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第20章　確率的モデルの学習  

エージェントが確率と意思決定理論を用いて不確実性に対処するためには、まず経験から世界に関する
確率的理論を学習しなければならない。本章では、この課題自体が確率的推論として定式化されること
を示し、学習に関するベイズ的な見方が強力なものであることを示す。

20.1　統計的学習  

この章の鍵となる概念はデータと仮説。ここでのデータは証拠で、仮説はあるドメインに関する確率的
理論。

単純な例を考える。おいしいチェリー味と酸っぱいライム味のキャンディーが多数入った袋が売られて
いるが、それぞれの割合はわからないとする（100%, 75%, 50%, 25%, 0%の5通りの可能性がある）。キ
ャンディの包みを開けるごとにデータ  が得られる。課題は、つぎのキャンディの味
を予測すること。そのためには、エージェントは世界に関する理論を推測する必要がある。

ベイズ学習は、データを条件としたそれぞれの仮説の確率を計算し、それに基づいて予測を行う。最良
の仮説だけを用いるのではなく、確率に応じた重み付けをして、すべての仮説を予測に用いる。

 がすべてのデータを表し、  は観測された値を表すとする。ベイズ的アプローチにおいて鍵となるの
は、事前確率  と、ある仮説の下でのデータの尤度 (likelihood)  。それぞれの仮説の確率
はベイズの規則から得られる。

ある未知の量  についての予測は以下のようになる。

この数式は、予測は個々の仮説による予測の重み付け平均であることを示している。（式20.1）によれ
ば、重み  は、  の事前確率およびデータへの適合度に比例する。

キャンディ事例における5つの仮説の事前確率を  とする。観測が独立同分布で
あると仮定すれば、データの生じやすさは以下のように表される。
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たとえば、実際の中身はすべてライムであり 、最初の10個がすべてライムだとすれば、  
は  となる。（図20.1(a)）は、10個のライムキャンディーが観測されたときの各仮説の事後確率を
示している。観測が進むにつれて、もっともありうる (most likely) 仮説が変化することがわかる。（図
20.1(b)）は、つぎのキャンディーがライムである確率を示している。

この例は、ベイズ的な予測が最終的には真なる仮説に一致することを示している。これはベイズ学習の
特徴。真なる仮説と整合的であるいかなる仮説から出発しても、しかるべき条件の下では、偽なる仮説
の事後確率は事実上0となる。これは、「典型的でない」データを無限に生成する確率は無視できるほ
ど小さいから。さらに、データセットのサイズに関わらずベイズ予測は最適。つまり、問題の事前確率
の下では、この予測はもっとも正しい可能性が高い。

ベイズ学習の最適性には代価もある。現実の学習課題では、仮説空間は非常に巨大であり、（式
(20.2)）における和の計算は実行不可能なため、近似や単純化が必要となる。

科学で通常用いられる近似は、もっともありうる仮説、すなわち  を最大化する仮説のみに基
づいて予測を行うこと。これは事後確率最大化仮説 (maximum a posteriori) あるいはMAP仮説と呼ば
れる。MAP仮説による予測は、  の程度に応じて近似的にベイズ的。キャン
ディ事例では、ライムキャンディーが3つ出た後には となるため、MAP学習エージェント
は、4つ目のキャンディは確率1でライムだと予測する。これはベイズ予測の0.8よりも危険な予測。し
かし、データが増えるとMAP予測とベイズ予測はさらに近づいていく。

MAP仮説を発見することはベイズ学習よりはるかに容易なことも多い。巨大な和や積分の計算をする必
要はなく、最適化問題を解けばよいから。

2



どちらの場合にも事前確率  が重要な役割を果たす。第19章では、仮説空間の表現力が高すぎる
と過適合が生じることを学んだ。ベイズ学習とMAP学習は、事前確率を用いて複雑さにペナルティを科
す。複雑な仮説は（無数に存在するため）その事前確率は低いが、データへの適合力は高い。それゆ
え、事前確率は仮説の複雑さとデータへの適合性のトレードオフを具現化していると見ることができ
る。

 が決定論的な仮説（キャンディはすべてチェリー味であるというような仮説）のみを含む場合、この
トレードオフの効果をはっきりと見ることができる。この場合、  は、  が［データと］無矛
盾なとき1であり、そうでないとき0。（式(20.1)）を見れば、  はデータと整合的な論理的理論の
うちもっとも単純なものであることがわかる。MAP学習はオッカムの剃刀を自然な形で具現化したもの
となっている。

