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行動計量学のための
ベイズ推定における
モデル選択・評価
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https://twitter.com/amstatnews/status/547403146365272064

前世紀的な統計分析

統計分析が行えるモデルの数が限られてり、そう
した実行可能なモデルにデータをあわせる

 心理学分野では分散分析の濫用

 連続変数を測定しているにもかかわらず、モデ
ルに当てはめるために上位群・下位群に分け
て分析する、などの悪しき慣習

時代背景

 古来は数表を利用する必要があった

 比較的近年でも、統計ソフトウェアはモデルごと
に機能分化しており、汎用的な推定ができな
かった
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現代的な統計分析

データのもっている特性をよく表現し、予測できる
統計モデルを構築し、それを用いたパラメータ推
定・予測を行う

データの特徴をとらえた統計的モデリング

 幅広いモデルを推定できるアルゴリズムとソフ
トウェアが容易に入手可能になっている

 アルゴリズム： MCMC, INLA, EM, …
 ソフトウェア： Stan, BUGS, Mplus, GLLAMM, …

4

ベイズ統計学の主要なモデル評価指標

モデルチェック

 事後予測チェック

 事後予測p値

予測のよさの指標

 情報量規準、とくにWAIC
仮説（モデル）の確率に基づく指標

 ベイズファクター

 （その近似であるBIC） 5

本セミナーの目標

とくに、

 事後予測チェックの行いかた

WAICの計算のしかた

 情報仮説の評価におけるベイズファクターの求
めかた

を理解し、RとStanを用いて実行できるようになる
こと

およびベイズ統計学への理解を深めること
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ベイズ統計学の復習

ベイズ統計学の歴史：「異端の統計学」？
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いまでは過半数？？
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『[Si新書]図解・ベイズ統計「超」入門』（涌井貞美
著）

『[Si新書]図解・ベイズ統計「超」入門』（涌井貞美 著）

Thomas Bayes (1702‐1761)
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ベイズ統計学の考え方
未知な量は不確実である

その不確実性を確率（確率分布）を使って表現し、

 興味のある量であれば、推論する

 興味のない量であれば、積分消去する

「未知な量」の例

 パラメータ

 （パラメータに関する）仮説

 将来のデータ

 欠損データ

未知でない量の例

 観測されたデータ
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ベイズ統計学

手元にあるデータ を定数、未知の量である母数
や仮説 を確率変数と考える

 不確かさの表現に確率分布を利用

未知の量の不確かさを確率で表現する、というポ
リシーにより、ベイズの定理を用いた一貫した体
系ができる

 予測や欠損値の処理も、母数も、同じように確
率で扱うことができる

 新しいデータを観測するごとに、確率を更新し
ていくことができる

12
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統計学における仮説とは、パラメータ（母数）に関する仮
説 である

頻度論においては、パラメータは未知の定数である。した
がって、パラメータや仮説に関する確率を考えることがで
きない

ベイズ統計学においては、それも考えることができる

頻度論の統計学とベイズ統計学
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頻度論 ベイズ

母数 θ 定数 確率変数

データ ｙ 確率変数 定数

ベイズの定理によるベイズ推定
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事前分布
prior distribution

事後分布
ｐosterior distribution

事後分布 事前分布

データ

データ生成分布 data generating distribution
尤度 likelihood
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95%信用区間(credible interval)

パラメータがこの区間内に含まれる確率が95%である区間

 %信用区間が のとき、

頻度論の信頼区間は、1つのデータセットから構成した区
間について、このような直接的な解釈することはできない

 パラメータそのものの事後分布に基づいて推論を行う
ベイズ統計学の大きな利点（南風原, 2014)

頻度論 ベイズ
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95%信頼区間：標本抽出

を繰り返したとき、同じよ
うに構成した区間のうち
95%が真値を含む区間

95%信用区間：95%の確

率で母数が含まれる区
間（頻度論的な信頼区間
はこう解釈できない！）

（Figures by Casella, 2008）

この区間
内の確率
が95%

MCMC汎用ソフトウェアの歩み

1990 Gelfand & Smith (JASA) の論文
1995頃 BUGS

1997 WinBUGS 1.0
2006 BUGSのオープンソース化宣言 → 
OpenBUGS

2007 WinBUGS 1.4.3（最終版）

2007 JAGS 1.0.0
2012 The BUGS Book
2012  Stan 1.0.0・Rstan 1.0.0

17 18

(Lee & Wagenmakers, 2014)

3



ベイズ的モデル評価・選択の方法論

モデルチェック

 外的妥当性の確認

 視覚的事後予測チェック

 事後予測p値（posterior predictive p‐value）
 感度分析

モデル比較

 情報量規準（information criteria）
AIC, DIC, WAIC

 ベイズファクター（Bayes factor） 19

Stan Webサイト http://mc‐stan.org/

20

Stanの分厚いマニュアル

21

(全506ページ)

