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13　確率的推論  

13.1　不確実なドメインにおける知識表現  

この章では、変数間の依存関係を表現するベイジアンネットワークを導入する。ベイジアンネットワークは、
どのような完全な同時確率分布も表現でき、多くの場合それを簡潔に表現できる。

ベイジアンネットワークは有向グラフで、各ノードは量的な確率情報を割り当てられる。

1. 各ノードは確率変数に対応する。確率変数は離散的でも連続的でもよい。
2. 矢印は2つのノードを結びつける。ノード  からノード  に矢印があるときには、  は  の親と呼ばれ
る。グラフは有向サイクルを含まない。

3. 各ノード   には、有限な数のパラメータを用いて親からの影響を数量化した確率情報 
  が割り当てられる。

ネットワークのトポロジーによって、問題のドメインで成立する条件付き独立性関係が特定される。矢印の直
観的な意味は、  は  に直接的な影響を及ぼす、すなわち、原因  が結果  を引き起こすということ。あ
るドメインの専門家にとって、そのドメインにどのような直接的影響関係が成り立つかを決定することは、確
率を特定することよりも容易。トポロジーが決まれば、個々の変数に対する局所的な確率情報は、親を条件と
した条件付き分布として特定されることになる。すべての変数に対する完全な同時確率分布は、トポロジーと
局所的な確率情報によって定義される。

第12章の歯科の例をベイジアンネットワークで表現すると（図13.1）のようになる。歯痛と触診結果が条件付
き独立であることは、両者のあいだに矢印がないことで表現される。
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もう少し複雑な事例を考える。新しい警報装置を家に取り付けた。警報装置は信頼性が高いが、地震で誤作動
することがある。警報が鳴ったときには、友人2人が職場に連絡をくれる。ジョンはいつも連絡してくれる
が、警報音と他の音を間違えることがある。メアリーは警報を聞き逃すことがある。このような状況で泥棒が
侵入した可能性を見積もりたい。

この事例を表すベイズネットは（図13.2）のようになる。局所的な確率情報は条件付き確率表 (conditional 
probability table, CPT) で表現される。各行は、条件付けの場合に応じた、ノードの値の条件付き確率を表
す。  個のブール変数を親とするブール変数の表は   の確率を含む。親をもたないノードの表は1行だけから
なる。

13.2　ベイジアンネットワークの意味論  

ベイズネットの構文論は有向グラフと各ノードの確率情報からなる。意味論は、構文論がネットワークの変数
の同時分布にどのように対応するかを定義する。

あるベイズネットが   個の変数   をもつとする。同時分布の一般的な表現は、
  あるいは簡略化して   である。

ベイズネットの意味論は、同時分布のある行を以下のように定義する。

  は、   に現れる   の値を表す。この定義によれば、ある同時確率は、
このベイズネットにおける局所的な条件付き分布の積として表現される。

たとえば、警報が鳴ったが、泥棒も地震も発生しておらず、ジョンとメアリーがともに連絡してくる確率は、
p.415のように計算される。

ベイズネットは同時分布の表現なので、完全な同時分布と同様に、ドメインに関するいかなるクエリに答える
ことにも利用できる。

ベイジアンネットワークを構成する方法

［省略］
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コンパクト性とノードの順序

ベイズネットは、あるドメインの完全で冗長でない表現であるだけでなく、完全な同時分布よりもはるかにコ
ンパクトな表現であることが多い。それゆえ、多くの変数を含むドメインを扱う場合に適している。ベイズネ
ットのコンパクト性は、局所的に構造化された（スパースな）システムが一般的にもつ特徴の一例。局所的に
構造化されたシステムでは、ある構成要素は他の構成要素の一定数とのみ直接相互作用する。局所的な構造で
は、通常、複雑性は指数関数的にではなく、線形に増大する。

ベイズネットでは、ある変数はたかだか    個の他の変数によって直接影響される。   個のブール変数につい
て考えるならば、それぞれの条件付き確率表を特定するのに必要な情報はたかだか   であり、ネットワーク
全体はたかだか  の情報によって特定できる。これに対して、同時分布は   の情報を必要とする。