トレードオフの性質は、（式(20.1)）の対数をとることによってもわかる。  を最大化す
る  を選択することは、  を最小化することに等しい。19.3.3で紹
介した情報エンコーディングと確率の関係を用いれば、  という項は、仮説 を 特定する
のに必要なビット数であることがわかる。さらに、  は、この仮説の下でデータを特定
するのに必要な追加のビット数。したがって、MAP学習はデータ圧縮を最大化する仮説を選択している
ことになる。この課題は、最小記述長 (minimum description length, MDL) 学習法において、より直接
的に扱われる。MAP学習が単純な仮説に高い確率を割り当てることで単純さを表現するのに対して、
MDL学習は仮説とデータのバイナリーエンコーディングにおけるビット数を数えることで、単純さを直
接的に表現する。

仮説空間全体に均一な事前確率を割り当てることで、さらなる単純化が可能となる。この場合、MAP学
習は、  を最大化する  の選択に帰着する。これは最尤仮説 (maximum-likelihood 
hypothesis)   と呼ばれる。最尤学習は統計学ではきわめて一般的で、ある特定の仮説を選好するア
プリオリな理由がないときには合理的。

データセットが巨大な場合には、仮説の事前分布は重要ではない。データからの証拠によって、仮説の
事前分布の影響が一掃されるから。データセットが巨大なときには、最尤学習はベイズ学習やMAP学習
のよい近似となるが、データセットが小さいときには問題が生じる。

20.2　完全なデータによる学習  

モデルから生成されたと仮定されたデータが与えられたときの確率モデルの学習における一般的な課題
は、密度推定 (density estimation) と呼ばれる。密度推定は教師なし学習の一形式。このセクションで
は、もっとも単純なケース、すなわち完全なデータを有しているケースを扱う。データが完全であるの
は、すべてのデータ点が学習される確率モデルのすべての変数の値を含む場合。ここではパラメータ学
習、すなわち構造が固定された確率モデルの数値パラメータを発見する学習を扱う。たとえば、ある構
造のベイジアンネットワークにおける条件つき確率を学習する場合など。

20.2.1　最尤パラメータ学習：離散モデル  

チェリー味とライム味の割合が未知の袋があるとする。チェリー味の割合は0から1の間なので、仮説は
連続的となる。この場合のパラメータ  はチェリー味の割合で、仮説は  。アプリオリにはどのよう
な割合も同程度に起こりうるとすると、最尤法を用いるのが合理的。  個のキャンディを開けたとこ
ろ、  個がチェリー味で、  個がライム味だったとする。（式(20.3)）によれば、このデータ
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セットの生じやすさは以下の通りとなる。

最尤仮説は、この式を最大化する  の値によって与えられる。対数関数は単調なので、以下の対数尤度
を最大化することでも同じ値が得られる。

対数をとることで積を和に変換でき、計算が容易になる。  の最尤値を求めるためには、  を  に関し
て微分し、0とおく。その結果、  が得られる。最尤仮説  によれば、問題の袋におけるチェ
リー味の割合は、包みを開けてみたキャンディーにおけるチェリー味の割合に等しい。

自明なことを発見するために多くの労力を払っているように見えるかもしれない。しかし、以下のよう
な最尤パラメータ学習の手法は、より広い適用可能性を有する。

1. データの起こりやすさをパラメータの関数として表す。
2. それぞれのパラメータに関して対数尤度の導関数を求める。
3. 導関数が0となるパラメータ値を求める。

通常、もっとも難しいのは第3のステップ。多くの場合、4.2節で見た反復解決アルゴリズムなどの最適
化手法を用いることが必要。また、この例からは最尤学習一般の重要な問題点がわかる。データセット
が小さく、いくつかの出来事（たとえばライム味のキャンディ）がまだ観察されていない場合には、最
尤仮説はそれらの出来事に確率0を割り当てることになってしまう。

別の例を考える。キャンディの包み紙には赤と緑がある。それぞれの包み紙は、味に基づいて確率的に
選択される。この事例には（図20.2(b)）のように定義される3つのパラメータ  がある。

このとき、チェリー味かつ緑の包み紙である確率は、
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ここで  個のキャンディーを開けてみて、  個がチェリー味で  個がライム味だったとする。赤い包み
紙のチェリー味が  個、緑の包み紙のチェリー味が  個、赤の包み紙のライム味が  個、緑の包み
紙のライム味が  個とすると、データの起こりやすさは以下のように与えられる。

対数をとれば以下のようになる。

対数尤度は3つの項の和で、それぞれが一つのパラメータをもつ。それぞれのパラメータに関する導関
数を0と置けば、それぞれのパラメータに関する等式が得られる。

 については前の例と同様。  すなわちチェリー味が赤い包み紙である確率は、観測されたチェリー味
のキャンディーのうち赤い包み紙だったものの割合。  に関しても同様。

