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混合正規分布のパラメータ推定における
　　　　　　　　　　Hasselblad法の収束

赤嶺達郎＊

Convergenee　of　Hasselblad　Method　for　Estimating　Parameters

　　　　　　　　　of　a　Mixt皿e　of　Normal　Distributions

Ta，tsuro　Akamine＊

Abstract＝The　Hasselblad　method　is　famousεlnd　useful　for　estimating　parame－

ters　of　a　mixture　of　normal　distributions．　The　Hasselblad　method　was　ob－

tained　by　using　the　Lagrangian　indeterminate　multiplier　method　and　the　strict

iteration　method．However，its　convergence　was　not　enough　studied　theoreti－

cally．I　detail　the　method　to　obtain　the　Hasselblad　method　easily　from　the

Jacobi　method　which　is　an　application　of　the　Newton　method　for　one　parame．

ter．Therefore，it　is　made　clear　thεlt　the　Hasselblad　method　is　an　improved

and　simplified　Ja．cobi　method．In　the　special　case，where　the　variances　are　as一、

sumed　proportional　to　the　square　of七heir　means，I　give　a　new　iteration

method　based　on　the　Jacobi　metho（1，instead　of　the　Hasselblad　original　based

on　the　formula　of　root　for　the　quadratic　equation．
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　水産資源学において混合正規分布のパラメータ推定は、体長組成の年齢分解などで使用され

る重要な手法であり、多くの手法が開発されてきた（赤嶺，1995）。Hasselblad（1966）は計

算機を用いた実用的な反復法（Hasselblad法）を提供し、広く用いられてきたが、その収束

原理は明らかでなかった。Akamine（1987）はHasselblad法がGauss－Seide1法および

Jacobi法と同程度の収束をすることを数値例で確認し、Hasselblad法が実用性において

Marquardt法に劣らないことを示した乙収束に関して最も重要なのは混合比ρについての反

復式であるが、Orchard　and　Woodbury（1972）はこれを未定乗数法とEMアルゴリズムか

ら導いた。しかしAkamine　and　Matsumiya（1992）はこれが未定乗数法を用いた「狭義の

反復法」であることを示し、EMアルゴリズムは反復法で用いる自明な「恒等式」を導くだけ

のものであって、本質的なものではないと否定した。

　Akamine（1998）は混合比についての反復式をJacobi法から導き、Hasselblad法は

Jacobi法の簡便法および改良法と解釈できることを示した。ここでは同様の方法で

Hasselblad（1966）が導いている他のパラメータ、具体的には各正規分布の平均と分散、分散

がすべて等しい場合の分散、および標準偏差が平均に比例する場合の比例係数と平均、につ

いての反復式をJacobi法から導く。ただし最後の平均については、他のパラメータの反復式

と整合性のある反復式を新たに導く。これによりHasselblad法の収束原理がすべて明らかと

なる。

基本モデル

　混合比についての推定では分布は正規分布に限定されない。したがって一般の確率分布につ

いての混合分布を

　　　　　　　　　　　　　　　0（¢）＝Σゴρゴ9‘（∬）　　　　　　　　　　　　　　　（1）

と定義する。ここでΣ歪は∫＝1，…，ηについての総和を意味し、πは確率分布の数である。混合

比ρ∫には

　　　　　　　　　　　　　　　Σ画＝1，A＞0　　　　　　　　　（2）

という制限条件がつく。個々の確率分布g（¢）は連続分布の場合、

　　　　　　　　　　　　　∫二㈲かLg‘（¢）≧・　　　　（3）

となる。離散分布の場合は積分記号を和分記号（総和記号）に変更するだけで、本質的には

同じである。データがヒストグラムで与えられた場合、データの度数分布∫（¢）を

　　　　　　　　　　　　　　Σ¢∫（∬）＝1，∫（∬）≧0　　　　　　　　　　　　　　（4）

と定義する。ここでΣ．は¢＝¢、，…，あについての総和を意味し、規は階級数である。データ

が生データで与えられた場合には∫（∬）≡1／窺、吻はデータ数として同様に扱うことができる。

推定するパラメータ数をσとすると、σ＞彫の場合には解が不定となるため、g≦，nとする必

要がある。

　パラメータ推定には最尤法を用いるため、目的関数は対数尤度

　　　　　　　　　　　　　　．乙＝Σ¢∫（¢）1090（¢）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

となる。これを最大にするパラメータ値を推定値として採用すればよい。データが体長組成
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の場合には総個体数をFとおくと、体長組成は