すべての変数が先行するすべての変数を親にもつ全結合ネットワークの条件付き確率表を特定するには、同時
分布の場合と同じだけの情報が必要となる。したがって、弱い依存性がある場合にそれを無視すれば、正確さ
はわずかに失われることになるが、ネットワークは単純になる。

局所的に構造化されたドメインにおいても、コンパクトなベイズネットが得られるのは、うまくノードを順序
づけた場合のみ。警報器の事例において異なる仕方でノードを順序づけると、（図13.3(a)）のような複雑なネ
ットワークが得られる。これは（図13.2）のネットワークよりもノードや必要とする条件付き確率が多く、ま
た、推定が困難な確率を含む。このような現象は一般的で、因果モデルと診断モデルの区別に関係する。因果
モデルを採用すれば、必要な情報の数は少なくすむ。

あるドメインに関する異なるベイズネットは、すべて同じ同時分布の表現である。しかし、すべての条件付き
依存関係を表現できていないネットワークでは、余分な情報を特定する必要が生じる。

ベイジアンネットワークにおける条件付き独立関係

（式13.2）で定義される意味論から、条件付き独立性のいくつかの性質を導出できる。

・いかなる変数も、親を条件とすれば、子孫ではない変数と条件付き独立である。

3



・親、子、子の親を条件とすれば、すなわちマルコフブランケットを条件とすれば、ある変数はネットワーク
内の他のすべての変数から条件付き独立である。

13.4.2で見るように、この性質ゆえに、完全に局所的で分散された統計的サンプリング過程を用いた推論アル
ゴリズムが可能となる。

13.2.2　条件付き分布の効率的な表現  

親の数がたかだか  であるとしても、あるノードの条件付き確率表を特定するには、最大で   の数が必
要となる。これは親と子の関係が完全に恣意的な場合。一般的には、親ノードと子ノードの関係は 正準分布 
(canonical distribution) によって記述できる。この場合には、分布の名称といくつかのパラメータを特定する
ことで完全な確率表が得られる。

もっとも単純な例は決定論的ノード。決定論的ノードの値は親の値によって厳密に特定される。

13.2.3　連続的な値をとるベイジアンネット  

連続的な変数は無限の値をとりうるので、それぞれの値の条件付き確率を特定することはできない。一つの対
処法は離散化。もう一つの対処法は、一般的な確率密度関数族を用いて連続変数を定義すること。たとえば、
ガウス分布は2つのパラメータ（平均と分散）によって特定できる。さらに別の対処方はノンパラメトリック
な表現。これは第19章で扱う。

離散的変数と連続的変数の両者を含むネットワークはハイブリッドベイジアンネットワークと呼ばれる。ハイ
ブリッドネットワークを特定するには、2種類の新たな分布を特定する必要がある。離散的／連続的な親を条
件とした連続的変数の条件付き分布と、連続的な親を条件とした離散的変数の条件付き分布である。消費者に
よるフルーツの購買行動が価格に条件付けられ、価格が収穫量と政府からの補助金の有無に条件付けられる事
例を考える。価格変数は連続的で、連続的な親と離散的な親をもつ。購買行動変数は離散的で、連続的な親を
もつ。

価格変数に対して、  を特定したい。離散的な親は数え上げで処理できる。収穫
に対しては、価格  の分布が連続的な  の値にどのように依存するかを特定する必要がある。すなわち、価
格分布のパラメータは  の関数となる。このような事例では、線形ガウス条件付き分布を利用することがも
っとも一般的。この分布においては、子はガウス分布に従う。ガウス分布の平均  は親の値と線形に変化
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し、標準偏差  は固定されている。この事例では、補助金の有無に応じて二通りの分布を考える必要があ
る。補助金の有無の確率がそれぞれ0.5だとすれば、（図13.7(c)）に示された2つの分布の平均が、  を
与える。この事例においては、価格の条件付き分布は、線形ガウス分布を指定しパラメータ  
を与えることで特定される。

線形ガウス条件付き分布にはいくつかの特別な性質がある。線形ガウス分布に従う連続変数だけをもつネット
ワークの同時分布は、すべての変数の多変量ガウス分布となる。ある証拠を条件とした事後確率も同様の性質
をもつ。連続変数の親として離散変数が加えられると、ネットワークは条件付きガウス分布を定義することに
なる。この場合、離散変数の任意の値を条件として、連続変数の分布は多変量ガウス分布となる。