この手法は、条件つき確率を表として表現できるベイジアンネットワーク一般に拡張可能。もっとも重
要な点は、完全なデータが与えられれば、ベイジアンネットワークの最尤パラメータ学習問題は、各パ
ラメータごとの独立の学習問題に分解可能だということ。第二のポイントは、親を前提としたパラメー
タの値は、親のそれぞれの値におけるパラメータ値の観測頻度にほかならないということ。

20.2.2　ナイーブベイズモデル  

機械学習でもっともよく用いられているベイジアンネットワークモデルは、ナイーブベイズモデル。こ
のモデルでは、予測される「クラス」変数  が根となり、属性変数  が葉となる。属性は、クラスを
条件として相互に条件付き独立であると仮定されるため、このモデルは「ナイーブ」である。二値変数
の場合には、パラメータは以下のようになる。

最尤パラメータ値は（図20.2(b)）と同じ方法で求められる。モデルをこのように訓練すれば、クラス値  
 が 観測されていない新しい事例の分類に利用できるようになる。属性値  が観測されたと
きの各クラスの確率は以下のように与えられる。

もっともありうるクラスを選択することで、決定論的な予測ができる。（図20.3）は、第19章のレスト
ラン問題にこの手法を適用した場合の学習曲線。この手法による学習はうまく行くが、決定木ほどでは
ない。これはおそらく、真の仮説（決定木）がナイーブベイズモデルでは厳密に表現できないから。し
かし、ナイーブベイズ学習は多くの応用において非常にうまく行く。  個のブール属性には  の
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パラメータがあるだけで、最尤ナイーブベイズ仮説の発見には探索は必要ないため、サイズの大きな問
題にも拡張可能。また、ナイーブベイズ学習はノイズやデータ欠損に強く、確率的な予測を与えること
もできる。主要な欠点は、条件付き独立の仮定が正しいことはほとんどないということ。とくに、属性
の数が多いときには、この仮定ゆえに確率が過大（過小）評価され、0または1にきわめて近くなってし
まう。

20.2.3　生成モデルと識別モデル  

分類に用いられる二種類の機械学習モデル、すなわち生成モデルと識別モデルを区別できる。生成モデ
ル (generative model) は、それぞれのクラスの確率分布をモデル化する。たとえば、12.6.1で取り上げ
たナイーブベイズテキスト分類器は、テキストのカテゴリーごとに独立のモデルを作る。各モデルがそ
のカテゴリーの事前確率（ ）と条件つき確率（

）をもつ。これらから同時確率 
 を計算し、天気カテゴリーのテキストを代表する語を生成でき

る。

識別モデル (discriminative model) は、クラス間の決定境界を直接学習する。すなわち、
 を学習する。識別モデルは、カテゴリーを代表する語を生成することに用いる

ことはできない。ロジスティック回帰、決定木、サポートベクターマシンはすべて識別モデル。

識別モデルは決定境界を定義することだけを重視しているため、訓練データに制限がなければ、極限で
は生成モデルよりもよいパフォーマンスを示す。しかし、データが限られている場合には、生成モデル
の方がよいパフォーマンスを示すこともある。

20.2.4　最尤パラメータ学習：連続的モデル  

現実世界では連続的パラメータはありふれているので、連続的モデルのパラメータ学習について学ぶこ
とは重要。最尤学習の原理は離散的な場合と同様。

一変数ガウス密度関数のパラメータを学習するという、単純な事例からはじめる。データが以下のよう
に生成されると仮定する。
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このモデルのパラメータは、平均  と標準偏差  。観測値を  とすると、対数尤度は以下
のようになる。

導関数を0と置くことで以下が得られる。

すなわち、平均の最尤値は標本平均であり、標準偏差の最尤値は標本分散の平方根［＝標本の標準偏
差］。これもまた、「常識的な」実践に合致した結果となっている。

つぎに、連続値  を親として、連続値  を子とする線形ガウスモデルを考える。422ページで説明し
たように、  はガウス分布をとり、その平均は  の値に線形に依存し、その標準偏差は固定された値
をとる。条件付き分布  を知るには、以下の条件付き尤度を最大化すればよい。

ここでのパラメータは  で、データは（図20.4）に示されるような  ペアの集合。通常
の手法を用いてパラメータの最尤値を求めることができるが、ここでのポイントは別の点にある。  と 

 の線形関係を定義するパラメータ  と  だけを考慮するならば、これらのパラメータに関して対数
尤度を最大化することは、（式20.5）における  の指数の分子  を最小化すること。
ここで最小化されているのは、  損失、すなわち予測  と実際の値  の二乗誤差。