Rとstanでの分析の模式図

22

MCMC結果

 shinyStanパッケージでインタラク
ティブな可視化と要約

データ
母数
モデル

母数

データ

モデル

Rstanパッケージ
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ShinyStan

Shiny

 が開発している、グラフィックスと アプ
リ化のためのパッケージ

24
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shinyStanで何ができるか

 による推定結果のインタラクティブな要約・図
示
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にあるとおり、

でよいはずだ が、 版でデモを実行する
と

shinyStanのインストール
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install.packages("devtools")
library(devtools) 
source_url("https://github.com/stan‐
dev/shinystan/raw/master/install_shinystan.R") 
install_shinystan()

マルチバイト文字の問題が起きている
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library(rstan)
library(shinyStan)
launch_shinystan_demo()

を実行し1を選択すると…

そこでロケールを変更（英語環境に）

今度はうまく行くはず！

ただ日本語が文字化けてしまうので、使い終わっ
たらロケールを日本語に戻す必要がある

 ファイルにも日本語が入っていると×

そのうち解決されると思います
28

Sys.setlocale(locale="English")
launch_shinystan_demo()

Sys.setlocale(locale=“Japanese")

29

ベイズ推定（二項分布の例）

30

http://ex.nicovideo.jp/denou/
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電王戦の例

これまでの対局成績：人間の２勝８敗…

このデータから人間の勝率をどう推論できるか？
31

日本将棋連盟HP http://www.shogi.or.jp/kisen/denou/ 電王戦の例：データ生成分布
人間の勝率を とし、各対局が独立であって 局

の対局が行われたとき、人間の勝利数 は二項
分布 にしたがう

いま なので、データ生成分布は

である。

 これを の関数とみたとき尤度(likelihood)という

＊二項分布

32

二項分布

33

電王戦の例：事前分布

データ生成分布が二項分布のとき、事前分布に
ベータ分布を設定すると、事後分布もまたベータ
分布になる

 このように事後分布が事前分布と同じ分布族
になる事前分布のことを自然共役事前分布と
いう

とくに、 は区間[0,1]で一様分布となり、

とくに事前知識がない状態を表すのによく用いら
れる設定の一つである

 今回はこの設定を用いる 34

ベータ分布

ベータ分布の確率密度関数は：

35

（Kruschke, 2011, p.82）

ただし
ベータ関数

分布の核(kernel)
（やや余談ですが）、二項分布とベータ分布は分布の

核（kernel）、すなわち母数の登場する部分が同じ形
をしている

このように分布の核に注目すると自然共役事前分布
を見つけることができる

36

6



Stanを用いたベイズ推定

37

data {
int<lower=0> n;
int<lower=0> y;

}
parameters {

real<lower=0,upper=1> theta; 
}
model {

y ~ binomial(n,theta); // data genarating dist
theta ~ beta(1,1); // prior

}

denou_binomial.stan

38

denou_dat <‐ list(n=10,y=2)

denou.fit <‐ stan(file = 'denou_binomial.stan', data = 
denou_dat,iter=10000)

launch_shinystan(denou.fit)

Rによる分析の実行

Stanを用いたベイズ推定結果
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事後分布からわかること

事後分布は多くの情報を持つ

 平均は約0.25である

 モードは約0.20である

 95%信用区間（95%の確率で母数がある区間）は
およそ[0.06,0.52]である

この程度に簡単な問題であれば、MCMCを用いな
くても解くことができるが、MCMCを用いれば複雑
なモデルでもこれと同様に推定が可能である

40

41

モデルチェック

ベイズ統計学のデータ分析

1. 確率モデルの構築

 顕在変数および潜在変数の同時確率モデルを
作る。ここで、現象についての科学的知見と、
データ生成過程についての知識を利用する。

2. 観測データでの条件づけ

 ベイズの定理を用いて事後分布を導く

3. モデルの評価・事後分布の解釈

 モデルチェック（当てはまりの検討）

 モデル比較（改変・拡張の検討）
42

（Gelman et al, 2014, BDA3）
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モデルチェック（model checking）
いま考えている統計モデルが妥当なものであるこ

との確認

統計モデルに基づく推論・予測が、モデルに組み
込まれなかった現実の知見と整合的か

統計モデルに基づいて将来予測される値が、得
られているデータと整合的か

43

( Box and Tiao
1973  Fig 1.1.1)

