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Richards理論曲線の「最小自乗法」に依る計算要領と適合度の判定試案

井上 猛

A method of calculation for the Richards gromh curves by the inethOd of

least squares and an attempttojudge the degree ofitness ofcurves

T劇壼弼HI INOUE

Abstract

A medlod is presented for me evaluation of values of the theoretical Richards groⅥ th curves with the aid of the

method ofleast squares in which ale`れ 'values are totally arbitrary。「■e mostimportant tting should be,here,to■ta
curve which reproduces values as close as possible to the given data.

ne method of least squares is a method which gives, always, the most highest value for the coefFlcient of

deterrnination R2,deflned with intention to nllninllze the vertical differences.

For the purpose of avoiding this biased judgement,a similar quandty to the coerlcient of determination R2is

inttoduced to approve the degree of fltness of the curve in calculating the horizOntal differences,R2,alSO.It is desirable

thatthe values ofR2 and f2 are greater than 97.0%.Atthe same dme,the rado ofthese two quanddes should be less than

l.010.

I.は じめに

先に,生物の成長解析に供 される「Richards

の理論曲線」を,任意の 場'値に対して計算可

能なら使む方法として「三点法」「四点法」なるも

のを提案した1)。 これ等の方法の有用性は,そ こ

に引用した二十編以上に及ぶ研究報告に依っても,

充分に立証されたものと考えて居る2,9。 然し,人
は,耳剛‖れない方法に依るものに対しては,兎角 ,

拒否反応を示したりもするものである。即ち,「三

点法」「四点法」に基づいて計算した結果に対して

は,一先ずは,疑義の念を抱かずには措かないの

である。自然な反応と言えば言えなくも無い。そ

こで,こ れ等の方法の有用性を,改めて強調する

意味からも,「 Richardsの 理論曲線」を,広 く

行なわれて居る「最小自乗法」に基づいて計算す

る場合の要領を提示する事にした。

本法に依って可能となった「最小自乗法」の適

用結果を「三点法」に依るものと比較する時,生

物のみならず広義の「成長現象」の解析に,「三

点法」なるものが簡便にして有効な方法である事

に気付かされる筈である。

元来,「最小自乗法」なるものは,「縦座標」

に於ける差の平方を最小にする目的で考案された

ものであるから,決定係数 R2の値は,「三点法」

で当て嵌めた場合の値よりも,常に高い値を示す

事になって居る。然し,曲線の当て嵌めと云った

観点からするならば,それだけでは不充分と云う

事になる。「縦座標」と同様に「横座標」の差に

関しても決定係数に類似の量■2な
るものを計算

し,以てその適合の度合いを判定すべきである。

成長曲線と云うものが,初めの方では立ち上がり

が急で,後にはこれが緩やかになると云った性格

を有するものであってみれば,只今の捉え方は至

極当然の事と言うべきである。

F決定係数 R2ぉ ょび類似の量■2が
共に 97.0

%以上の値を有し,両者の比 R2÷■2の
値が 1.010

以下である事』と云うのを,「当面」は,適合の

度合いの判定条件とする事を提言して置きたい。

「当面」と言ったのは,既に,「究極の最小自乗

法を目指して」と称して『垂線法』なるものを提

示 し,そ こで『適合係数』なるものに依って判定

をするのが最適であると主張 して居るからであ

る4)。 詳細に亘る議論は,未発表の侭で居るが
,

既に,そ の応用例の幾つかが公表されて居るい。
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I口 「最小 自乗法」の Richards式計算ヘ

の応用

我々が問題とする成長曲線 :Richardsの 理論

曲線は次の形をして居る :