これは、19.6節で紹介した標準的な線形回帰において最小化される量にほかならない。つまり、分散一
定のガウスノイズを伴ってデータが生成されたと仮定すれば、二乗誤差の総和を最小化することは、最
尤直線モデルを与えることにほかならない。
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20.2.5　ベイズパラメータ学習  

最尤学習の手続きは単純だが、小さなデータセットでは深刻な問題が生じる。たとえば、チェリー味の
キャンディ1つだけを見た後では、袋の中身はすべてチェリー味だという仮説が最尤仮説となる。事前
仮説がすべてチェリーかすべてライムのいずれかだというものでないかぎり、これは合理的な結論では
ない。ベイズ的なパラメータ学習は、ある事前仮説から出発し、データが得られるにつれて分布をアッ
プデートする［ことでこの問題に対処する］。

ベイズ的な見方によれば、キャンディ事例におけるパラメータ  は、仮説空間を定義する確率変数  
の（未知の）値。事前仮説は  の事前分布。  は、袋に割合  でチェリー味が入ってい
る事前確率。

パラメータ  が0から1のあいだのいかなる値もとりうるならば、  は連続確率密度関数。  がとり
うる値について何も知らなければ、  という一様密度関数を用いればよい。

より柔軟な確率密度関数族は、ベータ分布として知られている。ベータ分布は、  の値をとる  に
対して、  と  という2つのハイパーパラメータによって以下のように定義される。

（図20.5）は、さまざまな  と  の値で分布がどのように変化するかを示している。ベータ分布の平均
値は  で、  の値が大きいことは  が0よりも1に近いという信念を示唆している。  の
値が大きいと分布のピークは険しくなり、これは  の値により大きな確信があることを示唆してい
る。一様密度関数は  と同一である。
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ベータ族には柔軟性以外にも有用な性質がある。  が事前  をもつならば、あるデータが観
測されたのちには、  の事後分布もベータ分布となる。つまり、ベータ族は更新に関して閉じている。
ベータ族はブール変数の分布族の共役事前分布 (conjugate prior) と呼ばれる。この働きを見てみる。チ
ェリー味を1つ観測したとすれば、以下のようになる。

つまり、チェリー味を1つ観測したのちには、  パラメータを1つ大きくすれば事後分布が得られる。同
様に、ライム味を1つ観測した後には、  パラメータを1つ大きくすれば事後分布が得られる。このよう
に、ハイパーパラメータを仮想カウント (virtual counts) とみなすことができる。つまり、事前確率 

 は、一様事前分布  から出発し、  個のチェリー味と  個のライム味を
観測したかのように振る舞う。

 と  の比を固定して値を大きくしたときのベータ分布を見ると、データが得られるにつれてパラメー
タ  の事後分布がどのように変化するかがわかる。実際には75%がチェリー味だとする。（図
20.5(b)）は、データが増えるにつれて  の真値の周辺に分布の鋭いピークが現れることを示してい
る。大きなデータセットでは、ベイズ学習は最尤学習の答えに収束する。

より複雑な事例を考える。（図20.2(b)）のネットワークには3つのパラメータ  があった。ベイ
ズ事前仮説はこれら3つのパラメータすべてをカバーしなければならない。つまり、  を
特定する必要がある。通常、以下のようなパラメータ独立性を仮定する。

この仮定の下では、それぞれのパラメータはデータによって個別に更新されるベータ分布をもつことに
なる。（図20.6）は、事前仮説とデータをベイジアンネットワークにどのように組み込むことができる
かを示している。ネットワークには、それぞれのパラメータ変数を表すノードが存在する。
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ノード  は親をもたない。  番目の包み紙と味の観測に対しては、  と  と
いうノードを加える。  は味パラメータ  に依存する。

 は  と  に依存する。

（図20.2(b)）に示されている元のベイズネットにおける学習過程は、（図20.6）の派生的なベイズネッ
トにおける推論問題として定式化できる。後者においては、データとパラメータはノードとなってい
る。すべての新たな証拠ノードを加えたならば、パラメータ変数に関するクエリを発することが可能と
なる。この定式化の下では、ベイジアンネットワークの推論アルゴリズムがただ一つの学習アルゴリズ
ムということになる。

訓練セットを表現する証拠変数が膨大になりうる点や、連続値をとるパラメータ変数が多くある点で、
これらのネットワークの性質は第13章で見たものとはやや異なる。ナイーブベイズモデルのような非常
に単純な事例を除けば、厳密な推論は不可能で、典型的にはMCMCのような近似的な推論法を用いるこ
とになる。

