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特集2 始めよう!ベイズ推定によるデータ解析

簡単な例題で理解する空間統計モデル

久保拓弥

北海道大学大学説地球環境科学研究院

Anin紅・oductionto spatial statistical modeling for ecologists. Takuya Kubo (Graduate School ofEnvironmental Earth 

Science， Hokkaido Univ巴rsity)

要旨:観測データの背後にある生態学的なプロセスを特定するときに、データの空間構造に由来する空間的自己相関(空

間相関)のある「場所差」はとりあっかいの難しい fノイズjである。空間相関のある「場所差」は randomeffectsと

して統計モデルの中で表現するのがよい。近年よく使われている GLMMなど簡単な階層ベイズモデルでは空間相関の

ある randomeffectsをうまくあっかえない。そこで空間相関をうまく表現できる intrinsicGaussian CAR modelの概要を説

明し、単純化した架空データから得られる推定結果を示す。また階層ベイズモデルが威力を発揮する、欠測のある観測

データが与えられた状況での推定結果も示した。

キーワード・ベイズ統計モデル、空間的自己相関、 MCMC、R、WinBUGS

はじめに

観測データの背後にある生態学的なプロセスを特定す

るときに、データの空間構造に由来する空間的自己相関

(spatial autocorrelation ;以下、空間相関)のある f場所差」

はとりあっかいの難しい「ノイズjである。この記事で

は空間中目関のある架空データを使った簡単な例題とその

解法を紹介し、読者がデータを解析するときの参考にな

るようにしたい。1

生態学研究のデータにあらわれる空間相関とは何なの

だろうか。ひとことで言えば fある場所の観測値とその

近くの観測値は似ている、しかし遠方の観測値とは似て

いない」現象である。野外調査地や空間構造のある実験

場のデータをあつかった経験のある人の多くはこのよう

なパターンを観察したことがあるだろう。たとえば、

体群密度は調査地内で均質というよりは粗密のムラがあ

るようだJIこのあたり一帯の群集組成は似ているけれど、

少し離れたところは全然異なるJI遺伝的類似度が距離と

ともに減少する」などなどといった現象である。

このような「場所差」が生じる原因はさまざまである

(j知事ほか 2009)。観測者が測定しなかった、もしくはで

2008年 11月初日受付、 2009年 1月初日受理

e-mai1: kubo@巴es.hokudai.ac.j
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きない環境要因によるものかもしれない。あるいは生物

の移動分散が限定されているために、生物の分布がラン

ダムではなく集中分布になっているのかもしれない。

しかしこの記事では、空間相関のある「場所差」が何

に由来するものなのか「よくわからない」ままデータ解

析しなければならない状況にあるものとして話をすすめ

る。つまり空間相関の発生そのものにはそれほど関心は

ないけれど、しかしながら空間相闘を「なかったこと」

にしてデータ解析するのはちょっとまずいのではなかろ

うか、と不安になる場合の解決策を提示してみたい。

この「始めよう!ベイズ推定によるデータ解析」特集

内の他の記事では実データを使った解析例が示されてい

るO しかし、この記事ではあえて実データではなく単純

化した架空データの例題をつかって、空間相関を考癒し

た統計モデリングと従来の統計モデルのつながりに重点

をおいて湾軍説している。

この記事であっかう例題のデータやプログラムなどの

ファイルは、この解説記事のサポート webpage (http:// 

hosho.ees.hokudai.ac.jprkubo/ce/CarNormalExample.html、

2009年 6月 15日確認)からダウンロードできる O ソフ

トウェアのインストール法から結果の作圏法まで具体的

l ここでは 2008年 3月の生態学会大会(福岡)のベイズ企画集
会で久保が簡単な例題として紹介した空間棺関を考慮した統計
モデルを推定計算する方法について解説する O



2データ解析というと「検定にかける」だけのことだと考えてい
る人も多いが、「検定にかけるJときにも観測データの統計モデ
リングとそのパラメーター推定は常になされている。

