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ベイズ統計入門 (12)

目標 条件つき独立の問題

東京工業大学

渡辺澄夫



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  条件つき独立の問題



予測分布の定義

事後分布 p(w|Xn,Yn) = (1/Z) φ(w) Πi p(Yi|Xi,w) 

予測分布 p(ｙ|x,Xn,Yn) = ∫ p(y|x,w) p(w|Xn,Yn) dw  

データ Xn ={X1,X2,…,Xn} については様々な場合がある
独立、固定、時間変動など
独立なら推定と予測は等価であるが
独立でないとき推定と予測は等価とは限らない

データ Yn={Y1,Y2,…,Yn} は p(y|x,w0) から独立に発生

事後分布による平均と分散を Ew[  ], Vw [ ] と書く。

注意 Xn についての仮定が何であっても Xn,Yn が与えられたもとでの
事後分布と予測分布は同じになる・・・。

注意 条件つき確率の推定では尤度関数は Xnの条件によらない



定義

汎化損失 Gn =  - ∫ q(x) dx ∫ q(y|x) dy log p(y|x,Xn,Yn)  

学習損失 Tn =  - (1/n) Σi log p(Yi|Xi,Xn,Yn)  

汎化損失 Gn =  - (1/n) Σi ∫ q(y|Xi) dy log p(y|Xi,Xn,Yn)  

真のエントロピー S = - ∫ q(x) dx ∫ q(y|x) dy log q(y|x) 

経験エントロピー Sn = - (1/n) Σi log q(Yi|Xi) 

真のエントロピー S  =  - (1/n) Σi ∫ q(y|Xi) dy log p(y|Xi,Xn,Yn)  

{ Xi } が独立に発生しているとき

{ Xi } が独立でないが { Yi|Xi } は独立なとき



条件つき独立の問題

XからYを推測する問題では、Xが独立でないが、Y|Xが独立であるときが
ある。

例： {X1,X2,…,Xn} が固定
例： 時系列予測 Xn=aXn-1+bXn-2+N(0,1) 

Xが独立でないときには交差損失と汎化損失の平均は等しくないが、Y|X 
が独立であれば、WAICと汎化損失の平均が漸近的に等しいことを示す

ことができる（正規過程についての部分積分を用いて示せる）。真の分布
がモデルで実現でき事後分布が正規分布で近似できるならばAICを適用
することも可能である。

この場合の汎化損失は、「予測」の損失ではなく、入力を固定してYを
推定した場合の「推定」の損失になっていることに注意してください。



２ 入力が固定の場合



学習用入力が固定のとき

XからYを推測する問題で、入力が固定のときを考える。

モデル p(y|x,w)=1/(2π)1/2 exp(-(1/2)(y-wx)2)

事前分布 φ(w)=1

学習用データ {xi ; i=1,…,n }, テスト用データ {ξj} ; j=1,2,…,N} 
どちらも標準正規分布から発生した。

p(y|x,w)=1/(2π)1/2 exp(-(1/2)(y-w0x)2)

エントロピーの平均値は

S  = -(1/n)Σi ∫ p(y|xi ,w0) log p(y|xi ,w0) dy =(1/2)( log(2π)+1 )



出力の出方についてだけ平均をとった

E[Gn-S] = 1/(2N) Σj=1 
N log(1+ ξj

2 /M)

M= Σi=1 
n xi

2

E[Cn-S] = -1/(2n) Σj=1 
n log(1- xj

2 /M)