20.2.6　ベイズ線形回帰  

ここでは、標準的な統計課題である線形回帰にベイズ的手法をどのように適用するかを説明する。二乗
誤差の和を最小化するのが従来の手法で、20.2.4ではこれをガウス誤差モデルを仮定した尤度の最大化
として再解釈した。これらの手法はただ一つの最良の仮説を生み出す。それはすなわち、特定の傾きと
切片をもち、任意の点において予測誤差の分散が一定である直線である。しかし、この手法では、傾き
や切片の値にどの程度確信をもつべきかが測定できない。
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観測されたデータ点から大きく離れた未知のデータ点の値を予測するときに、観測されたデータ点のす
ぐ近くのデータ点と同じ予測誤差を仮定することは、意味をなさない。傾きの小さな変化も、遠くの点
の予測値には大きな変化をもたらすから。観測されたデータ点から離れるほど予測誤差は大きくなると
考えることが理にかなっている。

ベイズ的手法はこれらの問題に対処できる。基本的な発想は、モデルのパラメータ（この場合は線形モ
デルの係数とノイズ分散）に事前確率を設定し、データを条件としてパラメータの事後確率を計算する
こと。多変数でノイズが未知のデータでは計算が複雑になるので、単一変数でノイズが分散  の正規
分布のモデルを考える。パラメータは  で、モデルは以下のようになる。

　

対数尤度は  の二次方程式なので、  の共役事前分布の適切な形式もガウス分布。したがって  の事後
確率もガウス分布。事前分布の平均が  、分散が  で、以下が成り立つと仮定する。

　

 の傾きがどのようであるかがわかるかもしれないし、わからないかもしれない。わからない場合に
は、  は0で  は大きいと仮定するのが理にかなっている。これは情報のない事前確率 
(uninformative prior) と呼ばれる。

（式20.1）の  を用いて  を計算できる。観測されたデータ点が 
 だとすれば、（式20.7）から得られるデータの尤度は以下のようにな

る。

これと（式20.8）から得られるパラメータの事前確率から事後確率が得られる。

これは複雑な式に見えるが、それぞれの指数は  の二次関数であり、2つの指数の和も同様。それゆ
え、式全体は  のガウス分布を表現している。14.4節で行ったのと同様の代数的操作をすると、以下が
得られる。

ここで、更新された平均と分散は以下のように与えられる。
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これらの式が何を意味するのかを考える。データが  軸の原点周辺の狭い領域に集まっているとき、
 は小さくなるので、事後分散  は大きくなり、事前分散  とほぼ等しくなる。これは、デー

タが原点周辺における直線の回転をほとんど制約しないということ。逆に、データが  軸に沿って広く
分布しているときには、  は大きくなるので、事後分散  は小さくなり、   にほぼ
等しくなる。このとき、傾きは厳しく制約されることになる。

あるデータ点における予測を行うためには、（式20.2）で示されたように  のとりうる値すべてに関し
て和を求める必要がある。

ここでも、二つの指数の和は  の二次関数なので、積分が1となる  のガウス分布が得られる。  の残
りの項も別のガウス分布となる。
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この表現からは、  の予測の平均は  で、  の事後平均に基づくことがわかる。予測の分散はモデル
ノイズ  と、  に比例する項の和によって与えられる。つまり、予測の標準偏差は、原点からの距離
に線形に増加する。（図20.7）はこの現象を図示している。

20.2.7　ベイズネット構造の学習  

ここまでの話ではベイズネットの構造は与えられていると仮定し、パラメータだけを学習してきた。ネ
ットワークの構造はドメインに関する基本的な因果的知識を表現しており、専門家はこれを容易に得る
ことができる。しかし、因果モデルが利用できない場合もある。したがって、データからベイズネット
の構造がどのように学習できるかを理解することは重要である。このセクションでは基本的な考え方を
説明する。

もっとも明らかな手法はよいモデルの探索。リンクを一切もたないモデルから出発し、各ノードに親を
加え、パラメータを調整し、その結果得られるモデルの正確さを測定する。あるいは、ある推定された
構造から出発し、山登り法や焼きなまし法でモデルに変更を加える。モデルの変更には、リンクの逆
転、追加、除去が含まれる。変更の際には、構造に循環を生じさせないようにする必要がある。

よい構造が見つかったかどうかを決定する方法は二つある。一つは、構造から示唆される条件付き独立
関係がデータにおいて実際に成り立つかどうかをテストすること。たとえば、レストラン問題のナイー
ブベイズモデルは以下を仮定する。

対応する条件付き頻度の間にこの等式が成り立つかどうかをデータでチェックできる。しかし、構造が
ドメインの真の因果的あり方を記述していたとしても、データの統計的変動ゆえに等式が厳密に成り立
つことはない。それゆえ、独立性仮説が成り立たないことの十分な証拠があるかどうかに関する統計的
検定を行う必要がある。この検定が厳格なほど多くのリンクがモデルに加えられ、過適合の危険性が大
きくなる。

