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本日の流れ

検定論の復習

ベイズ推定の基礎

ベイズ統計学と頻度論の統計学

モデルの選択・評価

情報仮説の評価

マルコフ連鎖モンテカルロ法

BUGS （Gibbsサンプリング、Metropolis‐Hastingsアル
ゴリズム）

 Stan （ハミルトニアン・モンテカルロ、No‐U‐Turn 
sampler） 3

問 以下の語句を説明せよ

ｐ値 (p‐value)

有意 (significant)

独立な２群のｔ検定［対応のないｔ検定］

 (independent two‐group t‐test)
4



仮説検定のロジック（例：ｔ検定）
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データ データ

確率分布
（母集団分布）

ℇ ,		等分散性が成立 とする

仮説検定のロジック（例：ｔ検定）
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データ データ

確率分布

ℇ ,		等分散性が成立 とする

検定統計量

ここで

帰無仮説 が真のもとで、検定統計量 の
分布は既知である（自由度 のt分布）

データから求めた検定統計量の実現値が、この帰無
分布の極端な方 に入ったならば、前提とした
「 」が間違っているのだと考え、 を棄却し
「 」を採択する
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のもとでの
検定統計量の分布

 が真のときの検定統計量 の分布は既知
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ｐ値

のもとでの
検定統計量の分布

データから得られた
検定統計量の実現値



 が真のときの検定統計量 の分布は既知

 のもとで、今回と同じ標本サイズのデータを母集団
から抽出することを繰り返したときに、今回得られたよ
りも極端な（＝帰無仮説から遠い）検定統計量の値が
得られる確率がp値
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ｐ値

のもとでの
検定統計量の分布

データから得られた
検定統計量の実現値

p値 =  

p値はprobabilityのpだときいたし、何かの確率
だろう。えっと…

「帰無仮説が正しい確率」

「研究者の仮説が間違っている確率」

p値を求めるにあたり、帰無仮説 が
正しいことは「前提」である。仮説が
正しい／誤りの 確率を考えている
訳ではない。

p値
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検定では事前に有意水準αを研究者が定める

データから求めたp値が、有意水準αより
も小さい値になったとき、「有意である」
（significant）という。

現実的に意味がある／ないことを議論して
いる訳ではない。有意という言葉にだま
されてはいけない。

統計学の理解にあたっては、ラベルではなく、
定義を正しく理解する必要がある

「有意」
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頻度論

Jerzy Neyman
(1894‐1981)

Egon Pearson
(1895‐1980)

Thomas Bayes
(1701‐1761)

ベイズ

フィデュー
シャル？

Ronald A Fisher
(1890‐1962)

Harold Jeffreys
(1891‐1989)

(image: Wikipedia)



統計学における仮説とは、母数に関する仮説 である

頻度論においては、母数は未知の定数である。したがっ
て、母数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、それを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

問 以下の語句を説明せよ

確率 (probability)

条件付き確率 (conditional probability)
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事象Aの起こりやすさの度合いを0以上1以下の実数である
確率P(A)で表す

標本空間Ωの任意の事象Aに対し、実数P(A)が定まって以下
の3つを満たすとき、P(A)を事象Aの確率(probability)という





 事象 が互いに排反ならば、

定義 (確率)

シグマ加法性

確率 条件付き確率

 が起きたという条件のもとで、 が起きる

条件付き確率は

 ＝
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＝



乗法定理
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＝ ×

＝ ×

ベイズ（Bayes）の定理

例：1個のサイコロを投げたとき、

 A: 奇数の目がでる

 B: 4以下の目がでる
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ある変数 が次の2条件を満たすとき、 を確率変数
（random variable, r. v.）という.
 のとりうる値の全体 が既知

 の各値に確率が与えられている

 の値域（range）
 の実現値（observed value）: 観測された の値

確率変数の例：コイン投げ、サイコロ振り、…
確率分布：確率変数のとりうる値と、その値をとる確率と

をまとめたもの。全確率1がどのように変数の各値に分布
しているかを表す。

定義 (確率変数)

データ

ベイズ統計学の考え方

母数 がわからない（知りたい）。そのわからなさ
＝不確実性の度合いを、確率によって表現しよう。

 つまり、母数を確率変数と考えよう。

データ は、母数 に関する情報を持っている。そ
こで、データ を得たら、母数 についての確率を、
ベイズの定理を使って更新しよう。
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ベイズ推定の基礎

21

Thomas Bayes (1702‐1761)
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Bayes and Price (1763) “An essay toward 
solving a Problem in the Doctrine of Chance”
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２項分布 にしたがうデータ を観測したという条
件のもとで、つぎの条件付き確率を求めよ

ベイズ推定
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事前分布
事後分布

事後分布 事前分布

データ

ベイズ推論

データ発生分布／サンプリング分布／尤度

エビデンス／周辺尤度



ベイズ推定
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事前分布
prior distribution

事後分布
posterior distribution

データ分布
サンプリング分布
sampling distribution
尤度
likelihood 

とくにこの形を
非正規化事後分布
unnormalized posterior distribution
という

ベイズ統計学

条件付確率の「正しい」計算はベイズの定理で
ある。

ベイズの定理は、「確率」を「確率分布」に変え
ても成り立つ

ベイズの定理において、各「確率」を「確率分
布」に変えて、データによって得られた情報を更
新していく枠組みを考えるのがベイズ統計学
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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 を確率変数と考えて、ベイズの定理

を用いて推論を行う統計学

 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ことにより、
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、確率をアップ
デートしていくことができる
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なぜいま、ベイズ統計学なのか？
大別して2つの理由があると思われる

理由１：哲学的側面

 頻度論の枠組みは実は直感に合わない。研究
者が本当に知りたいことは何かを考えると、ベイ
ズ統計学の枠組みの方が自然で、現実に合って
いる。

理由２：実用的側面

 母数推定のための汎用的で効率のよいアルゴリ
ズムとして、マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）
法がある。MCMC法を用いると、母数についての
確率分布が得られる。すなわち、MCMC法ではベ
イズ推定をしていることになる。 28



マルコフ連鎖モンテカルロ法への要請
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久保(2012) 『データ解析の
ための統計モデリング入門』
岩波書店

例１： ２項分布のベイズ推論

フェアなコインか？を知りたい コインをn回投げて、表の
でる回数ｙを観測する実験

出生する女性の割合を知りたい。新生児ｎ人のデータを
集め、うち女性の人数yを観測する調査

データ分布（サンプリングモデルsampling model）：
2項分布

 サンプリングモデルは

 : 成功確率（表が出る確率）母数

 これを と書く
30

事前分布

ベイズ推論では母数に事前分布を設定する

とくに事前情報はないので、まずは、θに一様分布
を設定することにする

ベイズの定理より、θの事後分布は

これはベータ分布（beta distribution）である。すなわち、
事後分布は
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ベータ分布