0ズ0=中―は切pσttll al,物 ≠⇒・

此処では,四個の定数 :4,β ,力 ;″ の中,定数″

の値は設定した上で,残る三個の定数の値を,「最

小自乗法」で決定する事を考える。当該 Richards

の表式は,こ れ等の定数群を線型関係で含む形に

は成っては居ない。そこで,三個の未知量が「線

型」関係を満たす様に所与の表式を変形した上で
,

連立方程式を解くと云う形に導いて行く。

N個の時刻 :L<ち <… <tNに 対する,N個の

測定値 :yl<y2<… <yNを対象とする。是等を纏

めて,(ち,y):(j=1,2,… ,N)と 表わす事にする。

此の下で次の函数 :R“ ,β ,力 ;ち,y)を 考える。

(2) 弓(■ ,β ,ル ;t,,y,)=y(ち )一巧=    1

=五 [‐切pσttll al_巧
=ら ,

(j=1,2,… ,N).

理論値y(り および実測値当の差が,総てのjに

対して ,厳密に零になると云う事は有り得ないで

あろう。そこで,「残差」 :ら の存在を許し
,

是の平方和の最小化を図る。「最小自乗法」と呼

ばれる所以は,将に,此処に存する訳である。

(3)「 =,1ら
2.

決定すべ き量 :ス ,β ,ル の値 を,逐次近似的に

求めて行 く事を考える。

(4) A=ノ鶴+u,‐ β=βo ttV, ル=た。+w.

是等を,(2)式 に代入 しTaylor展開 して ,未知量

u,v,wの一次量に関する方程式を誘導する。「線

型 化」を図 らむ が 為 で あ る。此 処 で ,量 :

ム ,β。,た 。には「三点法」に依って求めた値を

代入するのが有効である。只今の取り扱いを(2)

式に適用すれば以下の様になるであろう。

(5)ら =ん る。+う。・u+{ん る。(1-角 :り /(αβ。)}・ V+

+{ん角。(1-ろ」つち/α
}・

W―巧,0=1,2,¨・,N);

(6)る。=(1-αβoe~ル
°1)α

,(α =1-笏 ).

此処で ,更に次の略記を導入すれば ,所望の条

件方程式が得 られる事になる。

°ll]阜itL「 tjttI短I鴎
L

(8)ら =aj・ u+bj,vttcj・ W― Q,, 6=1,2,… ,N).

是ならば,未知量 u,v,wに 関 して,必 要にし

て充分な連立方程式を立てる事も可能となって来

る。条件式は,次の形に書ける。

以下 ,具体的に計算 して行 く事にしよう。

(10)「 =j二 Q・ u+bj・ v+cj・ W― Qj)2

(10,釜 =j二 %・ 仁j・ u+b,・ V+%・ w― Qj)=0,

〓
〆

一加
〓

び
一針

〓び
一釦

し
，
　

　

ｑ

Ｎ
Σ

ｊ〓‐
　

Ｎ
Σ

ｊ〓‐

一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一

〆
一詢
　
ダ
一伽

１

一
２

　

１

一２

(a,・ u+bi・ V+c,・ w一 Qj)=0,
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此処で,習慣に従って ,次の略記を導入しよう。

[aal=j二 ■・■,[ab]=[bal≡
,こ
偽・bj,

[ac]=[cal=j二 %・ c,,[bbl=j二 bj・ bj,

[bc]=Icbl≡ jlbj・
q,ICC]=j二 %・ q;
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(15)[aQ]=j二 ■・Qj,IbQ]=,lbj・ Qj,ICQ]=j二 q.Qj

是等 に依 って ,未知量 u,v,wに 対す る連立方

程式は ,次の様に与 えられる事になる。

解は,行列式を用いる時は,次式で与えられる。

m峠
J憑螢‖

0-J麟饉‖
0昨

J憑脳掛
ω哺螢掛
分母の∠は ,勿論 ,零では無いと云 うのが前提

と成って居る。

Ⅲ.実際計算 に於 ける留意点

只今の(17),(18),(19)式 に依って,補正量 :u,

v,wを 求める事が出来る。是等を計算するのに
,

初発の近似値 :為 ,β O,ル 0を 用いるのは勿論で

ある。その時に,高い決定係数 R2を 与える,「三

点法」で見出した数値群 :れ ,βO,ル 0を ,初期

値に据えるのが極めて有効であるのに気付かされ

る筈である。

是等を(4)式 に考慮する時は,求める真値 :