外的妥当性（external validity）の検証

統計モデルに基づく推論・予測が、モデルに組み
込まれなかった現実の知見と整合的か

多くの場合、事前分布やサンプリング分布に含め
きれていない知識・情報がある

推論がこの知識・情報と整合的でないときは、モデ
ルに問題があり、改良の余地があると考えられる

44

よいモデルならば、そのモデルから生成された将来
のデータは、観測データと似ているだろう

事後予測分布と観測データの整合性が十分である
ことを、最低限チェックしておく

アイディア： Guttman (1967, JRSS‐B)
事後予測分布をモデルチェック・モデル評価に応

用：Rubin (1981, J Educ Stat; 1984, Ann Stat)
Gelman et al. (1996, Stat Sinica)： モデルチェックの

ための統計量の提供

Bayarri & Berger (2000, JASA)： 部分事後予測チェッ
ク（客観ベイズ）

45

事後予測チェック

データ を観測したもとで、将来のデータ の分布
（事後予測分布）は

46

事後予測分布（posterior predictive distribution)

なら

事後予測分布

データ発生分布
と同じ（一般には）

事後分布

47

(ベイズ統計学的な)統計的推論

事前分布

データ

事後分布

事後予測分布

データ 母数

母数の分布！

将来のデータの分布！

以下の手順により事後予測分布からの乱数生成が
できる

1. 事後分布 から の乱数を生成する

 これは通常のMCMC

2. 1.の を所与として、 から を生成する

 通常、 （データ発生分布）

3. 1, 2を繰り返す

MCMCのソフトウェア内（Stan）や、発生したMCMC
標本を用いて外部（R）でできる 48

事後予測分布からの乱数生成
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窒素量についての20回の観測値 [g]

 うち12回： 大気中の窒素量

 うち8回：化合物の反応後の窒素量

モデル：




49

事後予測チェックの例 (Jeffreys, 1961;
Stern and Sinharay, 2005)

（←条件によらず共通）

（←Jeffreysの無情報事前分布） 50

事後予測分布からの8セットの
「将来のデータ」

(Stern and Sinharay, 
2005, Fig 1)

→ 統計モデルに基づく予測は、データと整合的でなさそう
→ モデル改良の必要

51

事後予測チェックの例その2
例：Newcombの光の速さの測定データ

これに、正規分布モデルと一様事前分布（
に）のもとでの推論を行う

52

事後予測チェック
事後予測分布からの20の乱数データセット

→ 統計モデルに基づく予測は、データと整合的でなさそう
→ モデル改良の必要

 についての帰無仮説 が真のときに既知の分布にした
がう検定統計量 を用いて

 が真で、今回と同じ標本サイズのデータを取得すること
を繰り返したとき、今回得られたよりも「極端な」検定統計
量 の値が得られる確率

53

cf. （古典的）ｐ値

のもとでの
の分布

標本から得られた
検定統計量の値

p値 =  

統計量 の意味で、今回観測されたデータよりも
「極端な」予測データが将来得られる確率

この確率は、 の事後分布と の事後予測分布につ
いて（つまり同時分布 について）求める

, ,
 ここでも を使った

54

事後予測ｐ値(posterior predictive p‐value, ppp)
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1. 統計量 を決める

2. 観測データ についての , すなわち を求める

3. 事後予測分布から多数の を生成し、それについ
ての 、すなわち を求めることを繰り返す4. の のうち の を上回ったものの割合、すなわ
ち である割合を求める。
これが事後予測p値（の推定値）となる。

55

事後予測ｐ値の求め方

現在のモデルを、ほかの合理的なモデルに変えた
とき、事後推論はどれだけ変わるのか？

 事前分布

 データ分布

 使う変数 など

感度分析の結果があまり変化しないモデル・推論
は、頑健（robust）であるという

56

感度分析（sensitivity analysis）

例：Cronbachのαのメタ分析モデル

57

の世界 の世界

 : 研究ｉで報告されたα


∗: 研究ｉのαの母数値

 : 超母集団のαの母数値









 ,

データ生成分布

事前分布

(Brannick & Zhang, 2013, Res Synth Meth; Okada, in revision) 先行研究
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Peterson (1994, J Consumer Research): 報告されて
いるクロンバックのαの値を網羅的に調べた

先行研究

59

Peterson (1994, J Consumer Research)で報告され
た分位点

これにもっともよく当てはまるベータ分布は、
get.beta.par() 関数（rriskDistributionパッケージ）を
使うと、

分位点 α
.25 .70
.50 .79
.51 .80
.86 .90

２種類の事前分布

60
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結果

61

無情報
事前分布

情報アリ
事前分布

推定結果は
ほぼ事前分布
の影響を受けない！

結果

62

無情報
事前分布

情報アリ
事前分布

推定結果は
ほぼ事前分布
の影響を受けない！
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モデルチェックの実行
とくに事後予測チェック

64

例：Rubin(1980)の八学校データ

（メタ分析で各学校の代表値だけがある状況）

65

data {
int<lower=0> J; // # schools
real y[J]; // estimated treatment
real<lower=0> sigma[J]; // std err of effect