この架空データをつかった例題であっかう問としては

「図 lに示されている観測データを統計モデルとして表現

せよ」ということにしたい。統計モデルとは観測データ

ときちんと対応させられる数理モデルである。

むろん現実の生態学のデータ解析では、多くの場合、

ただ単に「統計モデル化しただけJでは不十分なことが

多く、たとえば、「理由のよくわからない空間相関」だけ

でなく環境要国も考慮、して説明せよとか、オス・メスで

個体群努度の空間中目関の異質性が異なるか調べよ、

った問題になる。

しかしながら、どのような生態学的な解析であっても、

そもそも観測データを統計モデルとして表現することが

必要条件となる。つまり、観測データにもとづく何かを

主張するのであれば、まずはきちんと統計モデルを作っ

てパラメーターなどを推定をしたうえで、それらについ

て比較・考察しなければならない。2 今回の例題はこの

「データ解析の最初の一歩Jの部分だけにとりくんでいる、

ということにしよう。

さて、図 lの観測データを統計モデル化するために、

まずは基本的な検討からはじめてみよう。統計モデル

の骨格となる部品は確率分布である。そこでまず最初

に、各地点で観測された個体数がどんな確率分布で表現

できるか、を考えなければならない。個体数は I個体、

2個体と数えられるカウントデータなので、これはポア

ソン分布で表現できそうだ、と考えるのがもっとも街単

だろう。つまり図 2で示している統計モデリングの世界

地留の中でいちばん狭い部分から出て、一般化線形モ

デル (generalizedlinear mode1; GLM;久保・粕谷 2006や

Craw1ey 2008などを参照)の世界に踏みこんでいる。

次に図 lがポアソン分布で説明できるかどうか検討し

とし五

さらに第 1~ 50地点の環境はすべて同じ(均質な環境)

に見える、としよう。

ただし図 1に示されている観測値をみれば、「どうやら

この生物の密度は場所ごとに異なるらしいJといったこ

とは見当はつくだろう。

間:観測データを統計モデルで表現せよ

統計モデリングにとりくんでみる

久保拓弥
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空間構造のあるデータやその統計モデリングとはそも

そも何なのか、といったことを説明するために、まずは

ここであっかう例題の説明から始めることにしたい。図

1に示しているような観測データ(架空データ)があっ

たとしよう O

これは一次元空間上のいろいろな場所で観測された生

物の儲体数をあらわしている。ここでは、 50個の観測地

点、が一次元空間上に等間隔にならんでいるとしよう o (図

1の横軸)。観測地点の名前 (1ocation) である iは

から 1，2， • .¥50とする。各観測地点 iで生物の個体

数 (abundanc巴)Y [i]を観測し(図 lの縦車自)、図中の丸

は観測地点ごとの観測値である。

現実のデータは二次元・三次元の空間構造をもつこと

が多い。しかしながら、ここでは空間統計モデリングの

説明のための例題ということで、わかりやすい一次元の

空間構造のデータをあっかうことにする。

これは架空データなので、(現実の世界では絶対に知り

えない)I真の個体群密度Jなるものが存在している。図

Iの破線は「地点 iの真の局所個体群密度J(以下では、

局所個体群密度)である。この架空データは各地点の局

所個体群密度を平均とするポアソン乱数で生成されたも

のである。しかしながら、この架空世界の人間には局所

個体群密度(破線)は直接には観測できないものであり、

に紹介しているので、空間統計モデリングについて勉強

したいと考えている読者はこのサポート webpageも利用

していただきたい。

関l.例題の一次元空間上の架空データ。横報lは調査プロットの

位置、縦軸は観測された個体数。
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簡単な例題で理解する空間統計モデル

