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旅の地図

(1) ベイズ統計の定義
(2) 密度と条件つき密度
(3) 混合正規分布＋ギブスサンプラー
(4) 神経回路網＋ランジュバン方程式
(5) 真とモデルの関係
(6) 正則モデルの漸近理論
(7) AIC と BIC 
(8) ハイパーパラメータ最適化
(9) 一般モデルの漸近理論
(10) 一般モデルの漸近理論
(11) 一般モデルの選択
(12) 条件つき独立 高次元
(13) 階層ベイズ
(14) 相転移
(15) まとめ



１ ベイズ・MAP・最尤法の定義



真の分布とサンプルの定義

ある集合（多くは実ユークリッド空間）上の
確率密度関数 q(x) があり、
確率変数 X1, X2, …, Xn は独立に q(x) に従うものとする。

密度関数 q(x) を真の分布と呼び、Xn=(X1, X2, …, Xn) を
サンプルという。

※ 実問題において q(x) は不明である。
未知の q(x) を推測したいのである。
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統計モデルと事前分布の定義

パラメータ集合の上の確率密度関数 φ(w) を事前分布という。

パラメータ w が与えられたときの x の確率密度関数 p(x|w) を
統計モデルという。

※ 実問題において 真の分布 q(x) は不明であるので
統計モデル p(x|w) と事前分布 φ(w) は人間が定める。
p(x|w) と φ(w) として何を使ってもよいが、できるだけ未知
の q(x) をうまく推測できるものを使いたい。その基盤となる
理論と方法を与えるものが統計学である。



事前分布と事後分布の定義

データ Xn が与えられたときのパラメータの条件つき
密度関数を

p(w|Xn) =   (1/Z) φ(w) Π p(Xi|w) 

と定義し、事後密度関数という。ここで

Z= ∫ φ(w) Π p(Xi|w) dw

を周辺尤度という。
事後分布による平均と分散を Ew[ ] および Vw[ ] と書く。

n 

i=1

n 

i=1
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予測分布の定義

ベイズ推測．統計モデルを事後分布で平均したもの

p(x|Xn) = ∫ p(x|w) p(w|Xn) dw = Ew[p(x|w)]

をベイズ予測分布と定義する。

※ 予測分布は、もちろん真の分布 q(x) と異なる。
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MAP法と最尤法の定義

(2) 事後確率最大化推測.  p(w|Xn) を最大にする w* （事後確

率最大化推定量）を用いて p(x|w*) をMAP予測分布とする。

(3) 最尤推測．事前分布をパラメータ集合上で一定値としたとき

の w* （最尤推定量）を用いて p(x|w*) を最尤予測分布とする。

真の密度関数 q(x) を推測する予測分布を定める方法として
よく用いられるものとしてベイズ法のほかに次のものがある。

注意： 以上で、ベイズ法・MAP法・最尤法を定義しました。
（哲学や主義から導出したのではありません。）



いろいろな平均があるので表記に慣れよう

Ew[ f(w) ]  ＝
f(w)  Π p(Xi|w) ϕ(w) dw

Π p(Xi|w) ϕ(w) dw

事後分布による平均 n 

i=1

n 

i=1

学習データ Xn=（X1,X2,…,Xn）についての平均

E[ f（X1,X2,…,Xn）]
= ∬・・・∫ f（x1,x2,…,xn）q(x1)q(x2)・・・q(xn) dx1 dx2・・・dxn

テストデータ X についての平均 Ex[ f（X）] = ∫ f（x）q(x) dx



２ 推測の誤差



エントロピー

定義．RN 上の確率密度関数 q(x) >0 が与えられたとき

S  = ー ∫ q(x) log q(x) dx を q(x) のエントロピーという。

※ エントロピー S = S(q) は座標不変量ではない。
x=g(y) とおくと q(x)dx = q(g(y))|g(y)’|dy であるが
S(q) ≠ S(q(g(y))|g(y)’|) である。

※ 次ページのカルバック・ライブラ情報量は座標不変量である。



カルバック・ライブラ情報量（擬距離）

定義．RN 上の確率密度関数 q(x), p(x) >0 が与えられたとき

K(q||p) = ∫ q(x) log (q(x)/p(x)) dx

を q(x) と p(x) のカルバック・ライブラ(KL)情報量という。

定理．連続な確率密度 q(x), p(x) について、次が成り立つ。

(1) 任意の q(x), p(x)>0 について K(q||p)≧0. 

(2)  K(q||p)=0 ⇔ q(x)=p(x) (∀x). 