ス,β ,ル が得られるものと考えられる。然し,初

発の近似値 :れ ,β O,力 0が ,充分に真値に近い

場合を除いては,一般には「凡そ真値には程遠い」

値しか得られはしないであろう。そこで,次の段

階に移る目的で只今の補正値 :u,v,wを ,ul,

vl,wlと 表記し,(4)式 も是に呼応させて,次の

に依る計算要領と適合度の判定試案

形に書いて置く事にする。

(21)Al=為 十ul,β l=βO+Vl,力 1=力。+wl

上記の表式を出発に据えて ,以下の繰 り返 し計

算に入る。

②
lム

=4‐ +粍」lttth.れ =れ・銀 ;

此処で,自 然数 sは ,繰 り返し回数を表わす。近

似値 :ム_b βs_ゎ たs_1か ら出発し逐次 ,補正値 :

us,vs,wsを 求めて行く訳である。

此の時,繰 り返し式 (22)を ,そ の侭に用いたの

では,「収束性」力`顕著では無いと云った場合も

起り得るであろう。その様な場合には,次の様な

「扱い」力`功を奏する事であろう。数値「1」 よ

りも小 さな量 :ξ ,η ,ζ を導入し,次 の「繰 り返

し式」の有効利用を図るのである。

② lttsIな If成
':lビ

Iず子II,→ .

是等ξ,η ,ζ の値の設定は一律には行かないで

あろう。状況を見ながら,場合毎に設定 して行 く

外は無いであろう。無難な行 き方 としては ,ξ =

0.001,η =0.003,ζ =0.005の 如く極 く小 さく選ぶの

も一法かと思う。此の様な場合には,要求 して居

る決定精度にも依るが,繰 り返 しの回数は,数百

回以上に及ぶ事も稀では無いであろう。

それに先立って行なうべきは,補正値 :us,vs,

wsの 決まり具合を見る事である。是等の値が「大

きい」と判断されたならば ,躊躇 う事なく近似値 :

4 b βs_bた slの 数値を変えて試る事である。斯

うした場合には,「勘」が物を言う事になる。

決定の精度は,定数毎に設定するのが望ましい。

数値「1」 よりも,充分に小 さな正の量 :ε.,εβ,

εたを導入して,次の不等式の成立を要求するの

である。
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此処に,量 Sは ,量 :εス,εβ,εルに依存 して定め

られる,一つの自然数である。

Ⅳ.当 て嵌 め曲線 の適合 度 の判 定 法 に付

いて

通常は,決定係数 R2に 依って適合度の判定が

行なわれて居るc然 し,『曲線の当て嵌め』と云

う立場からすれば,是は必ずしも的を射たもので

あると言う訳には行かない。一般に『成長曲線』

なるものは,時間の流れに対する着目量の変化が
,

「初めの方」では急で,「終りの方」では緩やか

になって居る。その為に,「初めの方」に対して

は厳しく「終りの方」に対しては甘くなると云っ

た「偏り」が生じる事になる。測定時刻に対する

変化量を,時刻の流れに沿って追い掛ける,と 云

う意味での『曲線の当て嵌め』を念頭に置く時は
,

是は好ましい事では無い。

此の「偏り」を是正するには,「終りの方」に

も重点を置いた判定法を導入するのが望ましいと

考 えられ る。ひ とつの方法 として ,変 化量 :

y,o=1,2,¨。,N)が ,決定 された成長曲線上に

在るもの との仮定の下に,是 に対応する時刻

1,6=1,2,…・,N)を 計算する。続いて,是 を基に
,

以下で定義される決定係数 R2に 類似の量賢2を

導入し判定の材料とするのである。

② L=一÷bJΨ L6‐2‐ 職

鬱O p2=100× (1-き ).