E[Wn-S] = 1/(2n) Σj=1 
n { log(1+ xj

2 /M) + mj
2 (1-mj)/(1+mj) }

mi=  xi
2 /M

学習用データ {xi ; i=1,…,n }, テスト用データ {ξj} ; j=1,2,…,N} 

出力 Y （学習とテストは独立）については平均の計算が実行できる。

学習データの数 n が大きくなると交差検証とWAICはほとんど同じ。
有限の n に対しては異なる値になる。



テスト点が学習点と独立なとき（学習テスト独立）

n=20, N=100000

平均 標準偏差
G 0.0261, 0.0084
C 0.0270, 0.0007
W  0.0258, 0.0001

n=200, N=100000

平均 標準偏差
G 0.00252, 0.000250
C 0.00252, 0.000002
W  0.00252, 0.000002

ランダムトライアル



テスト点が学習点と同じとき（固定ケース）

n=20, N=20

平均 標準偏差
G 0.0234, 0.0003
C 0.0270, 0.0007
W  0.0258, 0.0001

n=200, N=200

平均 標準偏差
G 0.00248, 0.000002
C 0.00252, 0.000002
W  0.00252, 0.000002

注意：前ページと縦軸スケール異なる

ランダムトライアル



入力の設定の違い



入力が固定されているとき

交差検証は 入出力の組が独立であることを必要とする。

情報量規準は 入力についての独立であることを必要としない。
出力の独立性だけで導出できる。
独立でないときはデータ点の総和で汎化損失を
測るものと考える。

学習時とテスト時での入力の設定の違いは 汎化損失をどのように
測るかに影響する。

交差検証と情報量規準はデータの数が増えると漸近等価である。



３ 影響力の大きいデータがあるとき



影響力のおおきなデータ

データセット Xn の中のあるデータの有無が推測に大きな影響を及ぼす
データを影響力の大きなデータという。

(1) 太陽系の惑星の体積から重さを推測するとき、太陽は
影響力の大きなデータである。
(2) 識別問題では識別境界付近のデータが影響力の大きな
データになる。
(3) 高次元空間上では、ほとんどのデータが影響力の大きなデータ。

影響力の大きなデータでは Ew[ 1/ p(Yj|Xj) ] が発散する。

ＣＶは計算できるが、影響力の大きなデータも含めてもよいかどうかを
考察する必要がある。

影響力の大きなデータがあるケースは、Xが独立とみなせない場合に
相当し、交差検証は使えないがWAICは使える。



具体的な例

回帰問題 Y=aX+N(0,1/s)
で(n=10), X1,…X9 は区間
[0,1] にあり、 X10がそれら

から離れた位置にある場
合、 X10は影響力の大きな
データである。このとき
交差検証は使えないが
WAICは使うことができる。

X1,…X9 X10 影響力の大きなデータX10の位置

Y=aX+N(0,1/s)



４ 時系列の場合



時系列の例

例： Xn=a1Xn-1+a2Xn-2+a3Xn-1+a4Xn-2+a5Xn-2+N(0,1/s) 

真 [a1,a2,a3,a4,a5 ]= [1.19,-0.4,0.3,-0.2,0.1], 1/s=0.01

学習データ

テスト１

テスト２

テスト３



時系列において 汎化損失とは何か

[学習データ100, テストデータ100], 1000回独立な実験

実験１：テストと学習は独立（別の時系列）

実験２：テストの入力は学習時と同じで加わる雑音が独立

実験３：テストは学習の続きの時系列

CV,   WAIC, GE

実験１： 0.0363,  0.0293,  0.0500

実験２： 0.0363,  0.0293,  0.0286

実験３： 0.0363,  0.0293,  0.0303



注意： 状態空間モデル

X1 → X2 → X3 → ・・・ → Xn

Y1 Y2 Y3 ・・・ Yn

下記の時系列モデルで {Xi} は観測できず, {Yi} が観測できるモデル

では、Yk|Yk-1 が条件つき独立にならないので、適用できる情報量規準が
あるかどうかわかりません。そもそも汎化誤差は何で測るのでしょうか。

(Yn) の周辺尤度の最大化という評価は可能です。

また、上記の確率規則から独立に発生した時系列が多数あるときには、
{時系列} に対して統計的推測を行なうことは可能です。



５ スパース推定



スパース推定のモデル

確率モデル p(y|x,w) = (1/C) exp( -(1/2σ2) (y – w・x)2) 

データ x∈RN, y∈Ｒ1

真の分布 p(y|x,w0) = (1/C) exp( -(1/2σ2) (y – w0・x)2) 
注意 w0 の中で零でないものの個数を N0 と書く。

入
力
ｘ

出
力
y

+雑音

N(0,σ2)
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事前分布と事後分布

注意 スパース推定では exp(-|w|) の形の事前分布が考察されることが多いが、ベ

イズ法ではこの形の事前分布は漸近極限を変えない（ＭＡＰとベイズは、スパース推
定ではまったく違う）。この講演ではベイズについ考察するため、上記の事前分布を
考える。

