
Title 赤池ベイズ情報量規準による事前分布の選択を考慮した逆
解析に関する基礎的研究( 本文(Fulltext) )

Author(s) 本城, 勇介; SETIAWAN, Budhi

Citation [応用力学論文集] vol.[7] no.[1]  p.[145]-[153]

Issue Date 2004-08

Rights Japan Society of Civil Engineers (公益社団法人土木学会)

Version 出版社版 (publisher version) postprint

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/24360

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



応 用 力学 論 文 集Vol.7,pp.145-153(2004年8月) 土木学会

赤池ベイズ情報量規準による事前分布の選択を考慮した

逆解析に関する基礎的研究

On selection of prior distribution in inverse analyses by Akaike Bayesian Information Criterion

本 城 勇 介*・Budhi SETIAWAN**

Yusuke HONJO and Budihi SETIAWAN

* 正会 員Ph.D.岐 阜大 学教 授 工学 部(〒501-1193岐 阜 市柳 戸1-1)
** 岐阜大学 工学部 大学院生(同上)

The first author has proposed to use Akaike Bayesian Information criterion (ABIC) to adjust 
relative weight between objective and subjective information in inverse analysis in order to 
overcome the problem of ill-posedness. The method has been applied to various civil engineering 
problems in the past and found to be very effective. However, the reason for this effectiveness 
was not necessarily clearly explained. In this study, an attempt is made to explain the behavior 
of ABIC from the viewpoint of information entropy. It is found that ABIC chooses the estimates 
of parameters that maximize the reduction of information entropy from the entropy given at 
the beginning of the analysis. This fact actually extends the use of ABIC to wider selection of 
the prior information, i. e. not only choice of prior variance but also alternative prior means can 
be examined using ABIC as a criterion. The findings are not explained theoretically, but also 
illustrated using a simple numerical example. 

Key Words: Inverse analysis, regularization procedure, ABIC, extended Bayesian method, 
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1.は じめ に

工学分野で出会 う,多 くの逆問題 は,不 適切性 を有す

る.本 城(1989,1995)1),2)は この不適切性 を克服す るた

めの一つの方法 として,拡 張ベイズ法 と呼ばれる方法に

よ り,事前情報 を適当な強度で観測データに重ね合わせ

ることによりこの問題 を解決することを提案 してい る.

この方法では赤池ベイズ情報量基準(以 下ABICと 呼

ぶ)を 用い ることによ り,事 前情報 と,観 測データによ

り与えられ る情報の適 当な融合 を試みてい る.そ して,

そのよ うな融合がなぜ うまく機能す るか と言 う点につ

いては,他 の方法 との比較において説明が試み られてい

る(本 城 ・酒向 ・菊池,1999)3).

ところで元々ABICは 赤池が,フ ィッシャー以来の

伝統的 な統計的推論 と,ベ ー ズ推 定の融 合 を試み る

と言 う野心的な構想 の元に提案 した理論的 な枠組 み

(Akaike,1982;赤 池,1980,1989)4),5),6)を 利用 した も

のであ り,AICが 提案 しているモデル間の選択の問題

を,事 前分布の選択の問題に拡張 したものである.

ベイズ推定では,対 象 とす る事象の確率分布 のパ ラ

メータの確率分布 は,こ れ らパ ラメータの事前分布 と,

観測デー タのデータ分布関数 よ りベイズの定理を介 し

て得 られ る条件付確率分布である事後分布 として得 ら

れ る.そ れでは,事 前分布 として何 を想 定すれば,得

られた事後分布が客観的 とい えるであろ うか.こ れが

Bayes以 来繰 り返 された議論である.こ の議論を貫 く

客観性の根拠 を,「 エン トロピーの推定量である対数尤

度に見出そ う」(赤 池,1980)5)と い うのが,赤 池 の基本

的な立場である.こ の結果,赤 池 の提案する情報量基準

を用いれば,ベ イズ推定は 「データから特定の目的に適

した情報を抽 出す るための道具立てであり」,「 情報を

適切に利用する仕組みを与えるにす ぎない こと」が理

解 される(赤 池,1989)6).こ の立場か らする と,事 前分

布の選択の問題は,単 に観測情報 と事前情報の不確実性

の程度の調整に留まらず,い ろいろな代替的な事前分布

の選択に応用できることにな る.