　　　　　　　　　　　　　　　ヂ（¢）＝1ヴ（∫）　　　一　　　　　　　　　　（6）

≧なるから、実際の対数尤度は

　　　　　　　　　　　L“＝Σ．∫“1090＝FΣ¢∫1090＝FZ，　　　　　　　　　　　　　　　（7）

となる。パラメータ推定には（5）式を用いてよいが、得られた結果をAICなどの情報量規準で

比較する場合には（7）式に変更する必要がある。

パラメータ推定

　ここではHasselblad法をJacobi法から近似によって導き出す。Hasselblad法は狭義の反

復法なので、

　　　　　　　　　　　　　　　　θ3ew功（θ31d）　　　　　　　　（8）

または

　　　　　　　　　　　　△θβθ評ew一θ91d－h（θ91d）一θ31d　　　　　　（9）

と書くことができる。一方、Jacobi法は1変数のNewton法をすべてのパラメータで同時に

適用して反復する方法なので、π個の非線型連立方程式

　　　　　　　　　　　　穿∫（θ1，…，θπ）＝0（∫＝1，…，η）　　　　　　（10）

を解く場合には、個々のパラメータθずについて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　鱗　　　　　∂銑
　　　　　　　　　　　　　△θゴ＝一（γ・穿1＝薇　　　　（’1）

と書くことができる。したがって各パラメータごとに（11）式から近似計算で（9）式を導き出せ

ばよい。以下にパラメータごとにこれを示す。

混合比の推定　この節はAkamine（1998）の解説である。混合比ρ‘については（2）式の制約

条件があるため、常法であるLagrangeの未定乗数法を用いる。したがって目的関数は

　　　　　　　　　　　　　　y＝L一λ（Σゴρ∫一1）　　　　　　　　（12）

となる。未定乗数λは定数である。微分すると

　　　　　　　　　　　　　　　∂y　　∂L　　　　　　　　　　　　　　　　　＝一一λ＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
　　　　　　　　　　　　　　　θρ‘　畝

となるから、

　　　　　　　　　　　　　　　　忽
　　　　　　　　　　　　　λ一Σ¢　　（∫一1，…，π）　　　　　　　（14）
　　　　　　　　　　　　　　　　　o

を得る。ここで（2），（14）式を用いると、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫Σ論9‘
　　　　　　　　λ一λ（Σfρ∫）一Σf（λA）一Σ¢　　＝Σ．∫一1　　　（15）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ

となる。、したがってパラメータ推定ではπ個の非線型連立方程式

　　　　　　　　　　　　　　　亀
　　　　　　　　　　　　　Σヱ万一1，（伺・。”μ）　　　　　（16）
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を解けばよい・この式は∫≡0のとき自明である。

　Has3e工blad（1966）はこの両辺にρ∫を掛けて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忽
　　　　　　　　　　　　　　ρ鉾w一（ρfΣ¢万）配　　　　　（17）

という「狭義の反復法」を導いた。この方法では常に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島
　　　　　　　　　　　Σゴρ罪w一Σ魚Στ）面一Σノー1　　　　（・8）

およびρ言new＞0が成立している。ここで解析のため

　　　　　　　　　　　　　　　ρfew一ρyld＋△ρ‘　　　　　　　　（19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　急
　　　　　　　　　　　　　　　Σ¢　＝』1＋△∫　　　・　　　　（20）
　　　　　　　　　　　　　　　　　o

とおく。これと（18）式より

　　　　　　　　　　　　　　　　　急
　　　　　　　　　　　△A一｛ρ∫（Σ¢　一1）｝。ldニ（ρA）01d　　　　　（21）
　　　　　　　　　　　　　　　　　θ

　　　　　　　　　　　　　Σ‘△ρゴーΣ∫（ρA）。ld－0　　　　　　　（22）

となることが分かる。

　次にJacobi法の反復式を求めて、これが（21）式に近似することを示す。（16）式より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　急
　　　　　　　　　　　　　　　μ’＝Σ厄一1＝0　　　　　　（23）

とおくと、

　　　　　　　，　亀　　　　ぜ　　　1　忽　　島（o一ρゴ9ゴ）
　　　　　　銑＝砺＝一乳r＝｝五｛瓦万一乳　。2｝　（24）

となる。ここで

　　　　　　　　　　　　島（o一ρ跳）　　　　亀9／9づ
　　　　　　　　　　Σ¢　　　　　　　＝Σ‘≠ゴΣ、，　　　　≒0　　　　　　　　　　（25）
　　　　　　　　　　　　　　θ2　　　　　　　　　02