ベータ分布の確率密度関数は：
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（Kruschke, 2011, p.82）

ただし
ベータ関数



事後分布の例
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ベータ分布の平均

ベータ分布 の平均は
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ベータ分布の分散

ベータ分布 の分散は
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14 ⋅ 3 .083 21100 ⋅ 11 .019 25100 ⋅ 11 .023

ベータ分布のモード

ベータ分布 のモードは

36



事前分布（一般化）

θに関する一様分布 は、ベータ分布の特殊な場合
である。この事前分布をおくと、事後分布は

ベータ分布になった。

事前分布に をおくことにすると、その核は

サンプリングモデルは二項分布であり

したがって事後分布は
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自然共役事前分布

サンプリング分布が二項分布のとき、事前分布にベータ
分布をおくと、事後分布もベータ分布となる。このように事
前分布と事後分布が同じ分布族になる事前分布を、自然
共役事前分布（natural conjugate prior）という

38

事後分布 事前分布

データ

ベイズ推論

ベイズ更新

39

事前
分布

データ 表11枚、裏9枚 … 

事後
分布

事後分布の性質

ベイズ推定では、母数に関する事前分布 を、事後分
布 へとアップデートする

一般的に成り立つ性質：



事前分布の平均 は、事後平均 の可能な
すべてのデータ についての平均である



事後分布の分散 は、平均的に、事前分布の
分散 よりも小さい
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事後分布の性質

これらは以下の一般式より導かれる性質
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事後分布の要約

ベイズ推定では、事後分布 が、関心のある母数に
ついての情報を持つ

必要な場合には事後分布を要約する

 事後平均、事後モード、事後中央値

 事後分散、事後標準偏差
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高密度事後領域
（Highest posterior density
region, HPD)

中心事後区間
（central posterior interval,
CPI)
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ベイズ推論

事前分布

データ

事後分布

将来のデータ

,事後分布 ,

モデル：

θの事後分布

ｙの事前予測分布（周辺分布）
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事後分布と予測分布

サンプリング分布 事前分布



ｙの事後予測分布
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事後分布と事後予測分布 例２： 正規分布の推論（平均未知・分散既知）

正規分布 から観測された がデータとする。

ただし、まずは分散 は既知とする

サンプリング分布は

共役事前分布は

の形をしている。これを以下のように書くことにする。

つまり、
46

このとき、事後分布は

つまり 、ただし

例２： 正規分布の推論（平均未知・分散既知）
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, 

母数が2次元とする。つまり、

 の同時事後分布（joint posterior distribution）は、

いま、関心のあるのは で の事後分布を導きたいとき
には、局外母数（nuisance parameter） を積分消去すれ
ばよい：

 同時事後分布は分割しても書ける

母数が多次元の場合

48の事後分布

重み



正規分布 から観測された がデータとする。

 と は独立とし、 に一様事前分布を仮定：

このとき、同時事後分布は：

 ただし

例３： 正規分布の推論（平均・分散未知）
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ここから、 所与の の条件付き事後分布 は

 の周辺事後分布 は：

となり、これは逆カイ二乗分布である：

例３： 正規分布の推論（平均・分散未知）
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自然共役事前分布を置く場合には、

このとき、事後分布は：

 ただし

例３： 正規分布の推論（平均・分散未知）
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ベイズと頻度論

52



事後分布の正規近似

事後分布が単峰でおよそ対称なとき、正規分布による近似
が便利である

 正規分布：logをとるとθの2次関数

事後分布 の対数を事後モード でテイラー展開：

 したがって、

53

正規密度のlog

（観測情報量；ヘッセ行列）

例：正規分布の推論（平均・分散未知）

前提





このとき の事後分布の正規近似を考える

対数事後分布は

１階偏微分は：

54

i.i.d

これより事後モードは

２階偏微分は：

例：正規分布の推論（平均・分散未知）
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事後モードにおける２階偏導関数の行列は

よって、近似事後分布は：

と得ることができる

例：正規分布の推論（平均・分散未知）
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大標本理論

事後分布の漸近正規性

 が真のデータ生成分布 からの独立な観測値
とする

データを、サンプリング分布 と事前分布 でモデ
リングする

いま、真のデータ分布がモデルに含まれるならば、すなわ
ち、ある について ならば、漸近正規性に
加え、一致性（consistency）が成り立つ。すなわち、
のとき、 の事後分布は真値 に確率収束する
（分散 0となる）

大標本では、尤度が事前分布を優越する 57

頻度論 ベイズ
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データ：20試行中、成功
11回

母数：成功確率θ

点推定値（ 尤推定）



事前分布：

データ：20試行中、成功
11回

母数：成功確率θ

点推定値（MAP推定）
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95%信用区間(credible interval)

母数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 から構成した区間について
このように解釈することはできない

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

95%信用区間：95%の確

率でパラメータが含まれ
る区間

（Figures by Casella, 2008）

この区間
内の確率
が95%



事前分布の構成について

目的が母数の推論の場合は、強い事前情報がな
い場合には、母数に無情報（的）事前分布を利用
することができる

 の一様事前分布を設定した点推定は、
頻度論に基づく 尤推定と一致

目的が仮説・モデルの比較・選択である場合には、
一様事前分布の利用は適切でない

 客観ベイス（objective Bayes）
 モデル選択の困難は、頻度論においても共通

の問題である
61

モデルの選択・評価
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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

 サンプリング分布

 使う変数 など
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感度分析（sensitivity analysis）

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
ルに改良の余地があると考えられる

モデルの推論は適切か？

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、モデルの必要条件としよう

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）
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事後予測チェックの考え方



65

事後予測チェック
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
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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

データと似ていない→モデル改良の必要

大別して２種類がある

 予測の正確さの指標

WAIC, DIC, etc

 ２つのモデルを比較する指標

ベイズファクター（Bayes factor）

67

モデル評価の基準

新しいデータ点 についての予測のあてはまりのよさは、
対数スケールで次のように表せる：

 ：事後分布 から導く の予測分布

将来のデータ は未知なので、その期待値をとる（期待対
数予測分布）：

 しかし、ここで期待値をとる将来のデータ分布 は未知で
ある。通常、これをプラグインする。

68

予測の正確さの指標



AIC（Akaike Information Criterion; Akaike, 1973）

事後分布 の代わりに、点（ 尤）推定値 で について

の推論を要約する。つまり、求める期待対数予測分布は

これを観測データの対数尤度を使って求め、バイアスを補
正したのがAIC：

 パラメータ数

69

予測の正確さの指標

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

AICをよりベイズ的にしたもの。以下の2点を変更。

 尤推定値 を事後平均 に変更

 補正項 を、データに基づく実効パラメータ数（effective 
number of parameters）に

このとき、DICは 70

予測の正確さの指標

WAIC（Spiegelhalter et al., 2002）

DICを一層ベイズ的にしたもの。

をデータから計算するために、事後分布 からのサ

ンプル を用いて

71

予測の正確さの指標

 lppdはやはりelpdを過大推定するので、そのバイアスを補
正する。

これも実際に計算するには、

これを使うと、WAICは

72

予測の正確さの指標

cf. StanによるWAICの計算
https://groups.google.com/forum/#!msg/stan‐users/FJUDq2ALtEg/wclQbsDFjnEJ



