでは四つの重要な性質  

を述べておく．はじめに，その最適値において，   

ri Jl  

∑（打＊＋打＊）＝∑ヰ嶽  
壱＝1 盲＝1  

が成り立つ・ここで，上つき添字“＊”は最適値を示している・この呵は眺が1単位増加  

すると最小化された目的関数がどれだけ増加するかを示している．さらに，双対の相補性に  

より次の関係が成り立つことが分かる．   

（a）呵＝1⇔ 打＊＞0かつ打＊＝0   

（b）呵＝－1⇔ 打＊＝0かつ打＊＞0   

（c）－1＜粥＜1⇔ 打＊＝打＊こ0  

このように，呵を調べることによって推定された回帰式と誤差の関係が分かる［36ト   

ニ番目に，最小絶対値法はその最適解を無限個作りだす可能性がある．この特徴は“退化”  

と呼ばれ LPのすべての問題に付随しているもので，ある五番目のデータに対して最適化  

された打＊ならびに打＊がシンプレックス法の基底を形成し，その最適値が零になる時に  

起こる現象である．この退化を双対問題で言い換えると，哀番目のデータが推定された回帰  

式の上にあり，その双対変数がげ＝1となる場合，又は，呵＝一1の場合に起こる現象  

と考えてよい，この退化が起こった場合，最小絶対値法は無限個の回帰式をその解として作  

りだす欠点を持つ・［最小二乗法の場合，解の一意性は独立変数の一次独立性が成り立てば，  

常に保証されている・］   

三番目に，（6）は様々な情報をアプリオリー（先験的条件）な形で組み入れることができ  

ノヽ る・例えば，経営者の勘，経験，理論などからβやさの上限と下限を設定し，それらを制  

約式の形で（6）の中に入れることができる．その結果，推定された答が分析者やその利用者  

にとってより受け入れやすいものになる．ただ，問題なのは，それらのアプリオリー（先験  

的条件）な情報がLPの制約式の形ゼ表現される必要のある点である．［［11］の研究の中で  

（6）とアプリオリー（先験的条件）な情報を組み入れることで，Multicollinearityの問題を解  

決しているので参照されたい・】   

次に，最小絶対値法と最小二乗法という二つの推定法によって得られた回帰係数の推定精度  

についてコメントする・この間題は研究者の間で長い議論の歴史を持つ・［例えば，Eddington  

（1914）［20，P・147］とFisher（1912）［22，P．762］．］要約すると，誤差が正規分布に従う場合，  

最小二乗法の方が最小絶対値法よりもより信頼度の高い係数推定値を与える．しかしなが  

ら，もし誤差が非正規分布（特に，Outlierと呼ばれるデータの外れ値を含む時）をする場  

合，係数推定値の信頼度において，それら二つの関係は逆転する．さらに，誤差が正規分布  

する時，最小二乗法による回帰係数は最尤推定値に一致するが，誤差がLaplace分布をす  

る時は最小絶対値法による回帰係数が最尤推定値となる［5］．   

4．不偏推定と最小絶対値法   

βを中心にその推定値βが分布していることがのぞまれることば当然である．これを式  

で書き表わせば，且（β）＝βとなる・本研究では，最小絶対値法を使い，どのように不偏推  
定値を求めるかを考察してみる【5，32］・   

はじめに，この不偏推定値を得るために，誤差（e）が対称（symmetric）に分布し，E（e）＝0  

になると仮定する．   
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［定義］βとその推定値（β）がβ－β（己）＝－［β－β（－ど）］をすべてのどに対して満たす時  

“antisymmetric（反対称）”と定義する・   

例えば，最小二乗法による回帰係数（βLS）はこの反対称性を満たす・つまり，  

βLS＝（ズTズ）‾1ズT†1  

βLS（e）＝（XTx）－1xT（Xβ＋E）＝β＋（XTx）‾1xTe，  

βLS（－e）＝（XrrX）■1xT（Xβ－e）＝β－（XTx）－1xTe．   

したがって，β－βLS（己）＝－［β一札s（－ど）］となり，反対称性の条件を満たす・   

次に，（6）式の最小絶対値法を書き直すと，  

目的関数  MIN立方壱  

壱＝1  

制約  －∂壱≦眺一方壱β≦方言，五＝1，… ，m  

方言≧0   

となる．   

さらに，（8）式は行列で表現すると，  

目的関数  MINJTe  

制約  －∂≦y一方β≦∂  

∂＞0  

（8）  

（9）  

となる．   

ここで，回帰係数ベクトル（β）は正と負のどちらにでもなれるので，β＝βp－βNを  

βp≧0とβN≧0の2つのベクトルに分けると，（9）式は  

目的関数  MIN∂Te  

制約  ［憲莞：…］  

βp≧0，βN≧0，   

となる・さらに，この（10）式は  

目的関数  MIN∂Te  

木
木
・
1
り
 
 