となる場合には、

　　　　　　　　　　　　　，　　1　　亀　　　1＋△∫
　　　　　　　　　　　　酷一五臥万＝一，ρご、　　　（26）

と近似できる。なおΣ醐はづ＝1，…，πにおいてゼ＝ブを除くすべての和を意味する。これより

Jacobi法の修正量は

　　　　　　　　　　　　　　　　　急
　　　　　　　　　　　餓≒｛ρゴ（Σ¢。一1）／（1＋ムゴ）Pld　　　　（27）

と書ける。したがって△‘が小さい場合にはJacoもi法はHasselblad法の（2T）・式と・一致する。

Akamine（1987）のキダイのデータについての計算例では反復1回目は1△‘1≦0．3であり、2

回目以降は1△」≦0．012であった。

　（25）式は2つの分布g∫とgノとの積g勅の値が常に0に近いこと、つまり2つの分布の重なり

が小さいことを意味している。このような場合を「良条件」と呼ぶことにする。またへの値

が0に近いということは「解の近傍」を意味している。したがってJacobi法は良条件でかつ

解の近傍であれば、Hasselblad法とほとんど一致する。Hasselblad法はJacobi法よりも計
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算量が少なく、常に（18）式が成立するので、Jacobi法の簡便法および改良法と解釈できる。

平均の推定　この節以降では確率分布g言は正規分布に限定する。前節の近似は他のバラメー

タでも同様に成立することを以下に示す。最初に平均角の反復式を検討する。パラメータを

のとすると、

　　　　　　　　　　　　　　　∂巳　　　1∂o
　　　　　　　　　　　　　〃コ薇＝㌃∂θ、＝0　　　　（28）

である。g∫は正規分布だから、

　　　　　　　　　　　　麟一読傷脚｛一壱（学ノ｝　　（19）

である。したがってθ∫＝魚のとき

　　　　　　　　　　　　　∂L　　　ρ∫　　兎み（¢一μゴ）

　　　　　　　　　　　　粛評・＝0　　　（30）
となるから、これよりHasselblad（1966）は反復式

　　　　　　　　　　　　μ騨一（乳警／乳争　　　，（31）

を導いた。この式はπ＝1のときμ＝Σ♂（¢）¢となるので、正規分布における平均の最尤推

定量と一致する。（31）式を前節と同様にしてJacobi法から導いてみよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ノす∫（¢一μ‘）
　　　　　　　　　　　　　　窃一Σ、　　　一〇　　　　　　　（32）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G

とおくと、

　　　　　　　窪1一評亀（o響　ソー魂≒一略　（33）

と近似できる。ここで（25）式と同様の仮定をしている。この2式を用いてJacobi法を適用す

ればHasselblad法の（31）式を得ることができる。

分散の推定　分散諺についても同様である。

　　　　　　　　　　　砿　ρゴ　毎｛（¢一μ‘）2一σ～｝

　　　　　　　　　　∂（σF）＝2σ舜　G　＝0　　（34）

となるから、Hasselblad（1966）は

　　　　　　　　　　　　　　　　カ‘（¢一μ‘）2　忽
　　　　　　　　　　　σ㌍w一臥　G／臥万Pld　　　（35）

を導いた。この式はπ＝1のときσ2＝Σ♂＠）（∫一魯）2となるので・正規分布における分散

の最尤推定量と一致する。Jacobi法では

　　　　　　　　　　　　　　　　亀｛（∬一μ∫）2一♂｝

　　　　　　　　　　　　窃一Σ、　　　　＝0　　　　　　（36）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

とおくと、（25）式と同様の仮定をすれば、
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　　　　　幅　　1　忽（θ一ρ椴）｛（」r一μゴ）2一犀｝2　亀　　　亀
　　　　∂（♂）＝2誹　　・2　　一乳・≒一盈万

と近似できるから、Hasselblad法の（35）式を得ることができる。

（37）

分散がすべて等しい場合の分散の推定Hasselblad（1966）は上記の一般の場合以外に、2つ

の特殊例の反復法も導いているが、これらの特殊例は応用価値が高い。最初にσ多≡σ2の場合

について検討してみよう。

　　　　　　　　　　a乙　　　　　1　　　　∫Σε1）∫9∫（¢一μづ）2

　　　　　　　　　∂（σ2）；2σ4｛乳　θ　一σ2｝＝0　　（38）

であるから、Hasselblad（1966）は

　　　　　　　　　　　　　　　　　∫Σ漉9μ一μゴ）2
　　　　　　　　　　　　σ2new一｛Σ∬　　　　｝01d　　　　　　（39）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G