てみよう。観測者には図 1の破線、つまり局所個体群密

度は見えていないし、環境も一様で、あるかのように考え

ているので、どの場所でも個体群密度が等しい、と仮定

せざるをえない。そこで、 50ヶ所の観測地点で独立に観

測値 Y[ilが得られたものとして、この Y[ilがある平均

値のポアソン分布にしたがうとする。このとき、平均値

は標本平均をつかえばよいので 10.9となる(ネット上で

公開しているこの例題データと Rで計算できる)。このデ

ータがポアソン分布から得られたのであれば分散も平均

値と同じ 10.9ぐらいになると期待されるのだが、 Y[ilの

標本分散は 27.4であり、これは標本平均の 3倍ちかい値

である。この点から、このデータは過分散(overdispersio川

久保・粕谷 2006; Crawley 2008) だと判断するのが妥当

であり、単純なポアソン分布では統計モデル化できそう

にない。そもそも、閣 1を見た時点でf各観測地点で独立」

といった仮定は成立していそうにもない、とわかるだろ

つ。

階層ベイズモデルの導入

図 lのような観測データをうまく表現するためには、

なんらかのかたちで f場所差jを考慮した統計モデリン

グが必要になりそうだ。このような「場所差」は random

effectsとして統計モデルに組みこむのが良いかもしれな

い。というのも、 fixedeffl巴ctsとして組みこむと、 501聞の

データを説明するために、観測地点ごとのパラメーター
さいゅう

50個を最尤推定することになり、統計モデルとしては無

意味なものになる(久保・粕谷 2006;久保 2007)0
3 

われわれが良く使う統計モデルの多くでは、その確率

分布の平均を線形モデルで定義する。この線形予測子は

fixed effectsとrandomeffectsにわけられる(久保・粕谷

2006 ; Crawley 2008) 0 fixed effectsは平均値に影響をおよ

ぼす要因で、しかも解析者が関心をもっ効果(たとえば

実験処理の効果)である。この例題にはそういう要因は

ないけれど、あえていえば全 50観測地点の平均個体群密

度が fixedeffectsに該当しそうだ。これに対して、 random

effects は「個体差jや「場所差Jといったよくわからない(直

3 random effectsを使わないモデリングの例として、多項式を使え
ば「場所差jが表現できる、といったアイデアがある。しかし
ながら図 1に示されているような「ぐねぐね」を表現するため
にはかなり高次の多項式になるだろう。つまり多数のパラメー
ターの最尤推定が必要となるので、あまり良い方法ではない。
なお、この記事ではGLMやGLMMを話の出発点にしているので、
やたらと fixedI random effectsという語が登場するが、ベイズ統
計ではこのあたりの区別はそれほど重要で、はない。むしろ「そ
のパラメーターの事前分布は何かjに注意すべきである。
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接には観測されていない)要因の効果で、確率分布の平

均には影響を与えないJ
観察されたパターンを説明する要因を fixed& random 

effec胞を同時に考えるモデルを混合モデル (mixedmodel) 