事前分布 φ(w) = (1/C’) Πj ( 1/|wj|a ) exp( - ε (wj)2 ) 

注意 0<a<1 と ε>0 はハイパーパラメータ

データ Xn ={X1,X2,…,Xn} と Yn={Y1,Y2,…,Yn} が与えられた
ときの事後分布は

p(w|Xn,Yn) = (1/Z) φ(w) Πi p(Yi|Xi,w) 



スパース推定の実対数閾値

確率モデル p(y|x,w) = (1/C) exp( -(1/2σ2) (y – w・x)2) 

事前分布 φ(w) = (1/C’) Πj ( 1/|wj|a ) exp( - ε (wj)2 ) 

真の分布 p(y|x,w0) = (1/C) exp( -(1/2σ2) (y – w0・x)2) 

定理．x∈RN, y∈Ｒ1で w∈ RN, w0 の非零の個数がN0のとき

λ(a)= { N0+(1-a)(N-N0)}/2.

注意． (N-N0)個の真のパラメータがぴったりと零なので、a が大きいほど汎
化誤差は小さくなる。現実には真のパラメータはぴったりと零であるとは
限らないので、ハイパーパラメータの最適化の問題が生じる。



9/24/2019

実験例

N=10,N0=2,n=100, x 独立、200試行平均,φ(w)=1/|w|a

漸近論

(λ(a)/n) 

実験

ハイパーパラメータ a

ハイパーパラメータ a が１に
近づくと事後分布が不安定
になる



9/24/2019

汎化誤差の推定

N=10,N0=2,n=100, x 独立、200試行平均,φ(w)=1/|w|a

ハイパーパラメータ a

漸近論
(λ(a)/n) 

汎化
誤差

WAIC

ISCV
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次元の呪い

N(=200)次元立方体のn(=500)個のデータが一辺１の立方体に一様分布する。
テストデータを任意に固定したとき、そのデータを中心とする一辺 A の立方体に
学習データがひとつも入らない確率は p=(1-A200)500

例 A=0.945 のとき p=0.99 つまりテストデータの近くに学習データはない。

テストデータ

１辺の長さ１

１辺 A=0.945

学習データは
全部この外にある
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漸近論がおおよそ成立するケース

平均
理論 0.063
W=0.066,
C=0.070, 
G=0.067

N=20
N0=5
alpha=0.5; 

テストのｘと学習のxは独立な場合を図示
テストのxと学習のxが同じでもほぼ同様

Ｇ－Ｓ WAIC -SnISCV-Sn

標準偏差
W=0.028,
C=0.029, 
G=0.024

独立な試行
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汎化誤差との差（漸近論がほぼ成立）

Mean(abs(WAIC-Sn-(GE-S)) - abs(ISCV-Sn-(GE-S)))
のヒストグラム

WAIC が正確

ISCVが正確
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漸近論が成り立たないケース（１）

N=100
N0=30
n=150
alpha=0.5 

平均値
理論=0.216
W=0.191
C=0.280
G=0.181

Ｇ－Ｓ

WAIC -SnISCV-Sn

条件つき独立： テストのＸと学習のＸは同じ点 Y は独立

標準偏差
W=0.047
C=0.054
G=0.027

独立な試行
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汎化誤差との差を較べる

WAIC が正確

ISCVが正確

Mean(abs(WAIC-Sn-(GE-S)) - abs(ISCV-Sn-(GE-S)))
のヒストグラム
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漸近論が成り立たないケース（２）

独立： テストのXと学習のXは独立, Yも独立であるとき

Ｇ－Ｓ

WAIC -Sn

ISCV-Sn

N=100;
N0=30;
n=150;
alpha=0.5; 

