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このファイルの目的

このファイルは統計学において

「主義」 を心配するみなさまの

ための解説です。



１ 要約



いつも 何度でも 尋ねられる 質問

頻度主義 と ベイズ主義 は どちらが正しいですか。



このファイルの回答 １

正しい主義は 存在しません。

好きな主義と 好きな方法を 使うことができます。

推測が当たるかどうか が問題です。



このファイルの回答 ２

推測に 「主義」 は 不要です。

推測を当てるには 数理科学 が必要です。



このファイルの回答 ３

「主義」 を争うことに 意義はありません。

論争をやめて 数理科学 へ進みましょう。



時間がないかたに

このファイルを読むのがメンドウで

結論だけを知りたいかたは

最後のページをご覧ください。



２ 統計的推測とは



統計的推測とは

未知である真の分布から データが得られたとき

ある定められた手続き により データから真の分布を

推測することを 統計的推測 といいます。



統計的推測の方法は無限にある

ある定められた手続き の候補は無限にあります。

例． 最尤法，MAP法，ベイズ法，名もなき方法，

私だけの方法，あなただけの方法，・・・。

どの方法を使うこともできます。

どの方法を使っても 推測結果は 間違っています。

すなわち 必ず 「推測≠真の分布」 です。



「正しい主義は存在しないこと」がわかっています。

「正しい主義に基づいて

正しい手続きを実行すれば

正しい推測を得ることができる」

とお望みのかたが多いかもしれませんが

そうしたことはできないことがわかっています。



真の分布（不明） データ

うまく推定できて
いるのかな？

推測された分布

事後分布

モデルと
事前分布

統計的推測のプロセス

最尤推定量

MAP推定量

ひと



統計的推測に対してみんなが思うこと

データを発生している真の分布は不明である。

→ 真が不明であるのに、（人間が恣意的に用意した）モデル と

事前分布を使い、好きな方法で推測している。

→ 「統計的推測は 【ただやってみただけのもの】 に過ぎない」。

→ 「数学でも科学でもなく、ただのテンヤワンヤであり、無意味である。」

しかし、これは統計学の到着点ではなく、出発点です。

学問としての統計学を学ぶとこの疑問に答えられます。

＝ この疑問を結論とする人は、まだ学問としての統計学を

学んでいません。学問がなぜ大切かがわかります。



推測がいつも間違いなら
統計学にできることはあるのか

統計学では

「未知の分布と推測された分布」の誤差を

知ることができます。

真の分布がわからなくても 誤差を知ることができます。

これが統計学の基盤です。



データ

推測された分布

事後分布

モデルと
事前分布

統計数理とモデリング

最尤推定量

MAP推定量

ひと

未知の分布

統計数理
に基づく
誤差の推定



なぜ数理科学が必要なのか

未知の分布がわからないのに

「未知と推測」の誤差を知るためには

未知の分布が何であっても成り立つ

数学的な法則が必要だからです。



数学的な法則と応用の例(1)

例． 三角形の内角の和が180°である という数学的

な法則があります。

これより、三つの角度のうち二つがわかれば、最後の

ひとつを測らずに知ることができます。



数学的な法則と応用の例(2)

例． 最尤でも ベイズでも 正則（※）なときには

「①推定誤差」 ＝ 「②学習誤差」 ＋ 「③ d/n」

これより、②と③の和を計算すると①がわかります。

＝ ＋

(※） フィッシャー情報行列が正定値などの条件が必要。深層学習では成り立ちません。
d = パラメータの数、 n = データの数。

「推定」 「学習」 「d/n」



数学的な法則と応用の例 (3) 