}
parameters {

real theta[J]; // school effect
real mu; // mean for schools
real<lower=0> tau; // variance between schools

}
model {

theta ~ normal(mu, tau);
y ~ normal(theta, sigma);

}

Stanによる(簡単な)階層線形モデル

※ベクトル化したプログラム
66

library(rstan)
schools_dat <‐ list(J = 8, 

y = c(28,  8, ‐3,  7, ‐1,  1, 18, 12),
sigma = c(15, 10, 16, 11,  9, 11, 10, 18))

schools.fit <‐ stan(file = 'schools_pp.stan', data = 
schools_dat)

print( schools_fit )
plot( schools_fit )

Rによる分析の実行
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67

MCMCの収束の確認

68

schools_sim <‐ extract ( schools.fit , permuted=TRUE)
# stanによるMCMC標本をRにとりこみ

attach(schools_dat) #データセット内の変数を扱えるように

y_rep <‐ array(NA , c (19 , J) )
for ( s in 1 : 19 ){
y_rep[s, ] <‐ rnorm (J ,schools_sim$theta[s, ] ,sigma)
} # 19セットぶんの事後予測標本を生成

Rによる視覚的事後予測チェック

69

par (mfrow=c (5,4) , mar=c(4,4,2,2))
# 5x4のプロット領域を準備

hist (y , xlab= "" , main="y",breaks=seq(‐55,55,11))
#データのヒストグラム

for ( s in 1 : 19){
hist(y_rep[s , ] , xlab="" , main=paste("y_rep",s ), 
breaks=seq(‐55,55,11))
}  #19回セットぶんの事後予測標本のヒストグラム

Rによる視覚的事後予測チェック

70

視覚的事後予測チェック

→ 統計モデルに基づく予測は、データと整合的といえそう

「予測分布から発生される将来のデータが、現在手
元にあるデータと大きく異なる場合には、モデルが
なにかおかしいだろう」という考え方

 あくまで「必要条件」のチェックとしての位置づけ
である

 統計モデルは目に見えない。一方、人間は視覚
優位な生き物である

 扱っているモデルについて研究者が理解を深め
る上でも有用と考えられる

71

視覚的事後モデルチェック

72

test <‐ function(y) {
y_sort <‐ rev ( sort (y) )
return (y_sort [1] ‐ y_sort [2] )
}

Rによる事後予測p値

 を, 効果（ｙ）が1位の学校と２位の学校の差
とする場合をここでは考える
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73

t_y <‐ test(y)
t_rep <‐ rep (NA , n_sims )
for ( s in 1 : n_sims){
t_rep[s] <‐ test (y_rep [s , ] )
}

par (mfrow=c ( 1 , 1 ) )
cat ( "T(y)=" , round (t_y,1) , " and T (y_rep) has mean " ,

round(mean(t_rep),1) , " and sd" , round(sd(t_rep),1),
"¥n Pr ( T(y_rep) > T(y) ) = ", round(mean(t_rep>t_y),2) , 

"¥n")
hist0 <‐ hist (t_rep , xlim=range (t_y , t_rep) , xlab= " T 
(y_rep) ",breaks=30 )
lines(rep (t_y , 2) , c ( 0 , 1e6) )
text(t_y, .9*max (hist0$count), " T(y)" , adj=0)

Rによる事後予測p値の算出

74

Rによる事後予測p値

75

モデル選択・評価

ベイズ統計学の主要なモデル評価指標

モデルチェック

 事後予測チェック

 事後予測p値

予測のよさの指標

 情報量規準、とくにWAIC
仮説（モデル）の確率に基づく指標

 ベイズファクター

 （その近似であるBIC） 76

77

AIC, DIC, WAIC

 観測データ

 将来のデータ（out-of-sample）

 の予測値を とする

このとき、最も考えやすい予測の良さの指標は、二
乗してずれをはかったもの（squared error）の平均

 平均平方予測誤差（mean squared prediction 
error）とも

78

点予測の正確さ

Hooten & Hobbs (2015)
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予測値 と実際の値 とのずれのはかりかた

79

スコア関数（スコアリングルール）

(Greiting, 2011, JASA)

score/scoring function

80

スコア関数（スコアリングルール）

(Greiting, 2011, JASA)

2008年の統計学関係各誌において利用されていた
スコア関数

二乗誤差（SE）が最も多く利用されている

点予測は、予測に伴う不確実性を無視している

ベイズ統計では、予測分布によって予測に伴う不
確実性を定量的に表現・評価できる

したがって点予測ではなく、確率的な予測を考えた
い

確率分布のスコア関数としては、対数スコア関数が
よい性質を持つ

 Proper:  真の分布のもとで期待値が最大になる

 Local: 予測分布だけに依存する
81

確率的な予測

将来のデータ への、モデルに基づく予測の当てはまりの
よさを、対数事後予測密度によって評価できる:

 パラメータの事後分布 、事後予測分布 を
それぞれ 、 で表すことにする

82

対数事後予測密度（log posterior predictive density）

以下数枚、Gelman, Hwang, & Vehtari (2014) Stat Comp による

θについての
期待値

実際には将来のデータ は未知（不確実）である、

したがってその分布 について期待値をとる

将来のデータセットの標本サイズを とすると、それ全体に
ついてとった期待値は

 
83

elppd: 期待対数各点的予測密度

（将来のデータ点についての期待対数予測密度,
expected log predictive density）

expected log pointwise predictive density 

についての
期待値

実際には も未知であり、したがって予測分布

 も未知

データ に基づいた事後分布 と、そこでも
使ったデータ発生分布 を用い、対数各点的予測密度
（log pointwise predictive density)は

MCMC標本 を用いる場合には

84

lppd: 対数各点的予測密度

14



lppdは、モデルを当てはめたデータについて予測

の良さを評価しているため、オーバーフィッティング
が起き、elppdを過大評価してしまっている

（「データの二度使い」；「標本内予測精度」）

各種情報量規準ではこの過大推定バイアスを修正
する項を使った補正が行われる

 AIC
 DIC
WAIC

85

過大推定バイアスの修正

事後分布 ではなく、点（最尤）推定値 で推

論を要約する

オーバーフィッティングの補正項に、パラメータ数
を用いる

 パラメータ数

 事後分布が正規分布でN→∞のとき、もしくは分
散既知のときに対応

AICはこれを 倍した量
86

AIC（Akaike Information Criterion; Akaike, 1973）

異なるモデルを予測のよさによって比較するという革
新的なアイディアの導入

のちにベイズモデルへと拡張したAkaike‐Bayes 
information criterion (ABIC)も （Akaike, 1980, Bayesian 
Statistics）

また、一致性や有限標本での補正など、などさまざま
な改良研究・応用研究を産んだ

 レビュー： Bozdogan (2000, J Math Psych) 小西・北川
（2004, 朝倉書店）

井の頭線の貢献 87

AICについて
AICと井の頭線

88

総研大ジャーナルNo.12(2007)

AICから2点を改良したベイズ版規準

1. 最尤推定値 を事後平均 に

2. 補正項の を実効パラメータ数 に

 MCMC標本 から求める場合は

89

DIC（Deviance Information Criterion; Spiegelhalter et al., 2002）

これより、

よりベイズ的にDICを改良

点推定値ではなく、直接各点の を使用

バイアス補正には の各項間分散の和を使用

MCMC標本 から求める場合は

＋
90

WAIC（Watanabe-Akaike Information Criterion; Watanabe, 2010）

これより、

15



91

「DICの12年間」 Spiegelhalter et al. (2014)

92

「DICの12年間」 Spiegelhalter et al. (2014)

WAICは現状もっとも有力かつ汎用的な、MCMCか
ら算出できる予測のよさの指標である

BUGSはDICを出力した。これはDICの普及の大きな
理由の一つだった

Stanはモデル評価の指標を出力しない。WAICの計

算は難しくないが、自動的には行われない。データ
生成分布をStanのgenerated quantitiesブロックに追
加して、自ら計算を行う必要が（現状）ある。

93

StanとWAIC

94

WAICの計算の実行
1.電王戦データ

2項分布にしたがうデータのStanコード

95

data {
int<lower=0> n;
int<lower=0> y;

}
parameters {

real<lower=0,upper=1> theta; 
}
model {

y ~ binomial(n,theta); // data genarating dist
theta ~ beta(1,1); // prior

}

WAICを求めるためには

96

data {
int<lower=0> n;
int<lower=0> y;

}
parameters {

real<lower=0,upper=1> theta; 
}
model {

y ~ binomial(n,theta); // data genarating dist
theta ~ beta(1,1); // prior

}
generated quantities {

real log_lik;
log_lik <‐ binomial_log(y, n, theta);

}

16



RでWAICの計算

97

denou.fit2 <‐ stan(file = 'denou_binomial2.stan', data = 
denou_dat,iter=10000)

log_lik <‐ extract (denou.fit2, "log_lik")$log_lik
lppd <‐ log(mean(exp(log_lik)))
p_waic <‐ var(log_lik) 
waic.1 <‐ ‐2*lppd + 2*p_waic

Aさん、Bさん、Cさんの3人がそれぞれ別の事前分布を
使った推論を考えた

 データ生成モデルはすべて同じ（二項分布）

Aさん：「事前の情報はないから一様分布にしよう」

Aさんの事前分布：

98

モデル選択を考える

Bさん「コンピュータは万能なはず！」

Bさんの事前分布



Cさん「五分五分やな」

Cさんの事前分布



99

Stanコード（Bさん）

100

data {
int<lower=0> n;
int<lower=0> y;