平均値
理論=0.216
W=0.19０
C=0.278 
G=0.280

標準偏差
W=0.047
C=0.054 
G=0.045

独立な試行
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汎化誤差との差を較べる

WAIC が正確

ISCVが正確

Mean(abs(WAIC-Sn-(GE-S)) - abs(ISCV-Sn-(GE-S)))
のヒストグラム



WAIC と ISCVの実験的比較

漸近論が成り立つケース
N<<n 

WAIC と ISCV は漸近等価
WAICの方が少し分散が小さく
汎化誤差の推定は正確

漸近論が成り立たないケース
n/N >>0

Xn と X は独立（予測）

WAIC と ISCV は等価でない。
平均値は ISCV がGに近い
ISCV は分散が大きい。

漸近論が成り立たないケース
n/N >>0

Xn と X は同じ（推定）

WAIC と ISCV は等価でない。
平均値は WAIC がGに近い
ISCV は分散が大きい。

入力 X が高次元(N)で、データの数 n が N に較べて十分でないとき
（今回の例では N=100, n=150) 、 データのほとんどが影響力の大きなデータに
なる。ISCVとWAICの値が同じでなくなる。「推定」と「予測」が異なることに対応する。
ISCVとWAICの値が同じでないときISCVは分散が大きいので利用には注意必要。
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実データにつかってみた

政府統計の総合窓口から
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

17ほうれんそう
18はくさい
19ねぎ
20レタス
21さつまいも
22じゃがいも
23さといも
24だいこん
25にんじん
26ごぼう
27たまねぎ
28きゅうり
29なす
30トマト

01まぐろ
02あじ
03いわし
04かれい
05さけ
06さば
07さんま
08たい
09ぶり
10いか
11たこ
12あさり
13塩干魚介
14塩さけ
15たらこ
16しらす干し

ハイパーパラメータ WAIC   ISCV
a=0.24                     1.365   1.365
a=0.48                     1.364   1.364
a=0.72                     1.366   1.366
a=0.96                     1.368   1.368

ある月の３０品目の値段から
同じ月のキャベツの値段を推定する。
５２８ヶ月分のデータ(N=30,n=52８）

スパース推定の目的は汎化誤差を小さくする
ことよりも知識を発見することかもしれない。

スパース化すると推測に不要なパラメータの
揺らぎを小さくすることができる。



17ほうれんそう
18はくさい
19ねぎ
20レタス
21さつまいも
22じゃがいも
23さといも
24だいこん
25にんじん
26ごぼう
27たまねぎ
28きゅうり
29なす
30トマト

01まぐろ
02あじ
03いわし
04かれい
05さけ
06さば
07さんま
08たい
09ぶり
10いか
11たこ
12あさり
13塩干魚介
14塩さけ
15たらこ
16しらす干し a=0.24 a=0.48

a=0.72 a=0.96

各パラメータの事後分布 各パラメータの事後分布

各パラメータの事後分布 各パラメータの事後分布
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実データの世界

この例では、WAICとISCVはほぼ同じ値であり、a=0.48のときが最小だった。

→ 予測分布が真の分布に対して一番適切なのはたぶん a=0.48かな。

しかし a=0.96のときの結果は、スパース推定で望んでいるものになった。
それは常識と一致している結果だった。

→ a=0.96をスパース推定がうまくいった結果として発表したい。
WAICやISCVの値はほとんど同じだし、間違っているわけではない。

難しい問題です。よく起こります。

☆ 統計的推測を行なってわかることは、データというものは我々の予想より
ゆらぎが大きく、確定的な結論を得るためには情報が足りないことが
多いということです。a=0.96を採用する場合、それだけに限定できる
データはまだ得られていないことを十分に知っておくべきです。



考察

Ｘの次元が低く、Xが独立で、影響力の大きなデータがないときは、WAICとISCV は
ほとんど同じ値になるので、どちらでもよい。

Ｘの次元によらず、影響力の大きなデータがあるときには、WAICもＩＳＣＶも
汎化誤差の推測精度が落ちる。このとき WAIC とISCVの値が異なる。ＷＡＩＣは
平均値がずれる。ISCVは分散が大きくなる。

Ｘが独立でないとき、クロスバリデーションと汎化損失は平均が一致しないが
WAICは一致する。Ｘが固定のときや時系列に対してはWAICのほうが良い。

Ｘの次元が高く、漸近論が適用できない時、Ｘは影響力の大きいデータがふえる。
実データでは X が一様に空間に広がっているほうが稀なので、Ｘの広がりの大小に
注意するべきである。

ベイズでスパース推定をすると零になってほしいパラメータの揺らぎを消すのは
難しい。ＭＡＰとベイズはぜんぜん違う。
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