とよび、 GLMをmixedmodelにしたものが GLMM

(generalized linear mixed model;久保・粕谷 2006; Crawley 

2008) である。混合モデルは階層ベイズモデルのひとつ

であり(石黒ほか 2004;久保 2007)、その中でもっとも

簡単なものは最尤推定法であっかえる(函 2)。

近年になって、生態学のデータ解析においてベイズ統

計モデリングが普及しつつある (Clark2005，2007)。その

理由のひとつは、「ベイズではパラメーターは確率分布と

して表現してよいjという特徴にある。このような概念

にもとづく統計モテゃルはたいへん柔軟なものになるので、

従来のモデルに比べると、たとえば「場所差」などを格

段に容易に表現できるようになった。

非ベイズ的なわくぐみのもとでは、推定結果は「真の値」

に近いと考えられる最尤推定値を計算しようとする(図

2)。ベイズ的なわくぐみでは、パラメーターの推定結果

は確率分布つまり事後分布 (posterior) として表現され、

必ずしも最尤推定値にはこだわらない。事後分布の解釈

としては、事前分布 (prior)という制約をあたえたときに、

統計モデル全体が観測データによくあうように選ばれた

パラメーターを確率分布として表現したもの、と考えれ

ばよいだろう。もっと短くいえば「それっぽいパラメー

ターの確率分布」ということになる。われわれ統計学的

ツールのエンドユーザーとしては、推定結果が確率分布

であっても何も回らないし、推定の信頼区間の解釈はベ

イズのほうがわかりやすい (Clarkand Gelfand 2006)。

この事前分布という概念についていくつか簡単に補足

しておきたい。できるだけ値の範囲を制約しないカタチ

になっている事前分布は無情報事前分布 (noninformative 

prior)とよばれる。こんにちのベイズ統計モデリングでは、

fixed effectsのパラメーターの事前分布は無情報にするこ

とが多い。また「場所差」をあらわす randomeffects は、

各地点で独立ばらばらな値をとらないように、全体に似

ている部分があると仮定するので(久保・粕谷 2006;久

保 2007)、無情報ではない事前分布となる。ただしその

場合でも事前分布のカタチを決めるパラメーター(超パ

ラメーターあるいは hyperparameter) の事前分布(超事

前分布)は無情報と設定することが多い。このように事

後分布一事前分布一超事前分布と階層化しているベイズ

4厳密にいうと確率分布の中央値に影響を与えない効果。



久保拓弥

ゅうど

尤度をあっかう統計モデル
パラメーターを確率分布として表現する Bayes統計学
階層 Bayesモデルの MCMC計算による推定など

最尤推定法であっかう統計モプ、ル
パラメーターの推定値を点推定する， random e百ectsも

あつかえる
階層ベイズモデルである一般化線形混合モデル (GLMlvりなど

一般化線形モデル (GLM)
指数関数族の確率分布十線形モデル， fixed effects 

のみ

最小二乗法であっかう統計モデル
等分散正規分布+線形モデル
[白線回帰，いわゆる「分散分析jなど

図2. 一般化線形な統計モデルの世界。

モデルは階層ベイズモデルとよばれる。恋意的に事前分

布を決めることを避け、いわば「できるだけ観測データ

に事前分布を決めさせる」方式である O

各地点は独立と仮定する GLMM

さて、もっとも簡単化した階層ベイズモデルである混

合モデルでは randomeffects (この例題では全 50観測地

点の「場所差J) をあらわすパラメーターをいちいち最尤

推定しない。たとえば場所番号 i= 1の「場所差」をあ

らわすパラメータ-re [1]の値が 1.2345・・・などと確

定できるはずだ、、とは考えない。つまり、ベイズでは「パ

ラメーターの真の植jなるものは想定しないで、 re[1] 

の値は -3ぐらいかもしれないし +0.5ぐらいかも、といっ

た事後分布にしたがう確率変数である、と考える。

具体的に、どのように「場所差Jパラメーターの確率

分布 (50ヶ所ぶんの事後分布)は推定されるのだろう

か。上で説明したように(簡単版べ、イズモデルである)

GLMMでは、場所ごとの観察データをうまく説明できる

ように「場所差jを強調しつつ、その一方で「場所差」

がむやみやたらと大きくならないように制約しつつ、こ

れらのバランスを統計学的な意味でとるようにしている

(久保・粕谷 2006;久保 2007)。

空間相関がない、つまり「場所差jが各地点、で独立で

ある観測データならば、このような GLMMを適用できる。

たとえば、ひろく普及しているデータ解析ソフトウェア

である R (R Development Core Team 2008 ;久保ほか 2008)

のGLMM推定関数である glm.nbO関数(library(MASS); 

Venables and Ripl巴y2002) や glmmML0関数 (family= 

poisson; library (glmmML);久保 2007などの解説参照)
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を使ってパラメーター推定ができる。