しか しなが ら,赤 池の上記の問題に対す る理論 的説

明は,か なり抽象的であ り,こ れを理解す ることは容易

ではない.本 研究では,こ の説明をかな り一般性 を持っ

た逆解析問題 の定式化 を基に,具 体的に展開 し,こ の方

法が有効に機能する理 由を,情 報エン トロピーの立場か

ら説明 しようと試みたものである.そ の結果,赤 池の情

報量基準は,情 報エ ン トロピーによ り表現 されるデー

タ分布のあいまいさと事前分布のあいまいさの総和と,

事後分布のあいまい さの差,つ ま りエ ン トロピーの減少

量を最大にするように,事 前分布 を選択す る,と い う解

釈 を行 うことができることを見出 した.さ らに本研究

では,非 常に簡単な線形逆問題を例 として,上 記のメカ

ニズムを数値的に例示 している.

読者 は,本 論文の結果 より,赤 池の情報量基準が、従

来か らAICと して知 られ るモデル選択の問題ばか りで

なく,こ れを含んでさらにベイズ推定の事前分布の選択
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にも利用できることを理解されるであろう.さ らに赤

池の提案 している枠組みに従えば,伝統的な統計的推定

も,ベイズ推定も本質的に同じ枠組みで議論できること

を認識されるであろう.

2.拡 張ベイズ法 による逆解析

2.1離 散型逆問題の定式化

離散型の線形逆問題は,最 終的に一つの連立方程式を

解 くことに帰着する(グ ロエ ッチ ェ,1996)?).

(1)

ここに,yはn次 元観測値ベク トル,Xは 与 えられ た

n×m観 測行列,θ は推定 しよ うとす るm次 元モデル

パラメー タベ ク トル,ε はn次 元誤差ベ ク トルである.

通常の逆問題では,観 測値の数は,推 定しよ うとする

パラメータの数 よりも多 く,典型的には最小二乗法によ

り解が求め られ る.

min.

(2)

この式は,解 析的に解 くことができ,

(3)

このとき逆行列 を求めようとす る行列XTXのdetが

0(換言す ると,行 列XTXに ランク落ちがある),あ る

いは0に 近い状態の とき,こ の逆行列の計算は不可能 と

なり,解 を求められ なくなるし,ま たた とえ解が求まっ

た としても,観 測値 のわずかな変化が,パ ラメータ推定

値に極端な影響をあたえるような不安定な結果 を与え

る.こ のよ うな状態 を一般 に不適切性(ill-posedness)

と言 う.

不適切性の克服が逆解析 では重要である.こ の問題

の解決の一つに,事 前情報の導入 がある.こ れを定式化

す るのが,拡 張ベイズ法であ り,こ れを次に説明す る.

2.2拡 張ベイズ法の定式化

(1)基 本モデル

拡張ベイズ法によるパラメータ θの推定過程は,次

のよ うに定式化 される。まず,次 の2つ のモデルを考

える.

観測モデル:観 測方程式により与えられ,n個 の観測

値yを 得 ることによ り,こ れ とn行m列 の観測行

列Xに よ り関係 付け られ たm個 のパ ラメータ θ

を推 定する.

(4)

こ こ に ε ～N(0,σ ε2Vε).Vε は,誤 差 間 の 相 関行

列 で あ り,σε2は,分 散 の 程 度 を 表 す ス カ ラ ー 量 で

あ る.

従って,デ ータ分布 は次のよ うな多変量正規分布

として与えられ る.

(5)

事前情報モデル:パ ラメータθに関する情報として

は,観測値yの 他に,こ れに関する次の式で表現さ

れるような事前情報が存在する.

(6)

ここに δ～N(0,σ θ2Vθ).Vθは,事 前平均値間の相

関行列で,σθ2はそれ らの分散の程度 を表す.

従って,θ の事前分布は,次 の多変量正規分布 となる.

(7)

ここでデータ分布 と事前分布の相対的 な重み を表すパ

ラメー タ λ2(超 パ ラメータ)を 定義する.

(8)

式(8)か らわかるよ うに,λ2が 小さいほ ど事前分布 の

分散は相対的に大き くな り,従 って,推 定におけるデー

タの重みが増す ことになる.