＼
J
 
 

y
 
 y

 
 
 

（
 
 
 

＜
一
 
 

（10）  

J≧0  

恥
み
∂
 
 

制約  
［憲  

－＿Y ＿Y 【Ⅰ －＿Y －Ⅰ  

）
 
 

y
 
 
 

y
 
 

／
／
し
 
 
 

＜
一
 
 
 

ll－l－  

βp≧0，βN≧0，∂≧0   

と同等である．  

次に，antisymmetricの推定値（βA＝β㌘）－β㌘），β㌘）≧0，βT）≧0）を使い，新しい変  

数ベクトルBp（＝βp＋β㌘））とβN（＝βN＋β㌘））を導入すると，（10）式と（11）式はそれ   
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目的関数  MINJTe  

制約  ［憲ヱ：；］  

βp≧0，βN≧0，  

∂
 
 

ーy＋ズβA  

y一方βA  
（12）  

∂≧0  

目的関数  MINJTe  

制約  ［憲工二；］  
（  

y一方βA  

－y＋ズβA   
（13）  

βp≧0，βN≧0，∂≧0  

になる．   

これら（12）式と（13）式を使い，不偏推定値は次のアルゴリズムで求めることができる  

［5，32］・  

［アルゴリズム］  

（a）（12）式と（13）式をそれぞれ確率50％で選ぶ・  

（b）運ばれた式の最適値を鹿，ゑNとする．  

（c）βの推定値を 

【結果】乱AVはβの不偏推定値である．  

重要なことは，βAを見つけだすことで，最小絶対値法でも不偏推定量になりうることである・   

5．理論的背景   

ここでは，これまでの結果をふまえて，最小絶対値法による統計的検定を説明する．その  

狙いは統計的検定を通じて，最小二乗法と最小絶対値法の違いを説明することにある．この  

目的を達成するために具体例を使って考察してみる．   

2章で説明したように，最小絶対値法に関する歴史上の問題点はその解を得るためのアル  

ゴリズムであった．このアルゴリズムは目標計画法によってモデル化され，LPで解けるこ  

とが明らかになった．アルゴリズムの発見後，研究者の間で関心になったテーマはどのよう  

に統計的検定を行うかということである・この領域での最初の論文は［6］と［25］の中に見  

られる・この理論研究の発表後，多くの論文（e・g・，［2，3，18，24，42】）が発表されている・   

本章では，［6］の理論研究を説明するために，その理論研究の仮定を述べることから始める・  

［仮定］  

（a）J（ダ‾1（1／2））＝月0）＞0‥誤差の確率分布はメディアンJ（0）において連続で，正の確  

率密度関数を持つ．  

（b）ユ無頼（ズTズ）＝βにおいて，βは正定借を持つ・  
［結果】この三つの仮定が満たされると，最小絶対値法で推定される回帰係数βれは  

㍉（免－β）ヱ叫0，Å2（ズTガトl）  

を満たす・ここで，入は1／［2J（0）］である・   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



最小絶対値法による回帰分析  267  

この結果が示すことば，推定された回帰係数はサンプル数を大きくすると，共分散行列  

Å2（ズTズ）‾1をした正規分布に近づくことが漸近的に証明している・［詳しい証明は［3］と  

［6］の中にあるので参照されたい・］   

さて，J（0）はメディアンにおける誤差の確率密度関数を表わしている・したがってJ2を誤  