しかしながら、 f各地点の randomeffectsは独立」と仮

定する GLMMでは、この例題で考えているような、「場

所差」があり、しかも「場所差」が隣とは似ている、と

いった空間相関がある状況には適用できない。つまり図

1に見られるような空間相関はうまく表現できないので、

統計モデルをもっと改良しなければならない。

MCMC計算法と WinBUGS

統計モデjレをさらに改良するために必要になるので、

ここで統計モデルの推定計算法について説明したい。

簡単なベイズモデル (GLMM) では、事前分布で積分

した尤度を最大化するようなパラメーターを推定してい

る(階層ベイズモデルの最尤推定)0Rの GLMM推定関

数はそのように数値的に最尤推定している。しかしなが

ら、この例題のように randomeffectsが「隣と似ているJ
といった複雑な状況になると数値的な最尤推定は計算技

術的に難しいものになってくる。

そこで国 2の一番外側の領域、尤度をあっかう(しか

し最尤推定にこだわらない)世界にふみこむことになる。

より複雑な暗躍ベイズモデルによる推定計算には Markov

chain Monte Carlo (MCMC)法が使われることが多い(山

道 2008など，この特集の他の記事も参照)。

この MCMC計算はもともとは統計物理学の分野で発

展してきた手法である(伊庭 2003;伊庭ほか 2005)。最

尤推定法と問じく尤度(統計モデルの観測データへのあ

てはまり)にもとづくものである。数値的な最尤推定法

では試行錯誤によって尤度最大となるパラメーターの伎

を推定する。ベイズモデルの MCMCによる推定でもパ

ラメーターの値を試行錯誤で変化させる。しかしながら、

MCMC法ではこの試行錯誤(以下、サンプリングとよぶ)

で得られたパラメーターの値のセットが事後分布からの

無作為抽出標本となるような、巧妙な「値の変化のさせ

かた」のルールが適用されている。このようにしてサン

プリングされた値のセットによって、われわれはパラメ

ーターの事後分布の性質(事後平均値など)を推定できる。

MCMC計算によって事後分布からサンプリングするソ

フトウェアは多数ある。ここでは、現時点ではもっとも

よく{吏われている WinBUGS(Spiegelhalter et al. 2004) を

使った計算を紹介するo WinBUGSでは統計モデルを

5 WinBUGSは残念ながら MicrosoftWindows専用のソフトウェ
アである。 MacOS XやLinux上でも工夫すれば使える。他の
MCMC計算ソフトウェアについてはサポートペイジを参照。



簡単な例題で理解する空間統計モデル

mode1 

f 
Tau.noninformative <ー1.0E-2 #無情報事前分布(正規分布)の分散逆数

P.g出 nnaく- 1.0E-2 #無情報事前分布の(ガンマ分布)の分散逆数

for (i in 1:N.si七e) { 

Y [i] “ dpois(mean[i]) #観測データと密度の関係

1og(四回[i]) <-b巴七a+ re[i] # 1og(密度)は(全体の平均) + (場所差)

〉

#場所差 re[i] を CARmode1で生成

re[1:N.site] -car.norma1(Adj[]， Weights[]， Num[] ，七au)

beta -dnorm(O， Tau.noninformative) #全体の平均は無情報事前分布にしたがう

七au-dg組問(P.g出血a，P.g四 ma)#場所差のばらつきは無情報事前分布にしたがう

〉

図3. この架空データの例題を解決するための BUGSコード。 car.norma10のrandomeffects項をもっポ

アソン悶帰になっている。

図3に示しているような BUGS言語で定義する。図 3の

BUGS言語のコードは図 lの架空データを統計モデル化

した例のひとつである。以下ではこのコードにそって話

をすすめていこう O

空間相関を表現するガウス確率場

「場所差」をあらわす randomeffectsである re[i]が各

地点で独立だと仮定するモデルでは図 lのようなパター

ンをうまく表現できないようなので、 re[i]が「隣」ど

うしでおたがい似ている(空間相関がある)ような統計

モデルを構築したい。

ある観測地点 iでの個体数の観測値 Y[i]が iの局所

密度でもある m巴an[i]を平均とするポアソン分布にした

がっている、という関係を BUGS言語では

Y[i] -dpois (mean[i]) 

と記述できる。この平均 mean[i]の対数が「切片J(全

体の対数平均密度)である betaと「場所差」である

re [i]の和になっているなら、

10g (mean[i])く beta+ 工巴 [i]