(2)パ ラメータのベイズ推定

以上よ り,θの事後分布は,ベ イズの定理によ り次の

よ うになる.

(9)

θのベイズ推定量は,式(9)を 最大化す ることによ

り得 られるから,最 大化に関係のない定数項 を省略する

と,次 に示す関数を最小化することになる.

(10)

従って,θ のベイズ推 定量θ は,次 のよ うに求め ら

れ る.

(11)

ここに
,

(12)

Pは また,ベ イズ推定量 θの事後共分散行列である.
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(3)赤 池ベイズ情報量規準(ABIC)の 適用

(2)節 では,観 測データ分布 と事前情報分布 の事前平

均 θ*と,共 分散行列の相対的な重み付けを決定するパ

ラメータ λが与え られれ ば,こ れに対応 したベイズ推

定量を求 めることができるように,定 式化 されている.

これ らのパ ラメータを,超 パ ラメータと言 う.こ の節で

は,適 切な θ*や λを決 めるための規準であるABIC導

出の手順 を説明す る(Akaike,1980).

今観測値yの 真の分布 を示す確率密度関数をg(y)で

表す.g(y)は,決 して我々には知 り得ない関数であるが,

これを最終的に精度良 く予測す ることが求め られ る.
一方ベイズ推定では

,デ ータ分布f(y|θ)と,事 前分布

f(θ|θ*,λ)がある.こ こで,θ が確率変数 であるこ とを

考慮する と,こ のモデルのyの 分布 を平均的に表す分

布 は,

(13)

であ り,これはベイズ尤度関数 として知 られている.こ

のf(y|θ*,λ)とg(y)が,な るべ く一致す るように θ*や

λを決定する必要がある.

2つ の確 率密 度 関数 の近 さを測 る規 準 の1つ に,

Kullback-Leiblerの 情報規準がある.今,真 の分布 を

g(y)で,モ デル分布 をf(y|θ*,λ)で 表す と,こ の規準は

次のよ うになる.

(14)

さらにこの規準は,次 の性質を満足することを証明でき

る(坂 元 ・石黒 ・北川,1983)8).

従って,K-L規 準をなるべ く小 さくす るよ うな超パ ラ

メータ θ*や λの選択をすることが望ま しい.

ところで,真 の分布g(y)は,決 して求め られ ないが,

これに代 わるもの として,観 測データyi(i,…,n)が あ

る.こ れを用いて,K-L情 報量を近似的に評価す る方法

を考える.今,一 連の観測データyi(i,…,n)が 独立に

得 られていると仮定す ると,そ れぞれの生起の確率は

1/nで ある.こ れによりK-L情 報量は,

(16)

この近似では,真 の分布g(y)は,観 測データyi(i,…,n)

によって,置 き換 えられている.

以上より,モ デルf(y|θ*,λ)を できる限 り真の分布に

近づけるには,式(16)の 第2項 をできるだけ大 きくす

ればよい.す なわち,次 の量を最大に してやれば よい.

(17)

ABICは,こ の量の最大化を考えているが,歴 史的な経

緯によ りこれに-2を 乗 じた値の最小化 を考える.さ ら

に不偏推定量は,こ の値から超パラメータ数dim(θ*,λ)

を引いた ものであ るため,最 終的にABICは 次式の よ

うに与え られ る.

ABIC=-2(最 大対数尤度)＋2(超 パ ラメータ数)

(18)

式(18)の 観測方程式が線形の場合の積分は,次 の形

で与え られ る.

(19)

なお,こ の式ではデータ分布 を多変量正規分布 として記

述 してお り,式(18)で 仮定 してい る,個 々の観測値が

独立であ る場合は,こ の特殊な ときである.

今,ABICを 用いて σ2εを推定す ると,結 局式(19)

を最大化す る σ2εが,求 めようとす るσ2εで,こ れは式

(19)の 自然対数 をとり,こ れ を σ2εで微分 して0と 置

くことにより容易 に計算でき,次 式の ようにな る.

(20)

式(20)を 式(19)に 代入 し,整 理す ると,

これを,式(18)に 代入す ると,最 終的にλ2と θ*の決

定に用い るABICを 求めることがで きる.