ベイズファクター（Bayes Factor, BF）

(事後分布)＝(尤度)×(事前分布)÷(周辺尤度)
周辺尤度は（母数について積分消去した）仮説

のもとでのデータ の確率であり、evidence（証拠
の大きさ）と呼ばれることもある。

この比をベイズファクターと呼ぶ

73

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

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

74

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

ベイズファクターのrules of thumb

75

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)

What if ....

76



これは 近のPNAS論文の主張

77

p値とBFの対応：理論 (Johnson, 2013, PNAS Fig 1)

78

p値のカットオフ値 ＝ 有意水準α

BFのカット
オフ値

※BFはJohnson (2013 Annals Stat)の方法)

p値とBFの対応：実データ(Johnson, 2013, PNAS Fig 2)

79

Wetzels et al. (2011, Persp Psych Sci) の収集した855のt検定

p値とBFの対応：実データ(Wetzels et al. 2011, Fig 3)

80

同じデータ、Rouder et al. (2009, Psych Bull Rev)のBF



Johnson (2013, Ann Stat)の「一様 強力ベイズ検
定」を介して、p値とベイズファクター(BF)のカットオフ
値を対応づける

すると、 は に対応する. これは、
BFの標準的な解釈としては強い証拠とは言えない.

 BFの標準的な解釈で強い証拠とされる
に対応するのは、 である

したがって、

「高すぎる有意水準が、再現性の問題の原因」
81

Johnson (2013, PNAS)
そうかもしれない

Bemの「超能力」結果もBFで見ると効果は小さい
(Rouder & Morey, 2011, Psychon Bull Rev)

同種の議論は昔からある（e.g., Berger & Selke, 1987, JASA）

α=.05の根拠はそもそも大きくない

ただし、αを下げることは、βを（ときに激しく）
上げることでもある

82

「p<.05」は甘すぎる基準か？

ベイズ推論による情報仮説の評価

83

この問題設定は現実に即しているだろうか？

84

点帰無仮説の検定の問題点

確率密度



帰無仮説 は常に間違っている
（Loftus, 1996, Curr Dir Psych Sci）

対立仮説 はなにも主張していない

点帰無仮説の検定とp値に依存するのは危険
85

点帰無仮説の検定の問題点

事前に情報仮説を持っておく

→ 検定でのfalse-positiveを減らせる

ただし検定で
は情報仮説の
よさを直接
評価できない

86

Murayama et al. (2014)の提案

ibid., Fig 1
N=20

例：Fonken et al. (2012, PNAS).

87

'Lock5Data' package 
in R/CRAN

(Lock et al., 2012, Wiley)

88

Light/Dark
(LD)群

Light/Dim Light
(DM)群

Continuous Light
(LL)群

88従属変数は体重増分[g]



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

89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→

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 90

91

確率密度

92

事前分布 事後分布

データ

「Ha:  」の下での事前分布と事後分布



93

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 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（モデルの複雑さ, 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（モデルの当てはまり, fit）

94

95

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 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（モデルの複雑さ, 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（モデルの当てはまり, fit）

 と を比較するベイズファクターは

96

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



仮説 の複雑さ ：

仮説 の当てはまり

ベイズファクター
.. 97

仮説 の複雑さ ： 33

仮説 の当てはまり

ベイズファクター
.. 98

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

99
詳細・プログラム → 岡田（2014） 基礎心研 (上はTab 3)

Hoijtink (2013, Chapman&Hall/CRC; 2011, Springer)

事後モデル確率（posterior model probability; PMP）

今回のデータでは


.. . .


.. . .

 . . . 100



でもベイズ推定って事前分布をどうするの？

あるクラスの情報仮説（同等集合equivalent setに属するも

の）では、無情報事前分布を利用すれば結果に事
前分布が影響しない

101

事前分布の影響

(Hoijtink, 2013, Int Stat Rev)

事前分布の構成について

目的が母数の推論の場合は、強い事前情報がな
い場合には、母数に無情報（的）事前分布を利用
することができる

 の一様事前分布を設定した点推定は、
頻度論に基づく 尤推定と一致

目的が仮説・モデルの比較・選択である場合には、
一般に一様事前分布の利用は適切でない

 情報仮説の評価の枠組みはこの困難から自由

 客観ベイス（objective Bayes）
 モデル選択の困難は、頻度論においても共通

102

H0はどこへ消えた？



 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

 : 
 夜の明るさによらず、体重は等しい 103 104

事前分布

データ

「H0:  」の下での事前分布と事後分布

事後分布



Savage‐Dickey密度比の利用

例：「 」のSavage‐Dickey密度比とは：

105

(Verdinelli & Wasserman,
1995, JASA)

ただし、Savage‐Dickey密度比は事前分布に依存する

期待事後事前分布(expected‐posterior prior; Perez & 
Berger, 2002, Bmtrk）を採用してBIEMSでベイズ推定する
と：

106

Borel‐Kolomogorovのパラドックス
確率０の仮説（e.g.,  ）を扱うとき、それで条件付けた確

率はパラメタリゼーションに依存する(Lindley, 1997, JSPI)
例 →→

107

 (a)

 (b)

等号制約のある仮説（ ）は扱いにくい
十分注意する必要がある

例２： Orobio de Castro et al. (2003):

108

ネガティヴ感情を誘導することが、少年(M=11歳, SD=1.2)
の敵意帰属にどのような影響を与えるか

 攻撃性（3水準）：低（no）、中程度（moderate）、高
（high）

 条件（2水準）：ネガティヴ感情誘導（negative）、コント
ロール（neutral）



van de Schoot et al. (2011, Dev Psych)の再分析

109

ベイズ推定による情報仮説の評価を用いて、同じデータ
を再分析

古典的ANOVAの仮説

110

攻撃性

低 中 高

ネガティヴ
感情誘導

無 無低 無中 無高

有 有低 有中 有高

, 攻撃性の への影響が０

, 感情誘導の への影響が０

, 攻撃性と感情誘導の交互作用の への影響が０

情報仮説

111

無低 有低,  無中 有中 ,  無高 有高

有低 無低 有中 無中

有高 無高

(Dodge, 1985, Academic Press)

(Orbio de Castro et al., 2002, Child Devel)

結果 (van de Schoot et al., 2011, Dev Psych)

仮説 fi ci BF (vs Ha) PMP

H1 .06 .25 0.24 .04

H2 .64 .16 4.00 .59

H3 .03 .02 1.50 .22

Ha 1 1 1.00 .15

112H2 有低 無低 有中 無中 有高 無高



KISS: keep it simple and stupid....?