を導いた。これをJacobi法から導いてみよう。

　　　　　　　　　　　　　　　∫Σ泌9ゆ一μゴ）22
　　　　　　　　　　　μ＝Σ、　　　　　一σ＝0　　　　　　（40）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
とおくと、

　　　　　⑳　1　∫〔θΣερご9μ一μ‘）4一｛Σゴρ∫9∫（¢一μ∫）2｝2〕

　　　　∂（σ2）；2σ4乳　　　。2　　　1≒一1（4’）
と近似できる。なぜなら正規分布gまと（灘一μ‘）4または（¢一μ‘）2との積の値は0に近いし、さ

らに¢＝侮の近傍では良条件の場合、

　　　　　　　　　　　θΣ漉9（¢一μご）4≒（ρ漁）2（¢一μκ）4　　　　　（42）

　　　　　　　　　　　｛Σ∫触（¢一μ∫）2｝2≒（ρκ9κ）2（¢一μん）4　　　　　（43）

となるからである。したがってJacobi法からも（39）式を得ることができる。

標準偏差が平均に比例する場合の比例係数の推定　次にの＝α佑の場合について検討する。

この特殊例は前者よりも応用価値が高いと思われるが、推定方法はより難しい。まず比例係

数α2について検討する。これは前節と似ている。

　　　　　　　　　∂L　1　∫　雄（¢一μ‘）2
　　　　　　　　∂（♂）；2♂〔瓦｛静μ1｝一α2〕＝0　　（44）

であるから、Hasselblad（1966）は

　　　　　　　　　　　　2n，w　∫　ρf9‘（¢一μ∫）2
　　　　　　　　　　　α＝瓦｛万Σ∫μ1ドd　　　（45）

を導いた。これをJacobi法から導いてみよう。

　　　　　　　　　　　　　　∫　ρ‘9μ一μ∫）2　2
　　　　　　　　　　　r瓦｛万Σ∫μ1｝一αニ0　　　（46）

とおくと、前節と同じ理由で

　　　　⑳一1、峠〔。渇陥（午止｛耳雄（与鶴ソ戸〕一1≒一1（47）
　　　∂（α2）　　　2α　　　　θ　　　　　　　　　μ‘　　　　　　　　　　　μ∫
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標準偏差が平均に比例する場合の平均の推定　この場合の平均μ‘についての推定は今までの

ように単純ではない。

　　　　　　　　　　a乙　　　ρ∫　　　ノ≧7ε｛∬（¢一μゴ）一α㌔1｝

　　　　　　　　　　伽、＝α窟乳　・　＝o　　　（48）

であるから、Hasselblad（1966）は2次方程式

　　　　　　　　　　　　　　忽｛¢（¢一μ∫）一ぬ1｝
　　　　　　　　　　　　　Σ∬　　　　　　＝0　　　　　　　（49）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ

に「根の公式」を適用した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀
　　　　　　　　　　　　　　　且一α2Σ．　＞0　　　　　　　　（50）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カμ
　　　　　　　　　　　　　　　　β＝Σエ　　　　　　　　　　　（51）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　カμ2
　　　　　　　　　　　　　　　C＝Σ¢　　＞0　　　　　　　　　（52）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ

とおくと、（49）式は

　　　　　　　　　　　　　　　五μ1＋亀一C－0　　　　　　　　（53）

となるから、正根を公式より求めて、

　　　　　　　　　　　　μ野＝（一β＋諏興＞。　　　（54）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2／1

という反復式を得た。これは¢＞0の場合の反復式であるが、¢＜0の場合はデータを正の部

分に平行移動すれば同様に扱うことができる。

　しかし2次方程式を反復法で解く場合には、1変数のNewton法を適用するのが一般的であ

る。

　　　　　　　　　　　　　　銑＝且μ1十βμ‘一C＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）

とおくと、

　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
　　　　　　　　　　　　　　　一＝2z4μ‘十β　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
　　　　　　　　　　　　　　　　◎μゴ

であるから、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aμ1＋c
　　　　　　　　　　　　　　μyew一（　　）01d　　　　　　　（57）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2且με十B

という反復式を得る。この式は（49）式の分子において、

　　　　　　　　　　¢（¢一μ‘）一α1μ多＝¢2十α彰1一μゴ（¢十2α1μ∫）　　　　　　　　　　　　　（58）

と変形することによって直接に得ることもできる。ただしこの変形は自明ではない。（57）式

をJacobi法で導いてみよう。

　　　　　　　　　　　　　　　カ∫｛∬（∬一μゴ）一ぬ1

　　　　　　　　　　　　鱗一瓦　　G　＝0　　　、　（59）
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（25）式と同様の仮定をすれば、し