（証明） t>0 ならば F(t) = log x +1/x -1≧0 であり F(t)=0⇔t=1.また

K(q||p)=∫ q(x) F(q(x)/p(x)) dx と q(x),p(x)の連続性から定理が得られる。



汎化損失と汎化誤差

定義．サンプル Xn
から、ベイズ法、MAP法、最尤法などの

方法で得られた予測分布を p*(x) とするとき、K(q||p*) を
汎化誤差という。 L(p*)= -∫ q(x)log p*(x) dx を汎化損失と
いう。両者の間には

L(p*) = S + K(q||p*)  

という関係がある。

※ S は真の分布だけで定まり統計モデルにも事前分布にも
依存しない。汎化損失が小さいことと汎化誤差が小さいことは
等価である。

※ 実問題では、できるだけ汎化損失を小さくしたいので真の分布が
不明でも汎化損失を推測できる方法を作ることが目標である。



真 q(x) データ

汎化誤差
K(q||p*)

予測分布 p*(x) 

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



正統な方法は存在しない

定理 仮説 ☆「パラメータが ψ(w) に従って発生し、データ Xn が

Πi=1 

n  π(Xi|w) に従って発生した」 が正しいする。このとき汎関数

F(r) =∫ψ(w) EXn[ K(π(x|w)||r(x|Xn)) ] dw を最小にする r(x|Xn) は

「ψ(w) を事前分布とし π(x|w) を統計モデルとするときのベイズ予測分

布」 だけに限る。

しかしながら、仮説☆を確かめる手段は現実には存在しない。

上記の定理からわかることは統計モデルも事前分布も、あらかじめ

それらを定める正統は方法は存在しないということだけである。



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密度関数 q(x) 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 p(x|w) と

事前分布 φ(w) を使っている。

→ 「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。



実世界 における モデリング

(1) 真の分布はわからない。

(2) 仮の事前分布と仮の統計モデルを設定する。

(3) 推測結果と真の分布との誤差を推定する。

(4) 真の分布に対して事前分布と統計モデルは適切であったかを

評価し(2)に戻る。

☆ 上記のことができるようになるためには (3) についての

数学的基礎を作る必要がある。これができるようになったこと

が学問としての統計学への出発点であった。



データ

予測分布 p*(x) 

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



３ 簡単な例



真の分布がわかっているとき

統計モデル p(x|w) = 1/(2π)1/2 exp( -(x-w)2/2)

事前分布 φ(w) = 1/(2π)1/2 exp( -w2/2) 

真の分布 q(x) = p(x|0) 

x, w ∈R とする。次の三組を考える。

現実では真の分布は不明であるが、統計的推測という確率現象を

調べるために、真の分布がわかっているときを調べることが基礎研

究として必要になります。



例題

平均 a 分散 s2 の正規分布： G(x|a,s2) = 1/(2πs2)1/2 exp( -(x-a)2/2s2)

⇒ G(x|a, s2)=G(a|x, s2),     ∫ G(x|a,s2) G(x|b,t2) dx = G(a|b,s2+t2).

以下の量を計算せよ。データを {X1,X2,…,Xn} とする。

(1) 事後分布をデータで表せ。

(2) 予測分布をデータで表せ。

(3) 汎化誤差をデータで表せ。

(4) 平均汎化誤差をデータの個数 n で表せ。

ただし次の式を用いてよい。



参考

φ(w) Π p(Xi|w) ∝ exp{ - (n+1) (w-X*)2/2  } だから

(1)  確率変数 Ｘ* = 1/(n+1) Σ Xi とおく。すると E[(X*)2] = n / (n+1)2. 

事後分布は p(w|Xn) = G( w | X*, 1/(n+1) ).

n が大きいとき X*は 1/n1/2 の大きさの確率変数。

(2)  予測分布は p*(x) = ∫ p(x|w) p(w|Xn) dw

= ∫ G(w|x,1) G( w | Ｘ*,1/( n+1) ) dw = G(x|Ａ,B) 

ここで A=Ｘ*, B=(n+2)/(n+1)

n が大きいとき予測分布の平均は 1/n1/2 ずれている。

n

i=1
n

i=1
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参考の続き

(3) 汎化誤差は K(q||p*) = EX[ log { q(X) / p*(X) } ]

= EX[ log { G(X|0,1) / G(X|A,B2) } ]

=EX[ log B + (1/2){ – X2 + (X-A)2/B2 } ] = log B + (1/2)(-1+(1+A2)/B2)

= log {(n+2)/(n+1)} + (1/2)[ -1+(1+X*2)(n+1)2/(n+2)2 ]

n が大きいとき K(q||p*)=X*2/2 +op(1/n) である。

(4) 平均汎化誤差は

E[ K(q||p*)] 

=log {(n+2)/(n+1)} + (1/2)[ -1+{1+n/(n+1)2}(n+1)2/(n+2)2 ]

=log {(n+2)/(n+1)} + (1/2)[ -1+(n2+3n+1)/(n+2)2 ]

=log {(n+2)/(n+1)} + (1/2)[ (-n-3)/(n+2)2 ]

n が大きいとき E[ K(q||p*)] = 1/(2n) +o(1/n) である。



例
題



例
題






４ 統計学今昔物語



「主義による統計学」から「数理科学としての統計学」へ

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。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。

☆ 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。

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。
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