此処で ,次の補助量を用いた。

ゆつ亀=2け Tヽ=2し―ア;

た場合は,定数群 :ス ,β ,た の値は只一通りに決

定される。従って,量 R2ぉ ょび量 p2の値 も只

一通りに定まる事になる。

是に対して,「三点法」の場合は,三個の点の

選び方如何で,幾通りもの組(R2r2)が 可能とな

る。此の場合 ,決定係数 R2の値は,最小自乗法

に依る場合に比 して ,常に劣る事になって居るが
,

■2に
関 しては,事前に両者間の優劣が判 るもの

では無い。

当て嵌めの度合いを,決定係数 R2の値のみで

判定する場合 ,そ の値が高ければ高い程好ましい

結果が得 られたと考え勝ちである。多くの場合に
,

それは「真」であろう。然 しながら,時 として「成

長現象の解析」と云う事を忘れて仕舞って ,数値

の高低のみに振 り回されて居ると云う事も無 しと

しないのではなかろうか ?

例えば ,家 兎に関する「初めの方」の測定値を

基に,定数群の値を定めた時に,決定係数 R2の

値が 99%以上 ,然 し,体重の値 五 カ` 100 kgと

求められる事も有り得る.是は,家兎の成長を解

析 して居ると云う事を勘案する時は,明 らかに不

適当である。此の時 ,量 ■
2の

値 も「充分に高い」

と云った様な事も有り得るであろう。その様な場

合にも直面 して居る問題が何で有るかを認識 した

ならば ,■ =100 kgを 容認するか否かは,明々白々

な事である。此の様な場合は,以下の諸点を考察

する必要が有るのでは無かろうか ?

(甲 )測定値の中に,大 きな誤差を含むものが存

在 して居る

(乙 )Richardsの 成長曲線 を当て嵌めるのが
,

不適切である

(丙 )当 て嵌め度合いの判定をR2ゃ ■2で
行な

う事の是非

我々は,上記の中(甲 )の場合は排除 して考える

ものとするが ,残 る(乙 ),(丙 )の 場合までをも排

除 して仕舞う様な立場は採 らない事にする。以下

に述べる条件を課す事に依って,「実の有る」適

合度の判定法の導入が図られるものと考えて居る。

是等の条件が満たされない場合には,当該曲線当

て嵌めの試みは一考を要すると断ずるべきであろ

う。
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最小自乗法に依って ,曲線の当て嵌めを行なっ
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(29)97.0%≦ R2,97.0%≦ 妥2

(30)R2÷賢2≦
1.010.

決定係数なるもの ,97%よ りも98%の 方が望ま

しいと映 り,更 に,98%よ りも99%の方が一段

と優れて居る様に映るものである。然 し,我々が

対象とする「成長現象」に於いては常に,測定量

には「相当量の曖味さ」,即 ち「誤差」が内包され

て居るものなのである。従って,此処ら辺りでの
,

1%～ 2%の 高低の違いに本質的な意味が有ると

は考え難い。

要は,眼前の「成長現象」を,論者が如何様に捉

えようとして居るかと云う事に尽きる。

曲線当て嵌め度合いの判定法に関して,纏 ら

ない侭に考慮中で有ったものが現代体育研究所所

長の田中信雄教授の懲憑に依り,漸くにして本小

論の形を取る迄に至りました。心からの御礼を申

し上げますの

田中教授を初め同研究所の村上博巳教授は
,

に依る計算要領と適合度の判定試案

広く,認知されて居る「最小自乗法」に基づいて

「成長現象 :競技記録更新」の解析なるものが為

されるべき処を,我 々が提唱の「三点法」の適用

に依って,是 を試みられました(村上ほか,2000)。

御理解と御英断に対し,敬意と感謝の意を表した

く思います。
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