113

（Robert Axelrod, 1997）

単純なモデルは、仮定が少ないぶん、頑健

しかし、適切に情報を利用すること、頭を使うことの重要
性は変わらない. 単純すぎるモデルは、複雑すぎるモデ
ルと同様に、誤りのもとである. 
 とくに調査・観察データでは重要 例：層別相関

Fisherのアヤメデータ

確率的現象としてのデータを生み出す真のメカニズ
ムを、確率分布を用いて表現（近似）したもの

"All models are wrong, but some are useful"
― George E. P. Box

 や ではなく、役に立つモデルを構築・評価した
い

114

統計モデルとは

(pic: wikipedia)

複雑な統計モデルでも、汎用ソフトウェアで柔軟に
構築・推定できる

 検定の作られた時代とは決定的に違う

115

計算機のある現代

Stan
(Gelman)

BUGS
(Spiegelhalter)

『研究者のための
統計的方法』(1925)

『実験計画法』(1935)

R. A. Fisherの世界的ベストセラー

検定

116

変容する統計学の活用法

と付随する枠組み

仮説・モデルの
積極的利用

型にはまった
オーダーメイドの



画一的分析から、現象のモデル構築・評価へ

117

成熟した車市場

成熟した
統計分析

マルコフ連鎖モンテカルロ法

＝マルコフ連鎖 ＋ モンテカルロ法

目的：母数の事後分布からの乱数生成

母数が高次元・モデルが複雑になると、事後分布
を解析的にもとめ、それを評価する（平均［点推
定］や標準偏差［区間推定］を求める）ことが事実
上できなくなる

そんな場合でも、MCMCにより事後分布からの乱
数が生成できれば、点推定や区間推定ができる

118

(Markov chain Monte Carlo, MCMC)

119

（Lee & Wagenmakers, 2013）

MCMC汎用ソフトウェアの歩み

1990 Gelfand & Smith の論文(JASA)
1995頃 BUGS
1997 WinBUGS 1.0
2006 BUGSのOpen化が宣言 → OpenBUGS
2007 WinBUGS 1.4.3（ 終版）

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

120



WinBUGS / OpenBUGS / JAGS / Stan

121

WinBUGS: 
http://www.mrc‐bsu.cam.ac.uk/bugs/
winbugs/contents.shtml

OpenBUGS: 
http://www.openbugs.net/w/FrontPage

 JAGS: 
http://mcmc‐jags.sourceforge.net/

 Stan:
http://mc‐stan.org/

(2012)

122

乱数を用いた数値計算の総称（von Neumann）

例：円周率の推定 ランダムに点を打ち、円の中に入って
いるものの個数を数えあげる

モンテカルロ法

123

(Wolfram demonstrations project)

積分を解析的に解けない

しかし、乱数発生・評価は可能

多数解発生された乱数値（モンテカルロ標本）に
基づいて、関心のある統計量（e.g., 平均、分散、
比率、区間など）のプラグイン推定値を計算

 個の独立な乱数値から求めたモンテカルロ推

定値の精度は、 に比例

 100倍のモンテカルロ標本があると、精度が1桁
あがる

モンテカルロ法

124

(Meropolis and Ulam, 1949, JASA)



確率変数列 が

という特性（マルコフ性）を持つこと

 １つ前の値だけに依存して、次の値の確率が
決まる

推移核が時間 に依存しない

とき、そのマルコフ連鎖は時間的に斉一（time 
homogeneous）という

マルコフ連鎖

125

推移核

126

すごろくで 回目にサイコロを投げたあとにいるマスの確率
変数列を考えると、これはマルコフ連鎖である

マルコフ連鎖がエルゴード性を満たすとき、十分
大きい回数推移核を作用させると、任意の初期
値からはじめたマルコフ連鎖の確率分布は定常
分布に収束する

この定常分布が事後分布になるように、マルコフ
連鎖を構成するのがMCMC法

具体的な方法として：

 Gibbsサンプリング法

Metropolis‐Hastings法
 Hamiltonian Monte Carlo法

マルコフ連鎖の定常分布

127

例： 目標分布

同時分布はよく知られた形にならないが、

アルゴリズム：以下のサンプリングを繰り返す





代表的な例：正規分布モデル







Gibbsサンプラ―

128

,



Gibbsサンプラ―

129

（Figure by Dr. Frank Dellaert）

130

（前川・村山、2009）

Gibbsサンプラーによるサンプリング過程の例

目標は複雑な分布 ∗からの乱数発生

直接行うのが困難なので、それを覆う提案分布∗からの乱数 を発生する

[0, ∗ ] からの一様乱数 を発生する

 ∗ なら、 を採択. そうでなければ棄却. 

採択・棄却法（acceptance‐rejection sampling)

131

（Figure by Dr. Frank Dellaert）

提案分布からの乱数を用い、それを採択・棄却す
るのは採択棄却法と同じ

提案分布に、目標分布を覆う分布を用いる代わり
に、マルコフ連鎖を用いる

 たとえばrandom walkによる提案分布：
ひとつ前の値を平均とした正規乱数

Hastings比を採択確率にすることで、目標分布が
定常分布となるマルコフ連鎖を構成できる

Metropolis‐Hastings アルゴリズム

132



2変量正規分布における5つの独立なMCMCの例

133

（Gelman, Carlin, Stern, Dunson, Vehtari, & Rubin, 2013, Fig 11.1）

(a)  (b)  (c) (b)のうち
後半部のみ
の別表現

2変量正規分布における5つの独立なMCMCの例

134

（Gelman, Carlin, Stern, Dunson, Vehtari, & Rubin, 2013, Fig 11.1; Table 11.1）

MCMCの収束

MCMCは、繰り返し数を大きくしたとき定常分布が

事後分布になることを保証するが、その繰り返し
数が何回なのかの保証はない

 連鎖の収束を確認する必要

収束判定には様々な方法（cf. coda package; Plummer et 
al., 2006, R News）

Stanでの推奨： 複数（ 本）の連鎖を走らせ、
（Gelman & Rubin, 1992, Stat Sci）が1に近いことを確認

＝
母数の分散の推定値

本の 連鎖内分散の平均 135

２項分布の例の
DAG（有向非巡回グラフ）による表現

136

Lee & Wagenmakers (2014)