次に親が連続変数である離散変数の分布を考える。上の例における購買行動では、条件付き分布は「ソフト
な」閾値関数のようなものだと考えられる。標準正規分布の積分によってこれを実現できる。閾値は  周辺
にあり、閾値領域の幅は  に比例する。これはプロビットモデルと呼ばれる。決定過程はハードな閾値をも
つが、閾値の正確な場所がランダムなガウスノイズに影響されると仮定すると、このモデルが正当化される。

別のモデルはエクスピット（逆ロジット）モデルである。このモデルはロジスティック関数を用いてソフトな
閾値を表現する。ロジットモデルはプロビットモデルよりも広い裾野をもつ。現実の状況にはプロビットがよ
くあてはまるが、ロジットは数学的に扱いやすい。どちらのモデルも、親である連続変数が複数ある場合に
は、それらの線形和を入力とすることもできる。親が離散変数でも、値が整数ならばそれを含むことができ
る。

13.2.4　事例：自動車保険  

予想される支払額を算出するベイズネットは、入力でも出力でもない隠れ変数を導入することによって、ネッ
トワークが十分にスパースになる。

隠れ変数として導入する必要があるのは、社会経済的状態、盗難、事故など。

ベイズネットのトポロジーと隠れ変数が決まったら、各変数の範囲と分布を決める必要がある。まず、各変数
が連続的か離散的かを決める。連続変数はより正確だが、厳密な推論が可能なのは特別な場合のみ。また、多
くの値をとりうる離散変数では、条件付き確率表が巨大になる。実際には、多くの変数は連続的で、条件付き
分布は過去のデータから学習される。次節ではこのようなネットワークでどのように予測を行うかを論じる。
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13.3 ベイジアンネットワークにおける厳密な推論  

確率的推論システムの基本課題は、観察された事象を前提として、クエリ変数の事後確率分布を計算するこ
と。話を単純化するために、以下では一度に1つのクエリ変数だけを考える。   をクエリ変数、   を証拠変数 

  の集合、   を特定の観察された事象、   を潜在変数   とする。このとき、変数の完全
な集合は   であり、典型的なクエリは事後分布   を求めるというもの。

この節では、事後確率を計算する厳密なアルゴリズムと、この課題の複雑さを論じる。一般的にはこの課題は
手に負えない (intractable) ことが明らかになり、13.4では近似的な手法を紹介する。

13.3.1 数え上げによる推論  

ベイズネットは完全な同時分布の表現を与える。（式13.2）は、   を条件付き確率の積として表現
できることを示している。それゆえ、条件付き確率の積の和を計算することで、ベイズネットを用いてクエリ
に答えることができる。

ジョンとメアリーが電話をかけてきたという条件の下で泥棒が入った確率をクエリとすると、地震と警報は隠
れ変数となるので、次の式が得られる。

ベイズネットの意味論から、（式13.4）が得られる。
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2つの隠れ変数の値の組み合わせは4通りあるので、この式を計算するには、5つの数の積からなる項4つの和
を計算する必要がある。最悪の場合には、   個の変数のほとんどすべての組み合わせに関して和を計算する必
要が生じることになる。このとき、それぞれが   個の数の積からなる   個の項の和を計算する必要
がある。それゆえ、この手法の計算量は   ということになる。

［以下省略（計算量を減らす方法の話）］

13.3.2 変数消去アルゴリズム  

［省略］

13.3.3 厳密な推論の計算量  

ベイズネットにおける厳密な推論の計算量は、ネットワークの構造に強く依存する。（図13.2）の泥棒ネット
ワークは、ノード間の無向パスがたかだか1つであるネットワークに属する。これらは単一接続ネットワーク
またはポリツリーと呼ばれる。ポリツリーにおける厳密な推論の時間計算量と空間計算量は、ネットワークの
サイズに線形に比例する。サイズは条件付き確率表の行数として定義される。各ノードの親の数がある定数を
上限とする場合には、複雑性はノード数にも線形に比例する。