}
parameters {

real<lower=0,upper=1> theta; 
}
model {

y ~ binomial(n,theta); // data genarating dist
theta ~ beta(100,1); // prior

}
generated quantities {

real log_lik;
log_lik <‐ binomial_log(y, n, theta);

}

Stanコード（Cさん）

101

data {
int<lower=0> n;
int<lower=0> y;

}
parameters {

real<lower=0,upper=1> theta; 
}
model {

y ~ binomial(n,theta); // data genarating dist
theta ~ beta(50,50); // prior

}
generated quantities {

real log_lik;
log_lik <‐ binomial_log(y, n, theta);

}

結果：

WAICにより予測の観点から、Aさんのモデル（事前分布が
一様分布）が支持された

102

WAICを計算すると

17



ベイズ統計学において、「モデル」とは、「データ生
成分布」と「事前分布」の双方を含む

 今回の例では「データ生成分布」は共通だったが、
3つのモデル間で「事前分布」が異なったので、予
測のよさもWAICによってそれぞれ異なる評価を
受けた

103

Remark

104

WAICの計算の実行
2.八学校データ

105

data {
int<lower=0> J; // # schools
real y[J]; // estimated treatment
real<lower=0> sigma[J]; // std err of effect

}
parameters {

real theta[J]; // school effect
real mu; // mean for schools
real<lower=0> tau; // variance between schools

}
model {

theta ~ normal(mu, tau);
y ~ normal(theta, sigma);

}

八学校の階層線形モデル（再掲）

106

data {
int<lower=0> J; // # schools
real y[J]; // estimated treatment
real<lower=0> sigma[J]; // std err of effect

}
parameters {

real theta[J]; // school effect
}
model {

y ~ normal(theta, sigma);
}

八学校の非階層モデル(プーリングなし)

WAICの計算

いずれのモデルもデータ生成モデルは

なので、ともに以下をgenerated quantitiesブロック
に加えて対数尤度項を計算する

107

generated quantities {
vector[J] log_lik;
for (j in 1:J){

log_lik[j] <‐ normal_log(y[j], theta, sigma[j]);
}

}

RでWAICの計算

108

schoolsWpp.fit <‐ stan(file = 'schools_pp_waic.stan', 
data = schools_dat,iter=10000)

log_lik <‐ extract (schoolsWpp.fit, "log_lik")$log_lik
lppd <‐ sum(log(colMeans(exp(log_lik))))
p_waic <‐ sum(colVars(log_lik))
p_waic <‐ var(log_lik) 
waic.pp <‐ ‐2*lppd + 2*p_waic

18



結果：

WAICにより予測の観点から、階層モデルが支持された

109

WAICを計算すると

110

ベイズファクター

ベイズファクター（Bayes Factor, BF）
統計学における仮説とは、母数に関する仮説

である

ベイズ統計学は母数 を確率変数として扱うので、
仮説 に関する仮説もまた確率的に評価できる

たとえば仮説 があるとき、仮説 が正しい
確率は

111

ベイズファクター（Bayes Factor, BF）
 も同様にかける。したがって

ベイズファクターは、データによって与えられた、
仮説 に比して仮説 を支持する程度（オッズ）
の変化を表す

112

事前
オッズ

事後
オッズ

ベイズファクター

（Bernardo & Smith, 1994; Lavine & Schervish, 1999, JASA）

ベイズファクター（Bayes Factor, BF）
2つの仮説（モデル）の、事後オッズと事前オッズ

の比としても表現できる

113

（Bernardo & Smith, 1994; Lavine & Schervish, 1999, JASA）

ベイズファクターの「経験則」

114

BF10 解釈

1 to 3.2 Not worth more than a bare mention
3.2 to 10 Substantial
10 to 100 Strong
>100 Decisive

BF10 解釈

1 to 3 Not worth more than a bare mention
3 to 20 Positive
20 to 150 Strong
>150 Very strong

Jeffreys
(1961)

Kass & 
Raftery
(1995,   
JASA)

19



通常のMCMCサンプリング結果だけからは、一般にベイズ
ファクターを計算することはできない

 モンテカルロ分散が無限に発散ししまう

それを解決するための方法としていろいろな提案があるが、
MCMCと同程度の汎用性を獲得するには至っていない

事前分布の影響を少なからず受けることが知られている

 客観ベイズ（objective Bayes）：問題設定にあわせた事
前分布を、最小限のデータの情報から使用

Berger (2006, Bayesian Analysis)

 情報仮説の評価：特定の問題については、無情報事前
分布（など）を利用して容易にBFが計算できる（以下で
述べる）

115

MCMCによるベイズファクターの計算

モデルごとの推定法

 事前シミュレーション prior simulation (Kass & Raftery, 
1995, JASA)