　⑳　　忽（o一ρ∫9∫）｛廊一μ歪）一α㌔1｝2

一＝Σ工
偽

一乳
忽（∬＋2晦）

と近似できる。

　　　　　　　　　02α鑓

　　　　　力μ＋2晦）
　≒一Σ¢
　　　　　　　θ
したがって（57）式と同じ反復式を得ることができるる

o

（60）

，Marquardt法と一め比較

　Marquardt法は最小二乗法にも最尤法にも適用でき、信頼性が高い手法である。』非線型最

適化における標準的手法なので、Hasselblad法≧比較してみよう。まずMarquardt法につ

いて簡単に説明する。行列で表現すると、多変数のNewton法は連立方程式

　　　　　　　　　　　　　　　　耳△θ＝一9，　　　　　　　　　（61）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂2y　　　　　　∂y
　　　　　　　　　　　E＝（hザ）＝（∂θ、∂傷）・gr（砺）

である。Hをヘッセ行列、一gを最急降下ベクトルと呼ぶ。これを解いて反復する方法である

が、精度が高い反面、収束域が非常に狭いためこのままでは実用的でない。二方、Jacobi法

は行列表現では

　　　　　　　　　　　　　1）△θ＝一9乳　　P＝（iiagπ　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　（62）

とをる。Pは対角成分が∬と同じで、その他の嘩分はすべて0り対角行列である。この方法

は収束域が広い反面、解の近傍での収束が遅いという欠点を持つ。この両者の折衷法が

Ma垣uardt法で、

　　　　　　　　　　　　　　　（∬＋茎P）△θ一一9　　　』　（63）
と表すことができる。くH＋λ1））はπの対角成分を（1＋λy倍しただけみものである。λ

を調整因子と呼び、最初はλ＝1として、順調に収束している場合には1／2倍に、そうでな

い場合には2倍にする。このような単純な操作だけぞJacobi法からNewton法に自然に移行

する。Marquardt法は修正因子λを含んでいるので狭義の反復法ではない。従来は多変数の

Newton法と最急降下法との折衷法という解釈であったが、最急降下法は

　　　　　　　　　　　　　　　　λ△θ＝一9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（64）

であるため、（62）式と一致させるにはパラメータのスケーリングが不可欠である。最急降下

法自体は収束が悪くて実用的でない。したがって曙acobi洗との折衷法と解釈する方が妥当で

ある。

　Marquardt法の欠点としては、

1）ヘッセ行列における2階微分の計算が面倒である。隔

2）　プログラムが長いので、いろいろなモデル用に書き直すのが面倒である。

などがある。これと比較してHasselblad法の長所は、

1）　計算量が少なくて実用的である6なだし解の近傍で収束が遅いため、200回以上の反復が

　必要である。
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2）　プログラムが短いので表集計ソフトでも計算でき｛特殊例への応用も容易である6『』

3）常にΣ∫ρ‘ニ1，か＞0が成立する。

4）不動点が解となる（これは「狭義の反復法」の一般的な性質）。

などがある。しかしHasselblad法は混合分布専用の手法なので、一般の非線型最適化への応

用にはJacobi法やMarquardt法が基本となる。

　なおJacobi法ではすべてのパラメータを同時に修正して反復している。各パラメータごと

に順々に適用して反復するのがGauss－Seidel法で、ゼ番目のパラメータの修正値を次の

（乞＋1）番目のパラメータを推定する際にすぐに用いるため、Jacobi法よりも収束が速く、し

かも安定している。しかし混合正規分布において各正規分布の平均や分散も推定する場合には、

Gauss－Seidel法では正規分布の計算を何回も行うため計算量が大きくなり、結果的にJacobi

法よりも収束が遅くなってしまい、実用的でない。

ま　とめ

1）混合正規分布のパラメータ推定におけるHasselblad法を、Jacobi法から導くことができ

　た。したがってHasselblad法はJacobi法の簡便法および改良法と解釈でき、収束原理が

　明らかとなった。

2）　の＝αμ∫の場合において、Hasselblad（1966）は2次方程式の根の公式を用いてμ’を

　推定したが、新たにNewton法による反復法を提示し、これをJacobi法からも導いた。

3）Marquardt法は多変数のNewton法と最急降下法の折衷法と言われていたが、後者は

　Jacobi法と解釈する方が妥当である。
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