保険ネットワークのように複数の結合をもつネットワークでは、ノードの親の数に上限がある場合でも、指数
関数オーダーの時間計算量・空間計算量をもちうる。ベイズネットにおける推論は命題論理における推論を特
別な場合として含むので、ベイズネットにおける推論はNP-困難。このことを考えれば、これは不思議なこと
ではない。

［以下省略（ベイズネットと制約充足問題の関係の説明）］

13.3.4 クラスタリングアルゴリズム  

［省略］

13.4　ベイジアンネットワークを用いた近似推論  

巨大なネットワークにおける厳密な推論は手に負えないので、近似手法が必要となる。この節では、モンテカ
ルロアルゴリズムと呼ばれるランダムサンプリングアルゴリズムを紹介する。このアルゴリズムでは、ベイズ
ネットにおける確率に基づいてランダムな事象を生成し、それらを数え上げる。このアルゴリズムの精度は、
生成されるサンプル数に左右される。十分な数のサンプルがあれば、真の確率分布を近似できる。以下では、
直接サンプリングとマルコフ連鎖サンプリングという2つのアルゴリズムを紹介する。

13.4.1　直接サンプリング法  

サンプリングアルゴリズムの基本要素は、既知の確率分布からのサンプルの生成。

まず、証拠が得られていないベイズネットに対するランダムサンプリングについて考える。この場合は、トポ
ロジカルな順序でそれぞれの変数をサンプルする。ある値がサンプルされる際の確率分布は、その変数の親の
値によって条件付けられる。

サンプリングアルゴリズムにおいては、クエリへの答えは生成されたサンプルを数えることで計算される。   
個のサンプルが生成され、そこに含まれるある事象   の数を   とすると、その数
は極限においてサンプリングしている確率の期待値に一致することが期待される。すなわち、
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以下では、推定された確率を表すために   という表現を用いる。

ベイジアンネットワークにおける棄却サンプリング

棄却サンプリングは、サンプルが容易な分布を前提として、サンプルが困難な分布のサンプルを生成する一般
的手法。もっとも単純な場合には、   という条件付き確率を計算する際に用いられる。まず、ネットワ
ークによって特定された事前分布からサンプルを生成する。つぎに、証拠と合致しないサンプルを棄却する。
最後に、残されたサンプルにおける   を数えることで、   を得る。

推測された確率の誤差の標準偏差は、推測に用いたサンプル数  の  に比例する。

棄却サンプリングはどれだけ早く正しい答えに収束するか？推測が高い確率で正しい答えに近いと言えるため
には、どれだけのサンプルが必要か？厳密なアルゴリズムの計算量はネットワークのトポロジーに左右される
が、棄却サンプリングの計算量は採択されるサンプルの割合に左右される。この割合は、証拠の事前確率 

  に厳密に等しい。多くの証拠変数をもつ複雑な問題では、この割合はきわめて小さな値となる。（図
13.9）の自動車保険ネットワークでは、典型的な証拠事例と整合的なサンプルは1,000分の1から10,000分の1
で、収束はきわめて遅い。

証拠   と整合的なサンプルの割合は、証拠変数が増えると指数関数的に小さくなると考えられる。したがっ
て、この手法は複雑な問題には利用できない。また、連続的な値をとる証拠変数の扱いも問題となる。サンプ
ルが証拠と合致する確率は0か無限小となるから。

重点サンプリング

重点サンプリング (importance sampling) という一般的な統計的手法は、分布Pからのサンプリング結果を別
の分布Qを用いてエミュレートすることを目指す。サンプル  を集計する際に補正因子  を適用
することで、極限において答えが正しくなるようにする。

ベイズネットにおいて重点サンプリングを用いる理由は単純で、すべての証拠を条件として事前分布からサン
プリングをしたいが、通常これは困難だから。その代わりに、より容易な分布からサンプリングをして、必要
な補正を適用する。重点サンプリングが機能する理由も単純。証拠でない変数を  とする。  から直接
サンプリングが可能であれば、以下のような推定を構成できる。

ここで、その代わりに  からサンプリングすることを考える。この場合には補正因子を含むことになる。

したがって、どのような分布Qを用いたとしても、推測は正しい値に収束する。直観的には、補正因子はサン
プルの過多や過少を補正していると言える。たとえば、  が  よりもはるかに大きければ、サンプ
ルが過多となるが、各サンプルの重みは小さくなるので、サンプル数が適切な場合と同じように働く。