BUGSコード

137

Lee & Wagenmakers (2014)

3.2 2枚のコインの比率の差に関心がある場合

138

BUGSコード

139

3.3 ２人が同じコインを投げるような場合

140



BUGSコード

141 142

事前予測分布・事後予測分布

事前分布

データ

事後分布

事後予測分布

事前予測分布

143

事前分布・事後分布

事前予測分布・事後予測分布

2枚のコインの比率の差に関心がある場合
（事後予測分布も）

144



Θの事後分布とk1, k2の事後予測分布

 k1=0, k2=0, n1=10, n2=10 のとき

145

Today’s posterior is tomorrow’s prior

146

自然共役事前分布を使わない、階層型の一般化線形モ
デルの推定において、BUGS/JAGSのMCMCが非常に多く
の回数のiteration後にも収束しない事例

階層ベイズコンパイラー（Daumé, 2007）も×

実装ではなく、サンプリング・アルゴリズムの改良が必要

ハミルトニアン・モンテカルロ（Hamiltonian Monte Carlo, 
HMC）法を試すと、数百回のiterationで収束

HMCに必要な勾配（gradient）計算に数値微分パッケー
ジ利用し、BUGS的な言語仕様でて汎用化（2011年春）

HMCのチューニングパラメータを自動設定するためNo‐
U‐Turnサンプラーを開発、実装

が、BUGSより遅い…→ ベクトル化、標準化により高速化

Stanの開発経緯

147

Hybrid Monte Carloとも (Duane et al, 1987; Neal, 1993)
ハミルトン力学とのアナロジーを利用したMCMC
 ポテンシャルエネルギー：

 運動エネルギー: 
Metropolisアルゴリズムの一種だが、より"ジャンプ"が大

きく、受容確率が高く、効率がいい

HMCのアルゴリズム

1. 正規乱数 を生成

2. 力学系にしたがい ステップの をアップデート

3. 採択／棄却

Hamiltonian Monte Carlo (HMC)

148



function 
Set

Set 
Set

return  , 

Hamiltonian Monte Carlo (HMC)

149

（Neal, 2013, Chapman & Hill/CRC）

NUTSの各ステップは次のように進む

1. 正規乱数 を生成

2. (スライス変数のサンプリング )
3. 力学系にしたがい、 をまず1ステップ、次に2ス

テップ、次に4ステップ、…と進める（or戻す）

4. 今回の軌跡がUターンをしたら、停止して次へ

Stan (Hoffman & Gelman, 2012) に実装されている

http://mc‐stan.org/index.html
ここ1, 2年で活用例が増加中

No‐U‐Turn Sampler (NUTS)

150

(Hoffman & Gelman, 2014, 
J Mach Learn Res) 

Stan Webサイト http://mc‐stan.org/

151

RStanのインストール

152RStan Getting Started 
https://github.com/stan‐dev/rstan/wiki/RStan‐Getting‐Started

Sys.setenv(MAKEFLAGS = “‐j4”)  #4コアで使う設定の場合

source('http://mc‐stan.org/rstan/install.R', echo = TRUE, 
max.deparse.length = 2000)

install_rstan()

insta
library(rstan) 



RStanでの分析の模式図

153MCMC結果

データ
母数
モデル

母数

データ

モデル

例１： 回帰分析

スキージャンプ競技において、1回目の飛距離の
データから2回目の飛距離のデータを線形予測

ソチオリンピック・男子ラージヒル競技における2
回目も飛んだ30名のデータ（FISウェブサイトより）

154

http://data.fis‐ski.com/dynamic/results.html?sector=JP&raceid=3854

データの準備

155

library(XML)
u = "http://data.fis‐
ski.com/dynamic/results.html?sector=JP&raceid=3854"
raw <‐ readHTMLTable(htmlParse(u),colClasses = 
c(rep("numeric",3),"character","numeric","character",rep("numeric
",5)))

jumpdata <‐ raw[[2]][1:30,c(4,5,6,7,9,11)]

names(jumpdata) <‐
c("name","year","nation","jump1","jump2","points")

attach(jumpdata)

jump2s <‐ as.vector(scale(jump2))
jump1s <‐ as.vector(scale(jump1))

データ

156

http://data.fis‐ski.com/dynamic/results.html?sector=JP&raceid=3854



Stanで書くモデル

157

model {
alpha ~ normal(0,10);    
beta ~ normal(0,10);
sigma ~ cauchy(0,5);
for (i in 1:N)
y[i] ~ normal(alpha + beta * x[i], sigma);

}

モデル

事前分布
データはlistとしてRからStanに渡される

Stanでのデータの受け取り

parameters {

Stanにおけるデータ

158

data <‐ list(N=nrow(jumpdata),y=jump2s,x=jump1s)

data {
int<lower=0> N;
vector[N] y;
vector[N] x;
}

※ここではscale()を用いて飛距離を標準化した

parameters{
real alpha;
real beta;
real<lower=0> sigma;
}

データはlistとしてRからStanに渡される

regression.stanというファイルに書かれているモデ
ルを実行

データはRのリストdata
ほかはデフォルトの設定

MCMCの繰り返し数は2000回
 burn‐inは前半（1000回）

MCMCのチェーンは乱数を初期値として4連鎖

StanによるMCMCの実行

159

fit <‐ stan(file="regression.stan", data=data)

StanによるMCMCの実行

160



MCMC推定結果（トレース）

161

traceplot(fit)

MCMC推定結果（要約統計量）

162

print(fit, digits=3)

MCMC推定結果（要約グラフ）

163

plot(fit)

中央値と80%信用区間

結果（回帰直線；母数の事後平均を点推定値）

164

alpha.hat <‐ get_posterior_mean(fit,"alpha")[,5]
beta.hat <‐ get_posterior_mean(fit,"beta")[,5]

plot(jump1s,jump2s,pch=19)
abline(a=alpha.hat,b=beta.hat)



ベクトル化

Stanの1変量確率分布はベクトル化されている

for (i in 1:N)
y[i] ~ normal(alpha + beta * x[i], sigma);

と

y ~ normal(alpha + beta * x, sigma);
は同じ意味だが、後者の方が高速

例1で検証してみる

165 166

model {
alpha ~ normal(0,10);    
beta ~ normal(0,10);
sigma ~ cauchy(0,5);
for (i in 1:N)
y[i] ~ normal(alpha + beta * x[i], sigma);