 重点サンプリング importance sampling （DiCiccio et al., 
1997 , JASA）

 ラプラス近似（Tierney & Kadane, 1986, JASA）

同時に行う推定法

 リバーシブルジャンプMCMC (Green, 1995, Biometrika)

 積率空間法 product-space method (Carlin & Chib, 
1995, JRSS-B)

116

MCMCによるベイズファクターの計算

指数分布にしたがうデータでのモデル比較を考える

比較する仮説

事前分布を とする

（ は定数；・ の無情報事前分布）

ベイズファクターは

となり、つまり である。したがって、ベイズファクター
が一意に定まらない

117

BFの困難の例
(Berger & Pericchi, 2001;
Pericchi, 2005 『ベイズ統計分析ハンドブック』4章)

1,… ,
事前分布に共役事前分布である指数分布

を使うことにすると、ベイズファクターは

となり、 の値によって が大きく変化する

とくに無情報的な事前分布（ ）では、 の値がきわめ
て小さくなり、帰無仮説に有利な方向に大きなバイアスがか
かってしまうことになる

 ほかの同種の例： Berger & Pericchi (2001)
118

BFの困難の例
(Berger & Pericchi, 2001;
Pericchi, 2005 『ベイズ統計分析ハンドブック』4章)

実用上のベイズファクター

ベイズファクターは概念的にわかりやすい量であ
るが、実際の複雑な問題で使うにあたっては、計
算上の問題があり、Stanなどの出力から簡便に計
算できるようにはなっていない

 比較的容易に計算できるWAIC系とは状況が異
なる

しかし、検討する仮説を、パラメータに関する制約
を入れた情報仮説に限れば、ベイズファクターに
よるモデル評価はMCMCから容易に行うことがで
きる 119

事前知識がないときの事前分布を「客観的」「自動的」に決
めようとする考え方

 Jeffreys (1961)に端を発する

個別の・簡単な統計モデルについては様々な成功を収め
ている

 心理学での例：Rouder et al. (2009, Psychonomic Bulletin 
& Review)

しかし現時点で、行動計量学で志向するような複雑な問題
まで扱える枠組みにはなっていない

120

Remark: 客観ベイズとは

20



Jeffreysの事前分布

データ発生分布（尤度）のFisher情報量の平方根
に比例するように、事前分布を選ぶ

 Fisher情報量：データがパラメータに対して持つ
情報を表す.

このように選ぶことの利点：

 変数変換に対する不変性（invariance）をもった
事前分布ができる

欠点

 多くの場合に非正則な分布になる

 したがって多くのモデル比較に利用できない
121 122

ベイズファクターによる
情報仮説の評価

２群の平均値の比較

考えられる仮説









 や のような、研究者の仮説を
反映して、パラメータに不等式制
約を入れた仮説を情報仮説
（informative hypothesis）という 123 124

確率密度

125

事前分布 事後分布

データ

「Hu:  」の下での事前分布と事後分布

126

事前分布 事後分布

データ

「H1:  」の下での事前分布と事後分布

21



情報仮説のベイズファクター

 ：無制約仮説 の事前分布のうち、情報仮説 と一致
する割合（モデルの相対複雑さ, relative complexity）

 ：無制約仮説 の事後分布のうち、情報仮説 と一致
する割合（モデルの相対当てはまり, relative fit）

 と を比較するベイズファクターは

127

（Klugkist, Laudy, and Hoijtink, 2005, Psych Meth）

仮説 と を比較するベイズファクター は、問題に
よって上限値が定まってしまう。しかし、「仮説 は正しく
ない」という仮説 （補仮説complement hypothesis）と

比較した はそうした上限値を持たない

近年こちがが推奨されてきている（Mulder, 2014a,b）

情報仮説のベイズファクター

128

Mulder J. (2014a) Bayes factors for testing inequality constrained hypotheses: Issues 
with prior specification. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 
67, 153‐171.
Mulder J. (2014b) Prior adjusted default Bayes factors for testing (in)equality 
constrained hypotheses. Computational Statistics and Data Analysis, 71, 448‐463.

例：Fonken et al. (2012, PNAS).

129

'Lock5Data' package 
in R/CRAN

(Lock et al., 2012, Wiley)

130

Light/Dark
(LD)群

Light/Dim Light
(DM)群

Continuous Light
(LL)群

130従属変数は体重増分[g]
岡田（2014） ベイズ統計による情報仮説の評価は分散分析にとって代わるのか？ 基礎心理学研究, 32, 223‐231.