用いる  としては、サンプリングが容易で、真の事後分布  にできるだけ近いものが望ましい。もっ
とも一般的な手法は尤度重み付け (likelihood weighting) と呼ばれるものである。このアルゴリズムでは、証
拠変数  の値を固定し、すべての非証拠変数をトポロジカルな順序で、親を条件としてサンプリングする。
このやり方によれば、生成された事象はすべて証拠と合致することになる。
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このアルゴリズムによって生成されたサンプル分布を  と呼ぶ。非証拠変数を  とす
ると、以下が成り立つ。

つぎに個々のサンプルの重みをどのように計算するかを知る必要がある。重み付けサンプリングの一般図式に
よれば、つぎのようになる。

規格化因子  はすべてのサンプルで同一である。  と  が問題のベイズネットの変数のすべてな
ので、  はすべての条件付き確率の積であり、これは、非証拠変数の条件付き確率の積と証拠変数の条
件付き確率の積を掛けあわせたものである。したがって、

したがって、重みは、それぞれの親を条件とした証拠変数の条件付き確率の積である。証拠の確率は一般的に
尤度と呼ばれるので、このアルゴリズムは尤度重み付けと呼ばれる。

スプリンクラーの事例にこのアルゴリズムを適用すると、441ページ上部のようになる。

 は証拠変数と非証拠変数の両方を含むので、各  のサンプリングされた値は、  の祖先に含
まれる証拠に影響される。他方で、  は真の事後分布  ほどは証拠に注意を払わない。  のサンプ
リングされた値は、  の祖先ではない証拠を無視するからである。たとえば上の例では、

 という証拠を無視するために、  かつ  という、重み
0のサンプルを多数生成することになる。

尤度重み付けは生成したサンプルをすべて用いるので、棄却サンプリングよりも効率的。しかし、証拠変数の
数が増えるとパフォーマンスが劣化する。多くのサンプルは非常に小さな重みしかもたず、重み付け推定が少
数のサンプルに支配されることになるから。証拠変数が下流に現れるときには、サンプル生成の手がかりとな
る証拠がなくなるため、問題が深刻化する。このような場合、サンプルはいわば幻覚のようなものとなる。

自動車保険ネットワークの離散バージョンに適用すると、尤度重み付けは棄却サンプリングよりも効率的。こ
れは多くの証拠が上流にあり、クエリ変数が末端にあるから。

13.4.2　マルコフ連鎖シミュレーションを用いた推論  

マルコフ連鎖モンテカルロ (MCMC) は、棄却サンプリングや尤度重み付けとは違う働き方をする。個々のサン
プルをはじめから生成するのではなく、先行するサンプルにランダムな変化を加えることでサンプルを生成す
る。MCMCアルゴリズムは、現在状態にランダムな変化を加えることで次の状態を生成する。
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マルコフ連鎖という語は、状態の連鎖を生成するランダムな過程を指す。以下ではベイズネットに適したギブ
スサンプリングという形式のMCMCを紹介し、その後で、より一般的なメトロポリス-ヘイスティングスアル
ゴリズムを紹介する。

ベイジアンネットワークにおけるギブスサンプリング

ギブスサンプリングは、（証拠変数は実際に観察された値に固定した）任意の状態から出発し、ある非証拠変
数   の値をランダムにサンプリングすることで次の状態を生成する。   はマルコフブランケットを条件と
すれば他のすべての変数から独立なので、   のギブスサンプリングは、マルコフブランケットに含まれる変
数の現在の値を条件としたサンプリングということになる。アルゴリズムは状態空間内をランダムに遷移す
る。

スプリンクラー事例におけるクエリ   を例にとる。証拠
変数   と   は観察された値に固定される。非証拠変数   と   はランダムに
初期化される（たとえばそれぞれ   とされる）。このとき、初期状態は 

  となる。つぎに、ある確率分布   に従って、ランダムに非証拠変数   が繰り
返しサンプルされる。たとえば、

1.  が選ばれ、マルコフブランケットの現在の値を条件として値がサンプルされる。この場合、
 からサンプルされることになる。その結果が 

  だとすると、次の状態は   となる。
2.  が選ばれ、マルコフブランケットの現在の値を条件として値がサンプルされる。この場合、

 からサンプルされることにな
る。その結果が   だとすると、次の状態は   となる。

マルコフブランケット分布   を計算する方法を明らかにする必要がある。ここで   は 
  のマルコフブランケット   の値を指す。この分布は以下のように与えられる。