(22)
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(4)ABICの 情報エン トロピー による解釈

赤池ベイズ情報量規準(ABIC)は,最 良の事前分布

を決定す る,非 常に有用な道具である.こ の節では,情

報エン トロピーか らその挙動 をより明確に説明するこ

とを試みた.情 報エン トロピーは,当 該状況のあいまい

さを表現す る尺度であ り,こ れが大 きいほ ど,状 況はあ

いまいであることを表す.一 般 にn次 元正規分布 の情

報エン トロピーは,次 式で与えられることが知 られてい

る(有 本,1980)9).

(23)

ここではVは この分布 の共分散行列である.

以上の準備の もとで,式(22)に 示 したABICを,次

のように書 き換 えることができる.

(24)

上 式 を 見 る と1/2ABICは,dim(θ*,λ),n/2,m/2と い っ た 定

常 値 を 無 視 す る と,次 の よ うに な っ て い る.

ABIC=(デ ータ分布の情報エ ン トロピー)

+(事 前分布の情報エ ン トロピー)

-(事 後分布の情報エ ン トロピー)＋(定 数)

=(減 少エ ン トロピー) (25)

以上よ りABICは 一応,次 のよ うに解釈 され る.

ABICは,デ ー タ分布の持つ あいまい さ

(情報エ ン トロピー)と,事 前分布の持つ あい

まい さ(情 報エン トロピー)の 総和 と,事 後分

布の持つあいまいさ(情 報エ ン トロピー)の

差が,最 も大きくなるように,す なわち事前 と

事後におけるあいまいさ(情 報エ ン トロピー)

の減少 量が最大 となるよ うに,事 前分布 を選

択す る.

3.例 題による考察

本章では,簡 単 な逆問題 を解析 し,こ れ によって,先

に述べたABICの 挙動 と,情 報エ ン トロピーに よる解

釈 を考察,説 明す る.

3.1例 題の説明

ここに取 り上げた例題は,図-1に 示す ような,2つ の

連結 したばねのモデルであ り,そ れぞれ節点1と2に

f1,u1 f2,u2

k1 k2

図-1例 題:バ ネモデル

力f1とf2を 作用させたときの変位 を,u1とu2と す る.

この問題では3組 の,力f1とf2の 組み合わせ を作用

させ たときの,u2の 値を観測 し,こ の情報 よりばね定数

k1とk2を 推 定す る(佐 藤,1996)10).こ の問題 を,逆

問題の基本式,式(1)に 則 して記述す ると,各 項は,次

の ようになる:

こ こ に 示 す ケ ー ス ・ス タ デ ィ ー で は,3組 の 事 前 情 報

と,4種 類 の 大 き さの 異 な る ノイ ズ を持 つ デ ー タ を 準 備

した.事 前 情 報 に 関 して は,PG, PM, PW(P: Prior, G:

Good, M: Medium, W: Worse)の 順 に,事 前 平 均 値 は

真 値 か ら 離 れ る.す な わ ち,PGで は(1.8, 1.4),PMで

は(2.7, 2.1),PWで は(3.6, 2.8)を 与 え て い る.な お 真

値 は,1/k1=1.8, 1/k2=1.4で あ る.

一 方
,ノ イ ズ につ い て は,標 準 正 規 乱 数(N(0,1))を 基

準 に して,N1/2, N1, N3, N5の 順 に 観 測 値 に 付 加 され る

ノ イ ズ が 大 き くな る(1/2,1等 は,計 算 値 に,標 準 正 規

乱 数 を何 倍 して 加 え た か を 示 して い る).ま た ノ イ ズ の

NOは,ノ イ ズ の 無 い 場 合 で あ る.

表-1に 示 す よ うに,3組 の 事 前 情 報 と,5種 類 の ノ イ

ズ の 強 さを 組 み 合 わ せ た ,合 計15組 の 場 合 につ い て 逆

解 析 を 実 施 した.