}

model {
alpha ~ normal(0,10);    
beta ~ normal(0,10);
sigma ~ cauchy(0,5);
y ~ normal(alpha + beta * x, sigma);

regression.stan

regression_vec.stan

結果 iter=50000

167

regression.stan

regression_vec.stan

ただし、コンパイルに要する時間は別

ベクトル化

168

ptm <‐ proc.time()
fit <‐ stan(file="regression.stan", data=data, iter=50000)
time.sca <‐ proc.time() ‐ ptm

ptm <‐ proc.time()
fit <‐ stan(file="regression_vec.stan", data=data, iter=50000)
time.vec <‐proc.time() ‐ ptm

time.sca; time.vec



標本サイズが大きいと（N=10,000）

169

set.seed(53)

x <‐ rnorm (n=10000,sd=1)
y <‐ 0.8 * x + rnorm(n=10000,sd=0.6)

data <‐ list(N=10000,y=y,x=x)

fit <‐ stan(file="regression.stan", data=data, iter=10000)
fit <‐ stan(file="regression_vec.stan", data=data, 
iter=10000)

結果 iter=10000

170

regression.stan

regression_vec.stan

例２： 線形モデル

1970年前後に行われた、小学校における教育テ
レビ番組利用に関する無作為化対照試験(RCT)
データ

説明変数

 treatment: ある教育テレビ番組の利用有無

 pre.test: 学期始め（授業開始前）のテスト得点

 inter: 上記2変数の交互作用

従属変数

 post.test: 実験期間終了時のテスト得点 171

(Gelman & Hill, 2006, Chap. 9.3) データ

172

（Gelman & Hill, 2006, Fig 9.4）



データの準備

173

electric <‐ read.table ("electric.dat", header=T)
electric4 <‐ electric[electric$Grade==4,]
attach(electric4)

post.test <‐ c (treated.Posttest, control.Posttest)
pre.test <‐ c (treated.Pretest, control.Pretest)
grade <‐ rep (Grade, 2)
treatment <‐ rep (c(1,0), rep(length(treated.Posttest),2))
n <‐ length (post.test)

data <‐ list(N=n,post_test=post.test,treatment=
treatment,pre_test=pre.test)

※今回は4年生だけ データのstanへの受け渡し

174

data <‐ list(N=n, post_test=post.test,
treatment=treatment, pre_test=pre.test)

data {
int<lower=0> N;
vector[N] post_test;
vector[N] treatment;
vector[N] pre_test;
}

transformed data {
vector[N] inter
inter <‐ treatment .* pre_test;
}

Stanファイル

175

parameters {
vector[3] beta;
real alpha;
real<lower=0> sigma;
}
model {
post_test ~ normal(beta[1] * treatment + 

beta[2] * pre_test + beta[3] * inter + alpha, sigma);
}

モデル

Stanにおける事前分布

parameters{}内で指定した各母数には、 model{}
内で事前分布が設定される必要がある

model{} 内に明示的に事前分布が書かれていな
い母数には、その台（support）への一様事前分布
が自動的に設定される

 暗黙の一様事前分布（implicit uniform prior）
 今回のモデルでは全ての母数がこれに該当

StanはBUGSと違い、非正則（improper）な事前分
布も利用できる

176



データはlistとしてRからStanに渡される

StanによるMCMCの実行

177

fit <‐ stan(file="electric.stan", data=data)
traceplot(fit)

stan() はS4クラス stanfit のオブジェクトを返す

print(), plot(), traceplot()などの総称的関数
（generic function）は、 stanfitクラスのオブジェクト
に対して、独自の挙動をする

Stan()が返すオブジェクト

178

MCMC推定結果（要約統計量）

179

print(fit, digits=3)

MCMC推定結果（要約グラフ）

180

中央値と80%信用区間

plot(fit)



Stanのコード

181

data {
[宣言]

}
transformed data {
[宣言] [文]

}
parameters {
[宣言]

}

transformed parameters {
[宣言] [文]

}
model {
[宣言] [文]

}
generated quantities {
[宣言] [文]

}

６つのブロックからなる. この順序は固定

modelブロックだけが必須

外部（R）から
読み込み

サンプリング
する母数

宣言（declaration）と文（statement)

182

data <‐ list(N=n, post_test=post.test,
treatment=treatment, pre_test=pre.test)

data {
int<lower=0> N;
vector[N] post_test;
vector[N] treatment;
vector[N] pre_test;
}

transformed data {
vector[N] inter
inter <‐ treatment .* pre_test;
}

（再掲）

宣言
宣言

文
（変数の）

宣言（declaration）と文（statement)

183

parameters {
vector[3] beta;
real alpha;
real<lower=0> sigma;
}
model {
post_test ~ normal(beta[1] * treatment + 

beta[2] * pre_test + beta[3] * inter + alpha, sigma);
}

モデル

（再掲）

宣言

文

整数型

 int N;
 int<lower=1> N;
 int<lower=0, upper=1> cond;

実数型

 real theta;
 real<lowe=0> sigma;
 real<lower=‐1> x;
 real<lower=‐1, upper=1> rho;

Stanにおける変数の型（1変量）

184

Stan Reference Manualより

（順序入れ替え）



列ベクトル

 vector[3] u; 実数値をとる要素数3の列ベクトル

 vector<lower=0>[3] u;  上記で非負

要素の和が1になる列ベクトル 単体; unit simplex
 simplex[5] theta;  

要素が昇順に並んでいるベクトル（順序ベクトル 例: 
）

 ordered[5] c;
 positive_ordered[5] d;  正の値だけをとる場合

行ベクトル

 row_vector[1093] u;

Stanにおける変数の型（ベクトル）

185

Stan Reference Manualより

（順序入れ替え）

 y ~ normal(mu,sigma);
 正規分布: 平均mu, 標準偏差sigma

 y ~ student_t(nu,mu,sigma);
 （一般化）ｔ分布: 自由度nu, 位置母数mu, 尺度母数sigma

Stanで使える確率分布の例

186

Stan Reference Manualより

 y ~ cauchy(mu,sigma);
 コーシー分布: 位置母数mu, 尺度母数sigma

 y ~ lognormal(mu,sigma);
 対数正規分布: 平均mu, 標準偏差sigma

Stanで使える確率分布の例

187

Stan Reference Manualより

188

(by Jeffrey Arnold; http://www.jrnold.me/blog/jagsopenbugs‐to‐stan‐distributions.html )



189

(by Jeffrey Arnold; http://www.jrnold.me/blog/jagsopenbugs‐to‐stan‐distributions.html )

例３： 一般化線形モデル

総合的病害虫管理（integrated pest management）が、ゴ
キブリの数の減少に効果があるか？

説明変数

 treatment: 処遇（総合的病害虫管理の導入）の有無

 roach1: 事前のゴキブリ数指標

 senior: 高齢者向け住宅か否か

従属変数

 y: ゴキブリの数 [計数データ → ポアソン回帰]