差の分散とすると，Å2＜J2が成り立つ場合，最小絶対値法の方が最小二乗法より小さい共分  

散行列を持つことが分かる．例えば，誤差がLaplace分布に従うとすると，J叩）＝1／（∨ラグ）  

となり，入2＝J2／2が得られる．したがって，Laplace分布において，最小絶対値法は最小  

二乗法よりも，半分の共分散行列を持つことが漸近的に示される・［Laplace分布の確率密  

度関数はJい）＝C／2exp‾剛c（－∞＜ご＜∞）で表される．この分布の形を決める定数はc  

で表している・この確率密度関数からサンプル平均の分散Var（豆）とサンプルメディアンの  

分散Var（m）のそれぞれはVar（豆）＝1／［2c2］とVar（m）＝1／［4c2］で求められる・このこと  

からVar（豆）＝1／［2c2］＝J2の場合，Var（m）＝1／［4c2］＝入2＝0－2／2が得られる・さらに，  

、f（m）＝月0）＝1／（ヽ巧打）が求められる．］   

さて，最小絶対値法によって推定された回帰係数に関するasymptoticsは入が既知と仮定  

している．現実の問題では，入が既知であることはあまりなく，何らかな形で，入を推定す  

る必要がある・この人の推定値を得るために様々な研究（e．g・，［15，16，26っ27，29，33】）がな  

されてきた・例えば，［12，p．369］，［13］の中で，サンプルが極めて大きい時，Åの推定値は  

Å＝1／［2〃0）］で表現される．さらに，  

Å＝1／［2月0）］＝［ど（f）一言（β）］／【2（ト5）／㍑］  （14）  

となることが，［13，p・40］と［14，p・846］の中で示されている・ここで，言（りと∂（s）はメディア  

ンを中心に順序づけられたま番目と5番目の誤差を表している．   

さて，サンプル数が㍑個ある場合，このまと5の順序はメディアンを中心に対称に順序  

づけられて，  

ま＝［㍑／2］＋γ と 5＝［㍑／2］－γ  
（15）  

として選ばれる・ここで［・］はある数の整数比を示している・また，γはメディアンの誤差  

からある幅をもたせるための整数値である・このÅを求める上での注意点として，（a）∂（り＞  
0，g（β）＞0，また，（b）γはできるだけ小さい方が良いことなどが上げられる・［ここでの議  

論の詳しい証明は［17］や［29］の中で記述されているので参照されたい・］   

ただ，主観的見解だが，iの推定精度はサンプル数に依存する．Asymptoticsという名前  
が示すように，（14）式が成り立つのはかなり大きなサンプルを必要とする・問題なのは，サ  

′ヽ ンプル数が小さくなった場合，違ったγの値は違った入をうみだし，推定精度が悪くなる  
可能性が強い．サンプル数が小さい場合，最良のγ借をどのように設定したら良いかが課  

題として残る．従来の研究を見ると［e．g．，［17，26，27］］，このÅの推定の難しさから，iな  
しに統計的検定を行う方法が考えだされたり，iの推定精度を良くしようとする試みがなさ  
れている［e．g．，［17，27］］．本研究では，最小二乗法との関係で記述するために，Åを推定す  
る方法で解説を進める．  

6．信頼限界の推定   

この最小絶対値法に関する理論研究より，βJの信頼限界は，  

且士Zα／2i（ズTズ）云1／2  
（16）   
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で表現される・ここで，（ズTズ）孟1／2はその行列の（J，j）要素の平方根を示している・また，  