本章の発想とより整合的な手法は、提案されたモデルがデータを説明する（確率的な）度合いを評価す
ること。しかし、評価法には注意が必要。ノードに親を付け加えることで尤度が低下することはないた
め、単純に最尤仮説を見つけようとすれば、全結合ネットワークが得られてしまう。したがって、何ら
かの仕方でモデルの複雑さにペナルティを科す必要がある。MAPやMDLは、異なる構造を比較する前
に、それぞれの構造の尤度からペナルティを差し引く。ベイズ手法では和の計算が指数関数的に複雑に
なるので、MCMCを用いる。

複雑性にペナルティを科すことで、最適構造とネットワークにおける条件付き分布の表現法の間に重要
な関係が導入される。tabular distribution では、複雑性に対するペナルティは親の数に指数的に増大す
るが、ノイジーORでは線形に増大するのみ。したがって、ノイジーORのようにコンパクトにパラメー
タ化されたモデルによる学習では、tabular distribution を用いたモデルによる学習よりも多くの親をも
つ構造が学習されることになる。

13



20.2.8　ノンパラメトリックモデルを用いた密度推定  

ノンパラメトリック法を採用することで、構造やパラメータに関する仮定を設けることなく確率モデル
を学習することが可能。ノンパラメトリック密度推定は、典型的には（図20.8(a)）のような連続的ドメ
インで行われる。この図は、2つの連続変数によって定義される空間における確率密度関数を表してい
る。（図20.8(b)）には、この密度関数から得られたデータ点のサンプルが表されている。問題は、どう
すればこのサンプルからモデルを再現できるか。

まず、 -最近傍モデルを考える。クエリ点  における未知の確率密度を推定するには、  の近傍にある
データ点の密度を計測すればよい。（図20.8(b)）には2つのクエリ点が小さい正方形で示されている。
それぞれの10-最近傍が与えられているが、中央の円は大きく（＝密度が低い）、右の円は小さい（＝
密度が高い）ことがわかる。（図20.9）は異なる  の値を用いた -最近傍法による3種類の密度推定
で、(b) がほぼ正しいことがわかる。

もう一つの可能性はカーネル関数を用いること。カーネルモデルを密度推定に用いるには、各データ点
がそれぞれ密度関数を生成すると考える。たとえば、各軸に対する標準偏差が  の球状ガウス分布を用
いれば、あるクエリ点  における推定密度はデータカーネルの平均となる。
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ここで  は  の次元数で、 はユークリッド距離関数。残る課題は、適切なカーネル幅  を選択する
こと。（図20.10）はカーネル幅の違いによる推定の違いを示している。

20.3　隠れ変数を用いた学習：EMアルゴリズム  

これまでは完全に観測可能な事例を扱ってきた。実世界の多くの問題には、データでは観測できない隠
れ変数（潜在変数と呼ばれることもある）がある。たとえば、利用記録には症状、診断、治療、治療結
果は含まれるが、疾患そのものの直接的な観測は含まれない。疾患が観測できなければ、観測変数だけ
に基づいてモデルを構築しなければならないのだろうか？答えは（図20.11）に示されている。
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各ノードが3種類の値をとるとすると、隠れ変数のあるモデルである (a) は78のパラメータをもつが、隠
れ変数を取り除いた (b) では、パラメータの総数が708に増加する。潜在変数を導入することで、ベイジ
アンネットワークを特定するために必要なパラメータの数を大きく減らすことができる。また、パラメ
ータの学習に必要なデータ量も大きく減らすことができる。

しかし、潜在変数は学習を複雑にする。（図20.11(a)）では、それぞれの事例における 
 の値がわからないので、この変数の条件付き分布をどのように学習すればよいのかわ

からない。症状の分布に関しても同様。この節では、この問題を非常に一般的な仕方で解決する期待最
大化あるいはEM (expectation-maximization) と呼ばれるアルゴリズムを紹介する。

20.3.1　教師なしクラスタリング：混合ガウス分布の学習  

教師なし学習とは、対象の集まりにおいて複数のカテゴリーを識別するという問題。教師なしと呼ばれ
るのは、カテゴリーのラベルは与えられていないから。一例は、多数の星のスペクトル記録から、それ
らをいくつかのタイプに分類すること。生物種の分類や日常的事物における自然種の特定もその例。

（図20.12(b)）には、2つの連続値からなる500のデータ点が示されている。データ点は個々の星で、2
つの値は特定の周波数におけるスペクトル強度に対応している。ここで、どのような確率分布がデータ
を生成しているのかを理解する必要がある。クラスタリングは、データが混合分布Pから生成されると
仮定する。混合分布は、それぞれが一つの分布である  個の要素分布 (component) からなる。データ
点は、要素分布を選択し、その要素分布からサンプルを生成することで得られる。確率変数  で要素
分布を表すことにしよう。このとき、混合分布は次の式で与えられる。