3.2最 良の事前分布の選択

表-1の 観測データに含まれ るノイズの レベルが同じ

ケースを比較す ると,そ れぞれABICが 最小値 をとる

とき,最 良の事前分布 を選択 してい る.す なわち,ABIC

が最良の事前分布の選択において,有 効であることを示

している.ま た,的 確な事前分布が与えられ る場合の方

が,大 きな λ2を取ってい る.こ れは事前情報に相対的

に大 きな重みを置 く方が良いことを,ABICが 自動的に
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(a)推 定値 、ABICと λ(ケ ー スPM-N1)

(b)推 定 値 、ABICと λ(ケ ースPG-N3)

(c)推 定値 、ABICと λ(ケー スPW-N1)

図-2推 定 値 、ABICと λ(ケ ー スPW-N1)
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表-1各 ケー ス でのABIC,λ2,推 定値 及び 標準 偏差

調整 していることを意味 している.

推定値そのものも,ノ イズの特に大 きいN3,N5は 別

として,他 のケースでは,一 応妥 当な推定値が得 られた.

3.3ABICの 情報エン トロピー による考察

ABICの 挙動 の説明のため,先 に設定 したケースの

内,PM-N1,PG-N3,PW-N1の3つ のケースに着 目し

てみよ う.

事前情報 を1/k1=2.7,1/k2=2.1と して,ベ イズ推

定量を求めたPM-N1の ケースでは,図-2(a)に 示すよ

うに,λ2が 小 さい間,k1とk2は 式(10)の 第1項 を最

小 とする,す なわち観測値 と計算値の残差二乗和を最小

とする値 を与 える.一 方,λ2が 非常に大きくなると,式

(10)の 第2項 が支配的と なるため,k1とk2は この事前

平均値 をとる.こ の2者 の間で λ2がある大きさの とき,

k1とk2は,前 者か ら後者へ緩やかに移動す る.ABIC

を最小 とするk1とk2は,こ のよ うな移動の中間で表

れ る.

次にケースPG-N3,す なわち観測データの ノイズが

大きく,し か し事前平均値が適切である場合を見る.図-

2(b)を 見ると,ABICの 最小値は,λ2の 大きい とき,す

なわちk1とk2が 事前平均値に達 してか ら表れ る.

最後にPW-N1の ケース,す なわち事前平均値がまっ

た く不適切 で,ノ イズが比較的小 さい ときは,PG-N1

のケース とほとん ど同 じABICの 挙動が見 られる(図-

2(c)).た だ し,こ の ときの λ2は,6.4×10-1で あ り,

PW-N1の λ2が2.56で あったのと比べると,観 測デー

タを事前平均 より重視 していることがわか る.

次にABICの 挙動が,な ぜ以上述べたよ うになるの

か考える.こ のため,ABICと λ2の 関係 を図示 した も

のを図-3,図-4に 示す.

まず,推 定 され る誤差分布σε2は式(20)よ り与 えら

れる.こ の第1項 は,観 測値 と計算値 の誤差二乗和を

データ数 で除 した値である.こ の値 は,図-3(a)の 左の

図に示すよ うに λ2が小 さい とき θは,最 小二乗解 とな

り最小値を示 し,λ2が 大きくなるとθ=θ*と な り,最

大値 を示 し,λ2の 増加に ともなって前者か ら後者へ移

行する.

一方
,第2項 は θと事前平均値 θ*の差の二乗和に λ2

を乗 じた値であ り,θ*が最小二乗解のときは λ2が小 さ

いので小 さく,λ2の 増加 とともに増加す るが,θ が θ*

に接近す ると再び減少 し,図-3(a)の 真 中の図に示すよ

うな,上 向きV字 形の挙動をす る.

以上2つ の項の和であるσε2は,図-3(a)の 右の図に

示す ように,全 体的には第1項 の挙動 に支配された挙動

をす る.

次に式(24)の 各情報エン トロピーの挙動について述

べる.ま ずデータ分布のエ ン トロピーは,λ2の 増加 とと

もにσε2とほぼ同様の挙動 をす る(図-3(b)の 左の図).

すなわち,λ2が 小 さい とき観測値 と計算値の残差二乗

和が小 さい ことか らこのエ ン トロピーは小 さく,λ2が

大きくなると増加す るが,あ る一定値 に収束する.

次に事前分布 のエ ン トロピーは λ2の 増加 に ともな

い,事 前分散 を低 く設定 してい ることになるため,そ の

値は一様に減少 していく(図-3(b)中 央の図).