添字“α”は100（1－α）％の信頼度を，またZ。／2は標準正規分布から得られた確率を，そ  

れぞれ表わしている．   

次に，ある独立変数ベクトルズ0＝（和1，∬02，…，∬om）Tに対する予測値の平均値の100（ト  

α）％の信頼限界は，  

ズ。β士Zα／2i［ズ才（ズTズ）‾1ズ。］1／2  
（17）  

で求められる．   

以上は回帰式の存在範囲を予想したのであるが，もし将来行われるであろう実験，つまり  

ズ0を指定して実験を行なったとして，その一つの実験に対する予測値の100（1－α）％の信  

頼区間は誤差を加味して，  

ズ。β土Zα／2叫＋ズ才（ズTズ）‾1ズ。】1／2  

のように修正する必要がある．  

（18）  

7．回帰係数の検定   

帰無仮説月も：β1＝β2＝ ＝βm＝0，対立仮説ガ1：あるノにおいて且≠0を検定す  

るために  

β′Tズ汀ズ′β′／i2  
（19）  

を利用して自由度がmのx2分布で検定する．ここで，添字“′”は切片を示す晶を取り除  

く回帰係数ベクトルを表わしている・ここでの狙いは従属変数（y）と独立変数（ご）の部分  

集合が線形関係を持つかどうかを確かめることにある．   

次に，月も：βj＝0，ガ1‥島≠0を検定する時は  

βプ／i2c力  （20）  

を使い，自由度1のx分布で検定する・ここで，CJゴは（ズTズ）‾1の（五，ノ）番目の対角要素  
を示している．   

最後に，回帰係数の検定に次いて， 1つのコメントをする・（20）式は，［26］の研究によ  

ると，Wald法とよばれ，この検定法の他に，2種の別の形の検定法があることが知られて  

いる．この別のアプローチはÅを必要とせずに，検定を行なえる長所を持っている．［詳し  

い説明は［17］の中にあるので参照されたい・】   

8．具体例による比較，検討   

具体的なデータを使い，最小二乗法と最小絶対値法を比較，考察してみる．ここで使われ  

ているデータは表1に示され，従属変数（y）と独立変数（ご1，諾2）から成り立っている・  

8．1 最小二乗法による分析結果   

このデータから  

0．214653 －0．007491－0．000340  

－0．007491 0．001671 －0．000019  

－0．000340 －0．000019 0．000002   

（ズTズ）－1＝  
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表1：データ  

269   

データ番号   y   ご1   ご2   

9．95   2   50   

2   24．45   8   110   

3   31．75   120   

4   35．00   10   550   

5   25．02   8   295   

6   16．86   4   200   

7   14．38   2   375   

8   9．60   2   52   

9   24．35   9   100   

10   27・50（10000）   8   300   

17．08   4   412   

12   37．00   400   

13   41．95   12   500   

14   11．66   2   360   

15   21．65   4   205   

16   17．89   4   400   

17   19．00   20   600   

18   10．30   585   

19   34．92   10   540   

20   46．59   15   250   

21   48．88   15   290   

22   54．12   16   510   

23   56．63   17   590   

24   22．13   6   100   

25   21．15   5   400   

が得られ，最小二乗法による回帰式は  

y＝ 2．279 ＋ 2．793諾1＋ 0．012こr2  

（1・044）（0・092） （0・003）   

となる．この回帰係数の推定値とその精度は次のようにまとめられる．  

変数名  係数推定値  標準偏差  ま値  prob＞ま   

定数   2．279   1．044   2．183   0．040   

ご1   2．793   0．092   30．323   0．000   

諾2   0．012   0．003   4．269   0．000   

さらに，分散分析は  
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要因  平方和  自由度  分散  分散比   