190

(Gelman & Hill, 2006, Chap. 8.3)

データのstanへの受け渡し

191

data <‐ list(N=n, exposure2=exposure2, treatment=treatment, 
senior=senior, roach1=roach1, y=y)

data {
int<lower=0> N; 
int y[N];
vector[N] exposure2;
vector[N] treatment;
vector[N] senior;
vector[N] roach1;
}

transformed data {
vector[N] log_expo;
log_expo <‐ log(exposure2);
}

Stanファイル

192

parameters {
vector[3] beta;
real alpha;
} 
y ~ poisson_log(log_expo  + beta[1] * treatment 

+ beta[2] * senior + beta[3] * roach1 + alpha);

モデル



データはlistとしてRからStanに渡される

StanによるMCMCの実行

193

fit <‐ stan(file="roaches.stan", data=data)
traceplot(fit)

MCMC推定結果（要約統計量）

194

print(fit, digits=3)

MCMC推定結果（要約グラフ）

195

中央値と80%信用区間

plot(fit)

２値（0,1）の従属変数ｙ

ロジスティック回帰

196

(Stan Manual, sec 9.4)

}

data {
int<lower=0> N;
real x[N];
int<lower=0,upper=1> y[N];

}
parameters {

real alpha;
real beta;

}
model {

for (i in 1:N)
y[i] ~ bernoulli(inv_logit(alpha + beta * x[i]));

}

モデル



２値（0,1）の従属変数ｙ

プロビット回帰

197

(Stan Manual, sec 9.4)

}

data {
int<lower=0> N;
real x[N];
int<lower=0,upper=1> y[N];

}
parameters {

real alpha;
real beta;

}
model {

for (i in 1:N)
y[i] ~ bernoulli(Phi(alpha + beta * x[i]));

}

モデル

	

	
は標準正規分布の

累積分布関数

parameters {
real[2] mu;
real sigma;
real rho;

}
model{
y ~ normal(rho*mu[1]+(1‐rho)*mu[2], sigma);
rho ~ uniform(0,1);
sigma ~ inv_gamma(0.01,0.01);

}

よくない例

198

どこがよくないのか？

(Stan User's list MLより改変)

Stanでのデータの受け取り

よくない例

199

parameters {
real[2] mu;
real<lower=0> sigma;
real<lower=0, upper=1> rho;

}
model{
y ~ normal(rho*mu[1]+(1‐rho)*mu[2], sigma);
rho ~ uniform(0,1);
sigma ~ inv_gamma(0.01,0.01);

}

(Stan User's list MLより改変)

母数の台はparameters{}で明示的に指定

一様事前分布は、明示的に書かない（暗黙）
事前分布は台上に非0の確率密度を持つように

例４： 項目反応モデル

法科大学院適性試験（LSAT） セクション6の1000人分の
正答（1）・誤答（0）データ

 Rのltmパッケージ（Rizopoulos, 2006, J Stat Soft）に含まれる

200

(BUGS Example,  vol. I)

library(ltm)
response <‐ t(LSAT)
N <‐ ncol(response)
T <‐ nrow(response)



データのstanへの受け渡し

201

data <‐ list(N=N,T=T,r=response)

data {
int<lower=0> N; 
int<lower=0> T;   
int<lower=0> r[T,N];
}

transformed data {
vector[N] ones;
for (i in 1:N)
ones[i] <‐ 1.0; 

}

Stanファイル

202

model {
alpha ~ normal(0, 100.); 
theta ~ normal(0, 1); 
beta ~ normal(0.0, 100.); 
for(k in 1:T)
r[k] ~ bernoulli_logit(beta * theta ‐ alpha[k] * ones);

}

generated quantities {
real mean_alpha; 
real a[T]; 
mean_alpha <‐mean(alpha);
for(t in 1:T) a[t] <‐

alpha[t] ‐mean_alpha;
} 

モデル

データはlistとしてRからStanに渡される

StanによるMCMCの実行

203

fit <‐ stan(file="lsat.stan", data=data)
traceplot(fit,par=c("alpha","beta","lp__"))

MCMC推定結果（要約統計量）

204

print(fit, digits=3,pars=c("alpha","beta","lp__"))



MCMC推定結果（要約グラフ）

205

中央値と80%信用区間

plot(fit,pars=c("alpha","beta","lp__"))

例5： 階層モデル

例2の教育データにおいて、学年の効果を適切に考慮

データ読み込み

206

source(“https://raw.github.com/stan‐
dev/stan/feature/ARM/src/models/ARM/Ch.23/electric.data.R
”)

(Gelman & Hill, 2006, Chap. 9.3)

データのstanへの受け渡し

207

data <‐ list(N=n,y=y,n_grade=n.grade,grade=grade,grade_pair=grade.pair,
treatment=treatment,n_pair=n.pair,pair=pair,n_grade_pair=4)

data {
int<lower=0> N;
int<lower=0> n_pair;
int<lower=0> n_grade;
int<lower=0> n_grade_pair;
int<lower=1,upper=n_grade> grade[N];
int<lower=1,upper=n_grade_pair> grade_pair[n_pair];
int<lower=1,upper=n_pair> pair[N];
vector<lower=0,upper=1>[N] treatment;
vector[N] y;
}

parameters {
vector[n_pair] a;
vector[n_grade] b;
vector[n_grade_pair] mu_a;
vector<lower=0,upper=100>[n_grade_pair] sigma_a;
vector<lower=0,upper=100>[n_grade] sigma_y;
}
transformed parameters {
vector[n_pair] mu_a_hat;
vector<lower=0,upper=100>[n_pair] sigma_a_hat;
vector<lower=0,upper=100>[N] sigma_y_hat;
vector[N] y_hat;

階層化(1)

208

model{}ではなく、transformed parameters{}
を利用して階層化



for (i in 1:N) {
y_hat[i] <‐ a[pair[i]] + b[grade[i]] * treatment[i];
sigma_y_hat[i] <‐ sigma_y[grade[i]];
}
for (i in 1:n_pair) {
sigma_a_hat[i] <‐ sigma_a[grade_pair[i]];
mu_a_hat[i] <‐ 100 * mu_a[grade_pair[i]];
}
}
model {
mu_a ~ normal(0, 1);
a ~ normal(mu_a_hat, sigma_a_hat);
b ~ normal(0, 100);
y ~ normal(y_hat, sigma_y_hat);
}

階層化(2)

209

データはlistとしてRからStanに渡される

StanによるMCMCの実行

210

fit <‐ stan(file="electric_1a.stan", data=data)
traceplot(fit, ask=T)

MCMC推定結果（要約統計量）

211

print(fit)