 はデータ点の属性値を表す。連続値をとるデータでは、要素分布として多変数ガウス分布を選択する
のが自然で、いわゆる混合ガウス分布族が与えられることになる。混合ガウス分布のパラメータは、要
素分布の重み  、各要素分布の平均  、各要素分布の共分散  。（図20.12(a)）は3
つのガウス分布の混合。

16



教師なしクラスタリング問題では、（図20.12(b)）のような生データから（図20.12(a)）のような混合
ガウスモデルを復元する。どの要素分布がどのデータ点を生成したかがわかっていれば、要素ガウス分
布の復元は容易。また、それぞれの要素分布のパラメータがわかっていれば、それぞれのデータ点を
（少なくとも確率的に）ある要素分布に割り当てられる。

問題は、割り当てもパラメータもわかっていないこと。EMの基本的な発想は、モデルのパラメータは
既知だと仮定して、各データ点が各要素分布に割り当てられる確率を推論すること。その後、要素分布
をデータに再度適合させる。その際、各データ点がそれぞれの要素分布に属する確率に応じて重み付け
をして、各要素分布を全データに当てはめる。そして、収束するまでこの手続きを繰り返す。基本的に
やっていることは、現在のモデルに基づいて隠れ変数への確率分布（各データ点がどの要素分布に属す
るか）を推論することによって、データを「補完」すること。混合ガウス分布では、混合モデルパラメ
ータを任意に初期化して、以下の2ステップを繰り返す。

1. E-ステップ：データ  が要素分布  によって生成される確率  を計算する。ベ
イズの定理から、 。ここで、  は  番目のガウス分布
における  の確率で、  は  番目のガウス分布の重みパラメータ。  を、現
時点で要素分布  に割り当てられているデータ点の数と定義する。

2. M-ステップ：以下のステップを順番に用いることで、平均、共分散、要素の重みを更新する（  は
データ点の総数）。

E-ステップ、すなわち期待ステップは、隠れ指標変数 (indicator variable)  の期待値  を計算して
いるとみることができる。ここで  は、データ  が  番目の要素によって生成されていれば1で、そ
うでなければ0となる。M-ステップ、すなわち最大化ステップは、隠れ指標変数の期待値を条件とし
て、データの対数尤度を最大化する新しいパラメータ値を見つけている。

EMが学習したモデルは（図20.12(c)）に示されている。これはデータを生成したモデルと区別がつかな
い。（図20.13(a)）は、その時点のモデルによるデータの対数尤度をプロットしている。
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注意点が2つある。第一に、最終的に学習されたモデルの対数尤度は、データを生成した元のモデルを
わずかに上回る。これは、データはランダムに生成され、背後にあるモデルを忠実に再現しているとは
かぎらないという事実の反映。第二に、EMはすべての反復においてデータの対数尤度を高める。これ
は一般的に証明可能。ある条件では、EMは尤度の局所的最大値に到達することが証明可能。

しかし、つねにこのようにうまくいくとはかぎらない。たとえば、ある要素分布が1つのデータ点しか
カバーしないことが起こりうる。このとき分散は0になり、尤度は無限大になってしまう。また、要素
分布の数がわからなければ、さまざまな  の値を試す必要がある。もう一つの問題は、2つの要素分布
の融合が生じうること。高次元ではこれらが深刻な問題となる。一つの解決は、モデルパラメータに事
前分布を与え、MAP版EMを実行すること。もう一つの解決は、要素のパラメータが小さくなりすぎた
り、他の要素と近くなりすぎたら、新しいランダムな値でやりなおすこと。

20.3.2　ベイズネットの隠れ変数のパラメータ値の学習  

［20.3.1は、20.3の問題を考えるための準備となっている。］

隠れ変数のあるベイズネットの学習にも、混合ガウス分布の場合と同じ発想を用いる。（図20.14(a)）
は、2つのキャンディ袋が混ざった状況を表している。キャンディは3つの特徴（味、包み紙の色、穴の
有無）をもつ。それぞれの袋におけるキャンディの分布はナイーブベイズモデルで記述される。
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モデル全体は混合モデル（混合ガウスもベイズネットとしてモデル化できる）。混ぜられたキャンディ
ーの観測から2つの袋のあり方を復元できるか？パラメータを以下のように設定し、1000個のサンプル
を発生させる。