回帰  6136．28   2   3068．14  604．37   

残差  111．69   22   5．08  

総  6247．97   24  

となる．  

＜  この結果から各島の100（1－α）％の信頼区間は島土子l／2  ∂2c力で求めることができる・  

例えば，β1の95％信頼区間は2．55≦β1≦2．94として推定される．次に，分散分析表によ  

り蔦＝604・37＞蔦％，22＝3．44が得られ，帰無仮説ガ。‥β1＝β2＝0が5％有意水準で棄  

却される．   

また，回帰係数の推定値とその精度に示されたように，各帰無仮説ガ。：β1＝0に関する検  

＜ 定をするためにfo＝且／  ∂2cJjを利用する・例えばガム：β2＝0に関する検定はfo＝4．269  

が得られ，ま25％，22＝2．074より，この帰無仮説を棄却する．  

8．2 最小絶対値法による分析結果   

最小絶対値法によって推定された回帰式は  

y＝3．6670＋2．7912こrl＋0．0066ご2   

となる．   

ここでγ＝3を（14）式に導入して，Å＝（0．4282－（－0．1913））／12＝1．2906を得る．［γ＝2  

の場合，i＝1．1369，一方γ＝4の場合，i＝1．488となり，γの選び方によって入の推定  

値が多少変化することが確かめられる．］ここでは，推定されたÅ2と最小二乗法で得られ  

た∂2を比較すると，i2＝1．66＜∂2＝5．23となり最小絶対値法の方がより小さい共分散行  

列を持つことがこのデータでは確かめられる．   

次に，最小二乗法によって得られた結果と比較する．はじめに，β1の95％信頼区間は  

2・7912士1・96（1・29）価，2．688≦β1≦2．895となる．また帰無仮説ガ。‥β1＝β2＝0  

を検定するためのx2分析は  

x2検定   自由度   有意水準   

β′Tズ打方′β′／Å2＝130062   2   Pr（x2＞13006）＜＜0．01   

のようにまとめられ，明らかにガム：β1＝β2＝0は有意水準1％で棄却される．さらに，帰  

無仮説ガム‥β2＝0を検定するx2分析は  

x2検定   自由度   有意水準   

β宣／Å2c2。＝22．47   Pr（x2＞22．47）＜＜0．01   

としてまとめられ，月も：β2＝0 は有意水準1％で棄却される．  

8．3 異常値が回帰係数に与える影響   

この表1のデータに異常値を入れ，それが二種類の回帰係数に与える影響を調べてみる．  

異常値として10番目のデータのyを27．50から10000にかえてみる．  

表2は異常値がある場合とない場合に回帰係数がどのように変化するかをまとめてある．こ  

の表2からわかるように，最小絶対値法によって推定された回帰係数は異常値の存在にあ  

まり影響されていない・ただ標準偏差にはある程度の影響がみられる．例えば，β1は異常  

値がない場合に2．791と推定さ・れるが，それがある場合でも2．730と推定されている．他  

の回帰係数にも同じような異常値に対する頑健性がみられる．これに対して，最小二乗法に   
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表2：異常値が回帰係数に与える影響  

分析法  異常値がない場合  異常値がある場合  

回帰係数  最小二乗法  最小絶対値法  最小二乗法  最小絶対値法   

定数  2．279   3．667   533．888   4．136  

（1・044）   （1・531）   （964・589）   （196・554）  

2．793   2．791   4．057   2．730  

（0．092）   （0・103）   （85．101）   （13・245）  

諾2  0．012   0．007   －0．426   0．007  

（0．003）   （0・004）   （2・546）   （0・492）   

注）（）の中の数字は標準偏差を表している・   

よって推定された回帰係数は異常値の存在にかなりの影響を受けていることが分かる．例え  

ば，異常値がない場合にβ1＝2．793と推定されるが，異常値がある場合はβ1＝4．057とな  
る．β。は2．279から533．888に変化し，β2は0．012から－0．426に変化している．［β2の  
場合大きさだけでなくサインも正から負へ変化している・］このように表2から最小絶対値  

法の異常値に対する頑健性（Robustness）を確かめることができる・   

9．結論と将来展望   

本研究の目的は最小絶対値法が現在広く使われている最小二乗法に匹敵しうる程実用性  

の高い回帰分析手法であることを示すことにある，本論文の前半では，18世紀にさかのぽ  

り，その歴史的考察を行うとともに，最小絶対値法を目標計画法の視点で考察した．後半で  

は，最小絶対値法に関する統計理論とその統計的検定への応用を示した．   

重要なことは，最小絶対値法も最小二乗法も数理計画法でモデル化され，解くこともで  

き，数理計画法の視点でとらえると，従来とは違った理論と応用が可能であることにある．   

将来の研究テーマとして，サンプル数が有限の場合，最小絶対値法によって推定された回  

帰式と誤差の分布（e・g・，二項分布Poisson分布）の関係をどのように把握したら良いのか？  

また，データの異常値（Outlier）にも，いろいろな種類があり，LeveragePointと呼ばれる  

異常値が存在する場合，最小絶対値法の頑健（Robustness）は非常に悪くなるので，この間  

題にどのように対応すべきか？さらに，ブートストラップ法［36］とよばれるシミュレーショ  

ン手法と最小絶対値法を組み合わせて，回帰係数の分散を推定すると，漸近的に求められた  

誤差の分布に関する仮定を必要としなくなるので，その組み合わせに基づく統計的検定をど  

のようにすべきか？最後に，最小絶対値法による回帰分析はマネジメント，経済，政策科学  

などの様々の分野で応用することができ，その応用の仕方をそれぞれの問題に合わせて考察  

する必要がある．本研究はそれら諸問題を将来の研究課題とする．  
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LEAST ABSOLUTE VAI，UE ESTIMATION  

rIbshiyukiSueyoshi  

．ヾ川‖・－J■J‖＝′・、J／りtイJ；一ん∫／＝  

ThisresearchfirstdescribeshistoricalperspectivesofLeastAbsoluteValue（LAV）estimation，Whichhas  

beenlongconsideredasanestimationalternativeofconventionalLeastSquares（LS）regr？SSion・Then，this  

articleexploresstatisticalpropertiesregardingtheLAVestimation丘omGoalProgrammlng（GP）・Usinga  
Smallillustrativeexample，thisstudypresentsnewtheoreticalfeaturesregardingtheLAVestimation・Itis  

hopedthatthisresearcheffortenhancesitsapplicabilitytodealwithmanydecisinalissuesinreality・   
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