研究仮説



 夜が明るいほど体重は増加する



 夜が暗くないと、体重は増加する

 ,	
 とくに一貫した関係はない

131統計的データ解析における仮説とは、
パラメータ に関する仮説 である。

情報仮説
（informative 
hypothesis）

無制約仮説→

仮説 の複雑さ ：

仮説 の当てはまり

ベイズファクター
.. 132
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仮説 の複雑さ ： 33

仮説 の当てはまり

ベイズファクター
.. 133

結果

 夜が明るいほど体重は増加する

 夜が暗くないと、体重は増加する

 ,	 とくに一貫した関係はない

134
詳細・プログラム → 岡田(2014, 基礎心研; 上はTab 3)

Hoijtink (2013, Chapman&Hall/CRC; 2009, Springer)

135

ベイズファクターによる
情報仮説の評価の実行

電王戦の例

「人間が勝つ確率θが0.5よりも大きい」という情報
仮説を考える

この情報仮説を、次の仮説に対してベイズファク
ターで比較する

事前分布は を使う

Stanのコードはパラメータ推定のときと同じ。
136

電王戦の例

137

denou.fit <‐ stan(file = 'denou_binomial.stan', data = 
denou_dat,iter=10000)
theta.post <‐ extract (denou.fit, "theta")

c.m <‐ 0.5
f.m <‐mean(theta.post[[1]]<0.5)

BF.mu <‐ f.m / c.m
BF.mu

BF.mmc <‐ (f.m/c.m) / ((1‐f.m)/(1‐c.m))
BF.mmc

Rにstanの推定結果を
とってくる

電王戦の例：結果

138

無制約仮説 に比べて仮説 は、データによって
オッズ比を1.94倍にする程度に支持された

考えているのと反対の仮説 に比べて仮説 は、

データによってオッズ比を32.7倍にする程度に支持
された

23



八学校の例（階層モデル）

「全体での効果 が0よりも大きい」という情報仮説
を考える

この情報仮説を、次の仮説に対してベイズファク
ターで比較する

事前分布は を使う

Stanのコードはパラメータ推定のときと同じ。
139

八学校の例

140

schoolsWpp.fit <‐ stan(file = 'schools_pp_waic.stan', 
data = schools_dat,iter=10000)
mu.post <‐ extract (schoolsWpp.fit, “mu”)

c.m <‐ 0.5
f.m <‐mean(mu.post[[1]]>0)

BF.mu <‐ f.m / c.m
BF.mu

BF.mmc <‐ (f.m/c.m) / ((1‐f.m)/(1‐c.m))
BF.mmc

八学校の例：結果

141

無制約仮説 に比べて仮説 は、データによって
オッズ比を1.88倍にする程度に支持された

考えているのと反対の仮説 に比べて仮説 は、

データによってオッズ比を16.2倍にする程度に持さ
れた

142

まとめと振り返り

まとめと振り返り

モデルチェック

 外的妥当性の確認

 視覚的事後予測チェック

 事後予測p値（posterior predictive p‐value）
 感度分析

モデル比較

 情報量規準（information criteria）
AIC, DIC, WAIC

 ベイズファクター（Bayes factor） 143

まとめと振り返り
予測のよさの指標はAICに端を発し、MCMCと相性が

よくBUGSに搭載されて広まったDIC、そしてその改良
版であるWAICが最近は推奨されている

WAICはStanで直接出力されるわけではないが、
generated quantitiesブロックで尤度項を定義してやる
ことにより、比較的容易に計算できる

ベイズファクターは事後モデル確率とも関連し、伝統
があり解釈の容易なモデル比較のための量である。
しかし、MCMCを用いた推定でWAICほど汎用的に使
えるわけではない（が多くの研究が進んでいる）。

情報仮説の評価の枠組みはMCMCとの相性がよい。144
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We believe model selection to be relatively unimportant 
compared to the task of constructing realistic models that 
agree with both theory and data. In most cases, we would 
prefer to fit a complicated model, probably using Bayesian 
methods but not BIC and then summarize it appropriately 
to answer the substantive questions of interest

(Gelman & Rubin, 1995)
現実をよく反映した（十分に複雑な）モデルを作る努力の方

がモデル選択よりも重要

指標がよくても、解釈できない統計モデルに基づく議論を
擁護することは困難
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モデル選択は可能なのか...？
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最近の書籍紹介

「BDA3」
(2014)

147

「犬３匹本」
(2010)

148

「犬4匹本」
(2014)

149

「コワイ本」
「赤い人の本」
(2014)

150
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情報仮説
の評価

151

(2008)

(2011)
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最近の研究例

153

研究例 この論文で行っていること

154
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アイオワギャンブル課題（IGT）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zsimolabs.iowa

この論文で行っていること
 IGTの個人ごとの時系列選択データに対して、理論を

反映し複数の解釈できる母数を持つモデルを比較

 プロスペクト理論に基づく２モデル

 Win‐Stay‐Lose‐Switch戦略に基づくモデル

をMCMC法を用いて当てはめ、WAICを使って予測の
良さを比較

156

VPPモデル
のWAICが
最小
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各母数の事後分布
157
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