モデルのパラメータは以下のように初期化する。

まず  パラメータについて考える。袋は隠れ変数なので、観測数からパラメータを推定することはでき
ない。その代わりに期待カウントを計算する。  は、各キャンディが袋1からのものである
確率の総和。

ナイーブベイズモデルでは、ベイズの定理と条件付き独立性を用いて必要な確率を求めることができ
る。
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赤い包みでチェリー味の穴あきキャンディーにこの式を適用すると、およそ0.22792という値が得られ
る。他の7通りについても計算をすると、  という値が得られる。

次に、  について考えてみる。袋1からのチェリー味の期待カウントは以下の式で与えられる。［こ
れでよい？］

他のパラメータについても同様に計算が可能で、（式20.11）のように値が求められる。（図20.13(b)）
にあるように、最初の反復の後に対数尤度は  から  に上昇する。つまり、尤度そのもの
が  改善される。10回の反復によって、学習モデルは元のモデルよりもよい適合を達成す
る。その後の進展は非常にゆっくりしたものとなる。これはEMでは一般的な現象なので、多くの実用シ
ステムはEMと勾配ベースのアルゴリズムを組み合わせている。

この例から得られる一般的教訓は、隠れ変数のあるベイズネットのパラメータ更新は、各事例に関する
推論の結果を用いることで可能になるということ。さらに、各パラメータには局所的な事後確率が必要
なだけ。つまり、各変数  の条件つき確率表は、  とその親  に関する事後確率から学習可能。

 を条件つき確率表パラメータ  と定義すると、規格化され
た期待カウントによって以下のように更新が行われる。

期待カウントは、ベイズネット推論アルゴリズムを用いて各事例の確率  を計
算し、その総和を求めることで得られる。

EMアルゴリズムは、この事例ではデータにおける7つの観測カウントから7つのパラメータを復元して
いると考えることができる。キャンディが2つの属性しかもたないとすると、パラメータは5つだが観測
カウントは3つだけとなる。この場合には  を復元することはできない。このモデルは識別可能ではな
い (not identifiable) と言われる。

ベイズネットにおける識別可能性は厄介な問題。3つの属性に対して7つの観測カウントがあったとして
も、モデルを一意に復元できるとはかぎらない。袋変数を逆転させた観測的に等価な2つのモデルがあ
るから。観測されることのない変数に関しては、この識別不可能性は不可避。

20.3.3　隠れマルコフモデルの学習  

［省略。14章の内容を前提としている。］

20.3.4　EMアルゴリズムの一般形式  

これまで見たいずれの事例も、各事例に関して隠れ変数の期待値を計算し、それを観測値であるかのよ
うにみなして、パラメータを再計算した。すべての事例における観測値を  、隠れ変数を  、確率的
モデルの全パラメータを  とすると、EMアルゴリズムは以下のように表現できる。
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E-ステップは和の計算で、データを条件とした隠れ変数の事後分布  に関して、「補
完された」データの対数尤度の期待値を計算する。M-ステップは、この期待対数尤度をパラメータに関
して最大化する。混合ガウス分布の場合には、隠れ変数は  で、事例  が要素  から生成されたとき
1をとる。ベイズネットでは、  は事例  における非観測変数  の値。

EMの一般的な考えが理解できれば、さまざまなバリエーションや改善法が容易に導き出せる。多くの
事例では隠れ変数の事後確率は計算が困難なので、近似的E-ステップが用いられる。

20.3.5　隠れ変数をもつベイズネットの構造の学習  

隠れ変数が観測データに影響を与えるときには、ベイズネットの構造の学習は複雑になる。単純なケー
スでは、人間がある隠れ変数を措定し、アルゴリズムがネットワーク構造の中で適切な場所を発見す
る。

そうでない場合には、データが完全であると仮定してパラメータの多いモデルを作るか、モデルを単純
化するために新しい変数を発明することになる。後者の方針をとる場合には、構造探索アルゴリズム
に、隠れ変数の追加、消去、arity の変更という新たな選択肢が加わることになる。新しい隠れ変数はす
でに存在する変数と結びつけられるため、人間の専門家が意味を見出すことも可能。

ここでも、単純な最尤法では全結合ネットワークが得られてしまうため、複雑さに対するペナルティが
必要。多くの可能な構造からMCMCでサンプルを得て、ベイズ学習を近似することも可能。

隠れ変数がある場合には、パラメータの学習はEMアルゴリズムの反復を含み、それにはベイズネット
の事後確率の計算が含まれるが、これはそれ自体がNP-困難。それゆえ、この手法は複雑なモデルの学
習には実用的でない。

一つの改良の可能性は、構造的EMアルゴリズム。これは通常のEMアルゴリズムと同様に働くが、パラ
メータと同時に構造も更新する。

最終更新：2022年1月25日
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