と書けばよい (GLMの用語でいえば10g1ink関数)。

この f場所差jのrandomeffectsをあらわす r巴[i]をど

う表現すればよいのか、それがこの統計モデリングのか

なめになる。

たとえば、 RのglmmML()つまり GLMMをつかって

統計モデリングした場合、 re[i]は各地点独立で、同じ正
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規分布(平均ゼロ、分散の逆数 tau) にしたがう、と仮

定することになるので、

re[i] -dnorm (0.0， tau) 

と記述することになる。 GLMMはベイズモデルの一種で

あるので、上の関係を見て Ire [i]の事前分布は平均ゼロ、

分散の逆数が七auの場所 iごとに独立した正規分布であ

るJと言える。

「場所差」の randomeffects re [i]が f各地点独立」で

はなく「独立ではない、隣とは似ている」ことを表現し

たいのであれば、それにふさわしい確率分布を選べばよ

い、と考えるのは自然な発想、だろう。この例題の架空デ

ータの空間構造は図 4のようになっている。そこでこの

re [i]をまとめた {re[1]， re [2]， ...， re [50] }とい

うヴェクト jレの事前分布を 50次元の多変量正規分布とす

ればよい。というのも、分散共分散行列で地点聞の相関

を定義できるからだ。

しかしながら、観測データから 50次元の分散共分散行

列を推定するのは、現代の計算機でもむずかしい。そこ

でいろいろな制約条件をつけて問題を簡単化してみる

ある場所 iの f近傍」は有眼である (Num[i]倒，図 3の

BUGSコードも参照);近傍 jの影響はどれも等しく 1/

Num[i]もしくはゼ、ロ (jに依存せず Num[i]だけで決ま

る); re [i]の分散の逆数は Num[i]七au(七auはどの場所

でも同じ)、など。このように条件を担定すると、各地点

6空間椋関をあらわす多変量正規分布のあっかいを簡単化する方
法には他にもいろいろある。ここで紹介している、局所状態の
確率分布を単純な正規分布で与える、という方法はじつは多変
量正規分布とのつながりがわかりにくい。



のrandomeffectsである r巴[i)の条件っき確率分布を明

示的に書くことができ、これは局所的な条件っき事前分

布になっている。ある地点目 [i)以外のすべての re[*) 

が与えられているとしよう。この条件のもとでは、近傍

(つまりとなりの調査地)である re[i需工]と日 [i+l)の

平均値を平均とし、分散逆数が tau x Num[日である正

規分布が re[i)の条件っき確率分布となる (Thomaset al 

2004)。たとえば関 4の i= 2の場所のどe[2) (近傍は 1

と3の2個)の条件っき確率分布は平均 (re[工)+r巴 [3))x 

0.5で分散逆数が 2tauの正規分布である。

このような(近傍の状態がとりあえず決まっている

という条件のもとでの)条件っき確率分布で各地点の

random effectsが定義されるモデルは確率場 (randomfield 

または Gaussianrandom field;間瀬・武田 2001; Banerjee et 

al. 2004) とよばれ、このような確率場は条件っき自己回

帰 (conditionalauto regressive; CARまたは GaussianCAR) 

で生成される。とくに上のようにさまざまな制約をつけ

てパラメータ一七au(と近傍指定だけで)計算できるよ

うに簡単化したものは intrinsicGaussian CAR modelとよ

ばれる(深津ほか 2009)。

MCMC計算ソフトウェア WinBUGSでは car. normal () 