つまり、  とその子孫の確率をそれぞれに関する条件つき確率分布表から求め、それらを掛けあわせること
で、各  の確率が与えられる。たとえば、上の第1ステップでは 

  からサンプルしたが、（式13.10）から、この確率は以下
のように計算できる。

それぞれの値   を規格化して、  が得られる。

（図13.21(a)）は、  と  が等確率でサンプルされる場合の完全なマルコフ連鎖を示している。アル
ゴリズムは、これらの確率に従ってこのグラフ上を推移する。その過程で発生する各状態が、クエリ変数 

  の推測に貢献するサンプルとなる。
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マルコフ連鎖の分析

なぜギブスサンプリングが正しく働くのかを説明するには、注意深い分析が必要となる。

マルコフ連鎖は初期状態と遷移カーネル  によって定義される。あるマルコフ連鎖を  ステップ走
らせたとして、  においてシステムが状態  にある確率を 、  においてシステムが状態  にある
確率を  とする。  が与えられれば、システムが  においてとりうるすべての状態  に関して、

 である確率とそこから  に遷移する確率を掛けあわせ、それらを足し合わせることで、  を求める
ことができる。

 のとき、連鎖は定常分布に到達したという。これを定常分布  と呼ぶとすれば、以下のように定
義される。

遷移カーネルがエルゴード的、すなわち、すべての状態は他のすべての状態から到達可能であり、厳密に周期
的なサイクルは存在しないとすれば、任意の  に対してこの式を満たす分布  がただ一つ存在する。

（式13.11）は、各状態からの「流出」が他の状態からの「流入」に等しいことを述べている。これを満たす
一つの方法は、任意の状態ペアの間の流量が双方向で等しい場合である。すなわち、

この式が成り立つとき、  は  と詳細つりあいにあると言う。  のときには、任意の定常
分布  と遷移カーネル  に対してこの式がトリビアルに成り立つ。

（式13.12）において  の和を求めることで、詳細つりあいは定常性を含意することが示される。

なぜギブスサンプリングは機能するのか

ギブスサンプリングの定常分布は証拠を条件とした非証拠変数の事後分布にほかならない。この性質は、ギブ
スサンプリングが状態間を遷移する仕方から帰結する。
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ギブスサンプリングの一般的な定義は、変数  が選ばれ、他のすべての変数の現在の値を条件として値がサ
ンプルされるというもの。  が他のすべての変数を表し、その現在の値を  とする。

ギブスサンプリングのための遷移カーネル  を特定するには、3つの場合を考える必要がある。

1. 状態  と  が2つ以上の変数において異なる場合。ギブスサンプリングは1つの変数だけを変化させるの
で、この場合は 。

2. 1つの変数  だけが値を  から  に変える場合。この確率は、

3. 状態が変化しない場合。このとき、任意の変数が選ばれ、サンプリングによって元の値が生成されたこと
になる。その確率は、

この一般的定義が、定常分布  をもつ詳細つりあい方程式を満たすことを示す。すなわち、任意の状態 
 と  に対して、  であるとき  であることを示す。

上の第1と第3の場合には、詳細つりあいはつねに満たされる。2つ以上の変数が異なるときには、遷移確率は
0になる。  のときには、（式13.13）から、以下が成り立つ。

条件つき確率表が確率0と1を含まなければ、エルゴード性も満たされる。

ギブスサンプリングの計算量

ギブスサンプリングの各ステップに含まれるのは、選ばれた変数  のマルコフブランケット分布を計算する
ことなので、  の子の数と   の値域のサイズに比例する掛け算を必要とするのみ。これは、サンプルを生
成するために必要な計算がネットワークのサイズから独立であることを意味する。

ギブスサンプリングの計算量は、棄却サンプリングや尤度重み付けの計算量よりも分析が困難。ギブスサンプ
リングは、尤度重み付けと異なり、下流の証拠を考慮する。証拠ノードに隣接する変数は証拠の値を条件とし
てサンプリングされ、その変数に隣接する変数はそれを条件としてサンプリングされ、等々と進むから。した
がって、証拠がおもに下流に存在する場合には、ギブスサンプリングのパフォーマンスは尤度重み付けを上回
ることが期待される。