MCMC推定結果（要約グラフ）

212

中央値と80%信用区間

plot(fit)



例6： 欠損値の扱い

213

欠損値のある模擬データを作成

N <‐ 1001
N_miss <‐ 101
N_obs <‐ N ‐ N_miss

mu <‐ 3
sigma <‐ 2

y_obs <‐ rnorm(N_obs, mu, sigma)

(Stan Manual, sec 11.1に基づく) データのstanへの受け渡し

214

data <‐ list(N_obs = N_obs, N_miss = N_miss, y_obs = y_obs)

data {
int<lower=0> N_obs;
int<lower=0> N_miss;
real y_obs[N_obs];

}

parameters {
real mu;
real<lower=0> sigma;
real y_miss[N_miss];

}

Stanファイル

215

model {
y_obs ~ normal(mu,sigma);
y_miss ~ normal(mu,sigma);
}

モデル

( が観測か欠測かによらず)

パラメータは同じ
ところがポイント

※マニュアルではfor文が使われているが、不要

データはlistとしてRからStanに渡される

StanによるMCMCの実行

216

traceplot(fit,ask=T)



MCMC推定結果（要約統計量）

217

print(fit, digits=3)

例7： 正規混合モデル

Bowmaker et al (1985) による、サル視細胞のピーク感度
波長データ; N=48 （500を引いた値）

2群の混合正規モデルを当てはめる

218

(BUGS Example,  vol. II)

別表現

データのstanへの受け渡し

219

N <‐
48 
y <‐
c(529, 530, 532, 533.1, 533.4, 533.6, 533.7, 534.1, 534.8, 535.3, 
535.4, 535.9, 536.1, 536.3, 536.4, 536.6, 537, 537.4, 537.5, 
538.3, 538.5, 538.6, 539.4, 539.6, 540.4, 540.8, 542, 542.8, 
543, 543.5, 543.8, 543.9, 545.3, 546.2, 548.8, 548.7, 548.9, 
549, 549.4, 549.9, 550.6, 551.2, 551.4, 551.5, 551.6, 552.8, 
552.9, 553.2)

alpha <‐
c(1., 1.)

data <‐ list(N=N,y=y)

データと母数

220

data {
int<lower=0> N; 
real y[N]; 
} 
parameters {
real<lower=0> sigmasq;
real<lower=0> theta;
real lambda_1; 
real<lower=0,upper=1> p1; 
}

transformed parameters {
real lambda[2];
real sigma; 
sigma <‐ sqrt(sigmasq); 
lambda[1] <‐ lambda_1;
lambda[2] <‐ lambda[1] + 

theta;
}



モデル

221

model {
theta ~ normal(0, 100); 
lambda_1 ~ normal(0, 1e3); 
sigmasq ~ inv_gamma(1e‐3, 1e‐3); 
{
real log_p1;
real log1m_p1;
log_p1 <‐ log(p1);
log1m_p1 <‐ log1m(p1);
for (n in 1:N)
increment_log_prob(log_sum_exp(log_p1

+ normal_log(y[n], lambda[1], sigma), 
log1m_p1
+ normal_log(y[n], lambda[2], sigma)));

}
}

モデル
STANは、対数確率（密度）関数の計算をしている

Normal()などのサンプリング文の背後には、対応
する対数確率（密度）関数がある

直接対数確率（密度）関数を呼ぶこともできる

例：正規分布 （マニュアル37.1）

サンプリング文と対数確率関数

222

例：二項分布 （マニュアル34.1）

例：ベータ分布 （マニュアル41.1）

サンプリング文と対数確率関数

223

log_sum_exp()は、 （対数で表現された）確率のか
け算を、数値的安定性のあるアルゴリズムで行う

increment_log_prob()はStanにおける特別な関数
（マニュアル24.2）
 呼ばれるたびに対数確率を足しあわせていく

 利用することでモデルの表現力が大きく増

サンプリング文と対数確率関数

224



データはlistとしてRからStanに渡される

StanによるMCMCの実行

225

traceplot(fit,ask=T)

MCMC推定結果（要約統計量）

226

print(fit, digits=3)

例7： 結果

227

ピーク波長が、平均536.8と平均549.5の2群が推
定された

 標準偏差（共通と設定）は3.94
 混合比率は0.6 : 0.4

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：




228

例８: 窒素量のモデル (Jeffreys, 1961;
Stern and Sinharay, 2005)

（←条件によらず共通）

（←Jeffreysの無情報事前分布）



229

例８: 視覚的事後予測チェック (Stern and Sinharay, 
2005, Fig 1)

230

スキージャンプでの事後予測チェック

model {
alpha ~ normal(0,10);    
beta ~ normal(0,10);
sigma ~ cauchy(0,5);
y ~ normal(alpha + beta * x, sigma);
}
generated quantities {
vector[N] y_pred;
for (i in 1:N)

y_pred[i] <‐ normal_rng(alpha + beta * x[i], sigma);
}
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スキージャンプでの事後予測チェック

y.pred <‐ get_posterior_mean(fit,"y_pred")

par(mfrow=c(2,2))
plot(jump2s,y.pred[,2])
plot(jump2s,y.pred[,3])
plot(jump2s,y.pred[,4])
plot(jump2s,y.pred[,5])
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スキージャンプでの事後予測チェック



まとめ

頻度論の枠組みは広く使われてきたものの、哲学的／実
用的両側面でおおきな問題を抱えている

ベイズ統計学の考え方はよりシンプルであり、さまざまな
問題に統一的に解を出すことができる

今日のベイズ統計学の普及は、マルコフ連鎖モンテカル
ロ（ ）法の発展によるところが大きい。

 ファミリーや が幅広く利用されている

昔の統計学は、既存のモデル・分析法にデータを合わせ
るものだった。しかし、現代では、データの得られたメカニ
ズムを表現する「意味のあるモデル」を構築し、推定する
ことができる。そういった分析が主流になりつつある。 233

参考文献（全般、Rプログラ

234

(2013) (2013)

参考文献（およびRプログラム出典）

課題１

自分の専門分野、もしくは関心のある分野の研究におい
て、「差がない」「効果がない」ことを主張している論文を１
本選び、その書誌情報を示しなさい。その上で、

 当該論文において、どのような分析に基づいて「ない」
ことが主張されているか。

 自分はその主張を妥当だと考えるか。

 自分ならばどのような分析を行うか（可能な範囲で行っ
た分析の結果も）。

を述べなさい
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課題２

２つのモデルを比較する際のベイズファクターの値は、事
前分布の幅や分散（散布度）の大きさに敏感であること
が知られている。その理由を考察しなさい。また、この事
実は、とくにどのようなパラメータの事前分布についての
ものであるのかを考察しなさい。
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