例． ベイズ推測では いつでも 次が成り立ちます。

「①推定誤差」 ＝ 「②学習誤差」 ＋ 「③事後揺らぎ」

これより、②と③の和を計算すると①がわかります。

＝ ＋

「推定」 「学習」 「揺らぎ」



まとめ

〇 正しい主義は存在しない。

〇 正しい方法も存在しない。

〇 好きな方法を使ってよいが 結果は常に間違っている。

〇 どのくらい間違っているかを 数学的に知ることができる。



３ 統計学 今昔物語



悲しい歴史があったのです。

統計学を学ぶとき 主義はいりません。

従って 主義を知る意義はないのですが

昔々 とてもひどい論争があったため

その被害と復興とを紹介しておきます。

同じ悲劇を繰り返さないようにしましょう。



歴史１ 「主義による統計学」の時代

２０世紀前半、統計学が未熟だった時代には、「主義に基づく推測法の正当化」が争

われていました。例えば「最尤主義に基づいて最尤推測の結果だけが正しい」とか

「ベイズ主義に基づいてベイズ推測の結果だけが正しい」とか「お前はどちらの味方

か」という学問とは思えない不毛な論争が世界を覆っていたのです。



歴史２ 「自然な考え」

統計学をこの荒廃から救ったのは赤池弘次先生です。

1970年ころ、赤池先生は

「統計的推測は真の分布に対する

適切さで評価するとよい」 という

自然な考えかたに立って、「主義による統計学」

ではなく 「学問としての統計学」 を確立しました。



歴史３ 数理科学の時代へ

赤池先生の自然な着想の基盤には、そのことを実現可能にした数理科学の存在 が

とても大切です。実際、【未知である真の分布に対する統計的推測の適切さを

定量的に測ること】は数学的法則に基づいて

初めて可能になることであり、それまでは、

「不可能なことを実行するのだから主義が

必要なのだ」と思われていたのでした。



２０世紀前半「主義の統計学」 悲しみの歴史
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最尤主義
客観の誤解

ベイズ主義
主観の濫用

最尤主義に基づき
最尤だけが正しい

ベイズ主義に基づき
ベイズだけが正しい

どちらの主義が
正統かという論争

確率とは
何かの哲学
が統計学の
基盤である

主義の戦いは不毛だった

推測が正しいかどうかは
主義で定まるという考えの
もとでキビシイ論争があった。
何も生まれなかった。

昔



赤池先生(1970)以後の 「自然な統計学」

最尤法

ベイズ法

最尤推測は
正しくない

ベイズ推測は
正しくない

未知の真

ひと： 自由に何でも
使ってよい。
p(x|w) も φ(w) も
モデリングします。

真の分布との誤差が
小さい結果が、より
適切な推測なので
それを使いましょう。

未知の分布との誤差は
数学的法則によって
推定できる。

＝数理科学こそが
統計学の基盤である。

現代
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注意 ： 今も残る 悲しみの跡

最尤法： パラメータが定数で データが確率変数
ベイズ法： データが定数で パラメータが確率変数

統計的推測を行うには確率に関する哲学が必要であり
方法の違いは「主義」に基づくものである。

【統計学のハウツー本】に 次のような記載があるものがあります。

この説明は「主義による統計学」の時代のものであり、自然でなく、
合理的でもなく、「学問としての統計学」の基盤にはなりません。

赤池先生がもたらした自然な統計学 (1970）の後は、
このような考え方をする統計学者はいないと思います。



もう 主義も 論争も いりません。

現代の統計学において「主義」が無意味であることは、わかって
いる人はみなわかっているが、「導入本」「ＳＮＳ上」「また聞き」に
は「ベイズ主義」、「頻度主義」という言葉や論争をあおる説明が
書かれている場合が多く、これを読んだユーザーが「どちらが
正しいか」という問いかけを始めてしまいやすい。

【ムズカシイ数式がなくても統計学ができる】という本には注意を
要する。そうした本は、最尤法やベイズ法を説明するとき初心者
のための説明だからという言い訳のもとで、「なぜ、その方法が
正しいか」の根拠に主義を持ち出してくることが多い。不自然な
説明を「なんかへんだなあ」と感じて通りすぎる人が多いところです。
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いつも 何度でも 尋ねられます

統計学や機械学習の研究や勉強をしていると
「どの主義が正しいのか」と いつも何度でも 尋ねられます。

その質問についてのお答えは 上に説明した通りです。

このファイルには、不合理なことは説明されていないと思いますので
十分なお時間があるときに お読みいただきたくお願いします。

もう 論争はやめて 学問に進んでいきましょう。

推奨： この話を続けると 心がギスギス・トゲトゲして 学問ができなく
なりやすいので 「千と千尋の神隠し」の主題歌 「いつも何度でも」 を
歌うことで心を癒すことを推奨します。論争はやめて学問に進みましょう。



４ まとめ



ひとことで 言ってほしい かたに

正しい主義はない。だから

数学で推測が当たる道を作る。

（取り扱い注意） 人生には適用できません。
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