メトロポリス−ヘイスティングス・サンプリング

MHサンプリングはもっとも広く適用可能なMCMCアルゴリズム。ギブスサンプリングと同様、標的確率  
 に従ってサンプル  を生成する。サンプリングの1ステップには2つの段階がある。

1. 現在の状態  が与えられたときに、提案分布  から新しい状態  をサンプルする。
2. 下記の採択確率に従って  を採択または棄却する。提案が棄却されたときには、状態は  のままとな
る。
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提案分布は、たとえば以下のように定義される。

0.95の確率で、  を生成するギブスサンプリングを行う。

0.05の確率で、440ページの重み付けサンプリングアルゴリズムを用いて  を生成する。

この提案分布によれば、約20ステップのあいだギブスサンプリングを継続し、その後状態を初期化することに
なる。これによって、ギブスサンプリングが状態空間の一部に閉じ込められることを回避できる。

MHを用いれば、遷移カーネルがエルゴード性を保つかぎり、どのような提案分布を用いても正しい定常分布
に収束する。

これは採択確率の定義に由来する。  は自動的に詳細つり合いを満たす。他方、  となるのは提
案が採択されるときなので、このとき、

これを用いると、

MHにおいて注目すべきは、採択確率における比率  。これは、提案された状態が現在の状態より
もありうるものならば、それが採択されることを示している。提案された状態が現在の状態よりもありえない
ものならば、採択確率はそれに比例して低下する。

提案分布を設計する一つの指針は、提案される状態がそれなりにありうるものになるようにするということ。
ギブスサンプリングはこれを自動的に行う。

もう一つの指針は連鎖が十分に混合されるようにすること、すなわち、状態空間の離れた場所への推移がとき
どき提案されるようにすること。上の例では、重み付けサンプリングを用いることがその役割を果たしてい
る。

MHが実用的であることにはさらに2つ理由がある。第一に、事後確率は、採択の計算において比率 
 の形でのみ現れるので、サンプル生成の際に事後確率をその都度計算する必要はなく、完全同時

確率分布の比を用いればよい。第二に、提案分布が  を生成する  に局所的な変更しかもたらさないかぎ
り、条件つき確率の積を構成する項のごく一部が変化するだけであり、値に変化のない項は比率の中で打ち消
し合う。したがって、ギブスサンプリング同様、状態変化が局所的であるかぎり、サンプル生成に必要な計算
は、ネットワークのサイズから独立。
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13.4.3　近似計算のコンパイル  

［省略］

13.5　因果ネットワーク  

ベイズネットにおいては、どのようなノードの順序でも、ある同時確率分布を表現するネットワークを構成す
ることができた。これに対して、因果ネットワークは因果関係と両立するノード順序だけを許容する。以下で
はこのようなネットワークの構成方法とその利点を論じる。

  という単純なネットワークは、   と   は独立ではなく、同時確率 
  を特定するには、事前確率   と条件つき確率  を特定する必要

があることを示している。しかし、この分布は   というネットワークでも表現できる。火が
煙を引き起こすのであり、その逆ではないのに、なぜ2つのネットワークは同じ情報を表現できるのだろう
か。

別の言い方をすれば、2つのネットワークが同じ情報を表現するのだとすれば、火を消せば煙も消えるがその
逆は成り立たないという非対称性は、どのように表現できるだろうか。

因果的ベイジアンネットワークまたは因果的ダイアグラムは、因果的非対称性を表現できるネットワークであ
り、非対称性を因果的情報に関する推論に利用できるネットワーク。基本的な発想は、確率的依存関係を超え
た考慮に基づいて矢印の方向を決定するということ。

これは割り当て (assignment) 概念を用いることで可能になる。もし自然が   の値を   の値に基づ
いて割り当てているのならば、   から   に矢印を引くべき。   の真理値が   以外の変数
に依存して割り当てられているのならば、   から   に矢印を引くべきではない。変数   の値   
が式   によって決定され、   が   の引数の一つであるとき、そしてそのときに
のみ、   が引かれる。