デー タ分布によるエン トロピー と事前分布に よるそ

れの合計値は,全 体的には後者 に支配 され,λ2の 増加

とともに減少す る(図-3(b)右 の図または図-4(a)左 の

図).一 方,事 後分布のエン トロピーに-(マ イナス)を

つけたものは,λ2が 小 さい ときは一定値,λ2が 増加す

るにつれて増加す る.(図-4(a)中 央の図)

結果的に減少エン トロピーは,上 に示 した3つ の成分

の和 とな り,ケ ースPM-N1に ついては,図-4(a)右 の

図のよ うになる.す なわち,全 体的には λ2の 増加に と

もない,デ ータ分布 と事前分布の情報エ ン トロピーの

和の減少 と,負 の事後エ ン トロピーの増加 とい う,2つ

の成分の トレー ドオフ関係か ら,最 小値が現れ る.し か

し,最 小値 が現れる付近 の減少エ ン トロピーの挙動は,
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(a)デ ー タ分布 のエ ン トロピー(ケ ー スPM-N1)

(b)デ ータ分布 と事前分布 のエン トロピー(ケ ースPM-N1)

図3デ ータ分布 と事前分布の情報エン トロピー
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(a)エ ン トロ ピー の 減 少(ケ ー スPM-N1)

(b)エ ン トロ ピー の 減 少(ケ ー スPG-N3)

(c)エ ン トロ ピー の減 少(ケ ー スPW-N1)

図4情 報 エ ン トロ ピー減 少 の構 造
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各ケースで微妙 に異なる.

すなわち,図-4(a),(b),(c)に 示 した,ケ ースPM-N1,

PG-N3,PW-N1を 比べると明らかであるが,デ ータ分

布 と事前分布の情報エ ン トロピーの和が,極 所的に凹む

個所(図-4(a)(b)(c)そ れぞれの左の図)の 情報エン ト

ロピーが,事 後分布の λ2が小 さい ときの情報エ ン トロ

ピー一定の ときの値 より小 さい とき,PM-N1,PW-N1

のようにデータ分布を重視 した解 とな り,そ の逆の とき

はPG-N3の よ うに事前平均を重視 した解 となる.

さらにPM-N1とPW-N1を 比較すると,そ れぞれの

最小のABICを 与 えるときの λ2値 は,2.56と0.64で

あ り,前者が相対的に事前平均値 を重視する解 を与えれ

お り,こ こでもABICが 適切 なメカニズムを表 してい

ることがわか る.

最後に,以 上示 した理論的説明と例題計算結果より分

かるよ うに,こ こに示 したベイズ推定の枠組みは,観 測

デー タの性質がよい ときには,自 動的に事前分布の寄

与を消去するように調整す る(す なわち,非 常に小 さい

λ2値が選択 され る)メ カニズムを持 ってお り,こ の場

合の推定値は,伝 統的な統計的推定を用いるのと全 く同

じ結果を与える.そ の意味で,ベ イズ推定 と伝統的な統

計的推定が同 じ枠組みに統一 され,与 えられるデータの

性質に応 じて,自 動的,客 観的に推定が行われることが

理解できるであろ う.

3.4結 論

本研究で得えられた結果を要約すると,以 下のように

なる.

1.赤 池の情報量基準に基づいた拡張ベイズ法により,

観測値 と事前分布 を,客 観的かつ適切に調整す る

ことができる,そ の挙動 の特徴 を例題 によ り明確

し示すことができた.

2.赤 池の情報量基準は,デ ータ分布のあいまいさ(情

報エ ン トロピー)と 事前分布のあいまい さ(情 報

エン トロピー)の 総和 と,事 後分布のあいまいさ

(情報エ ン トロピー)の 差,つ まりエ ン トロピーの

減少量を最大にす るように,事 前分布 を調整 して

いる,と い う情報エ ン トロピー的な解釈 を行 うこ

とができることを見出 した.

この論文で示 した例題は,説 明の都合上,き わめて単

純なものであった.本 研究で示 した考え方の,確 率場に

おける自己相 関関数の推定に応用 した例 をHonjo and

Kazumba(2002)11)に 示 しているので,参 照 されたい.
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