  は、ベイジアンネットワークを特徴づける確率と異なり、測定や環境の局所的変化に対して不変
な自然のメカニズムを記述していることから、構造方程式と呼ばれる。

（図13.23(a)）においてスプリンクラーが故障したときには、スプリンクラーノードが関係する矢印をすべて
取り除けばよい。芝がテントに覆われたときには、   という矢印を取り除けばよい。こ
のように、環境における局所的な変化はネットワークのトポロジーにおける同型の変化に翻訳できる。因果関
係を反映していないネットワークでは、より大規模な変形が必要となる。この局所的な安定性は、介入を表現
する際に重要となる。
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13.5.1　行為の表現：doオペレータ  

ベイズネットの通常の意味論によれば、スプリンクラー事例における5つの変数の同時分布は5つの条件つき確
率の積として（式13.14）のように表現される。構造方程式の体系としては、モデルは次の（式13.15）のよう
になる。

これらの方程式における  変数は非モデル変数または誤差項を表現している。たとえば、  は  
および  以外の芝を湿らせる要因を表現している。

すべての  変数が相互独立だとすれば、（式13.14）における同時分布は（式13.15）の構造方程式で厳密に
表現できる。つまり、確率的な関係の体系が、外的撹乱要因の影響を受ける決定論的な関係の体系によって捉
えられる。さらに、構造方程式の体系を用いれば、介入がシステムの働きをどのように変化させるかを予測で
きる。

たとえば、スプリンクラーを作動させることは、do計算では  と表記される。このと
き、スプリンクラー変数は曇りであるかどうかには依存しないので、方程式  を  に
置き換える。その結果（式13.16）が得られる。これは（図13.23(b)）のネットワークに相当する。

（図13.23(a)）における  という条件付けと、
 による条件付けの違いに注意が必要。{\bf 図13.23(a)}のネットワークは、

天気が曇りのときにはスプリンクラーがオンである見込は低いと述べているので、スプリンクラーがオンであ
ることが観察されれば、天気が曇りである可能性は低くなる。しかし、常識的に考えれば、スプリンクラーを
オンにしても天気には影響しないし、天気についての情報は得られない。（図13.23(b)）が示しているよう
に、介入は  と  のつながりを断ち、前者から後者への影響は失われる。したがって、（図
13.23(a)）のグラフにおける  は、（図13.23(b)）における  によ
る条件付けと等価だということになる。
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変数  をもつ因果ネットワークにおける  についても同様に考えることができる。
ネットワークは以下のように定義される同時分布に対応する。

 の適用後の新しい同時分布  は、  の要因を除いたものとなる。

 を特定の値  に設定することは、構造方程式の体系から式  を消去し、
 に置き換えることに等しいということから、これが帰結する。さらなる代数的操作によって、変数 

 の値を設定することの他の変数  への影響に関する式を導出できる。

和記号の中の確率項は元のネットワークにおける計算によって求められる。調整式と呼ばれるこの式は、  
とその親の  への影響を確率によって重みづけた平均であり、その重みは親の値の事前確率。複数の変数へ
の介入は、個々の介入が連続して生じ、その都度新たなモデルが作られると考えることで計算できる。

13.5.2　バックドア基準  

介入の影響を予測するためには、モデルの条件付き分布、とくに  に関する正確な知識
が必要となる。しかし、現実にはこれが手に入れられるとはかぎらない。

これが問題となるのは次のような理由から。スプリンクラーをオンにすることの下流の変数、たとえば 
 への影響を予測したいが、調整式は、  からの直接の経路だけでなく、  

と  を介した「裏口」も考慮に入れなければならない。  の値が分かっていれば、この裏口は閉ざさ
れることになる。

一般的に、バックドア基準によれば、  の変数  への影響を明らかにしたいとき、調整式は、
裏口を閉じるすべての変数  に関して条件付ける必要がある。言い換えれば、  と  を条件としたときに 

 が  から独立になるような  が必要。

バックドア基準は過去20年の間に生まれた因果推論理論の基本要素。これによって、因果に関する情報はラン
ダム化比較試験によってのみ得られるという統計学のドグマを批判することが可能になった。

 

最終更新：2022年1月23日
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