関数を使って計算できる(図 3; Thomas et al. 2004)。こ

の場合の MCMC計算では地点 iの閤辺の re[i-l)や

目[i+l)だけでなく、観測データ Y[i)へのあてはまり(尤

度)も考慮された条件っき確率分布から re[i)の僚がサ

ンプリングされる o Car. normal ()関数は、すべての地

久保拓弥

点の re[i)について同じように逐次的にサンプリングし

ている(山道・角谷 2009)。

このようなモデリングによって空間相関を統計モデル

として表現できる。ただし空間相関の強弱をわかりやす

く示す相関係数のようなパラメーターは存在せず、 tau

の大小で fl舜と似ているJ度が表現される(深津ほか

2009)。図 5を見てもらうと「なんとなく」わかるように

分散の逆数である tauが大きければ「隣と似ている」度

が高くて全体のばらつきも小さく (図 5の左)、 tauが小

さければ「隣と似ているJ度が小さくなり全体のばらつ

きも大きくなる(閤 5の右)。

例題の架空データの空間構造。図4

推定計算の方法と準備のおおまかな説明

それでは図 3で定義されている、空間相関のある

random effectsをくみこんでいる階層ベイズモデルを

WinBUGSで推定計算する方法についておおまかな説明を

してみよう。もっと具体的で、詳細な説明はこの解説記事

のサポート webpageに掲載されている。またこのサポー

トペイジからこの計算に必要なデータファイルとプログ

ラムファイ jレがダウンロードできる。

WinBUGSはそれ単独でも動作するソフトウヱアである O

しかしながら WinBUGS単体では何とも使いづらいので、

Rを介して使うことが多い。作業の流れとしては以下の

ようになる

1. Rで観測データ(ここでは架空データ)の準備、空間

構造の定義、パラメーターの初期値などを設定

2. Rが WinBUGSを呼びだしてベイズモデルのパラメータ

一推定のための MCMC計算させる

3. WinBUGSの推定計算結果を Rがうけとる

4. R内で収束診断やさまざまな作図・作表など
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凶 5. car.normalOの分散逆数tauとrandom巴ffectsの関係。図4でtauをある値に固定して確率場を定義し、 3つの tauご

とに f場所差」のパラメーター {re[l]， re[2し • .， re [50] }を 3セットずつ WinBUGSで事後分布からサンプリング

したもの。分散の逆数七日が大きければ「隣と似ているJ度が高くて全体のばらつきも小さく(友)、tauが小さければf隣
と似ている」度が小さくなり全体のばらつきも大きい(右)。
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簡単な例題で理解する空間統計モデル

したがって、この推定計算のためには、まず Rと

WinBUGSをインストールする必要がある。これらのイン

ストール方法は、この解説記事のサポート webpageから

リンクしているそれぞれの fインストール方法」解説ペ

イジを参照してもらいたい。

さらに Rから WinBUGSを使うためには、 Rの追加

packag巴である library(R2WinBUGS) をインストー

ルする必要がある。これは R内で install.pacakges

( "R2WinBUGSけとすればよい。

さらに必要なファイルをこの解説記事のサポート web

pageからダウンロードする必要がある。このときにダ

ウンロードするファイルについて一点だけ補足説明し

ておくと、 R2WBwrapper.Rという fR2WinBUGSをラッ

プする関数群」を定義したファイルが含まれている o

R2WinBUGSは(これまた)そのままでは何とも使いづら

いので、より簡単にあっかうための関数を準備したもの

である。

空間相関を考慮した推定結果

サポート webpageどおりにソフトウェアなどを動かす

ことができたとすると、図 6(A)のような結果がえられ

るら

図6(A)では、推定結果は全体の平均 be七aと各地点の

random effectsである re[ilの和の事後分布の中央値(黒

線)と 80%信頼区間(グレイの領域)を示している。

事後分布の信頼区間の範囲はそれなりに大きいが、中

央値は観測データに「ひきょせられ」つつも、「隣と似て

いるJように選ばれているので破線で示されている「真

の個体群密度」に近いものになっている。

ベイズモデルを MCMC計算によって推定すると、

betaや tauといったパラメーターの事後分布も推定結果

として得られる(圏 7)。これらのパラメーターの事前分

布は無情報事前分布(図 3) と指定していた。観測デー

タと事前分布を組み合わせることで、統計モデルのあて

はまりがよくなるような事後分布が推定されている。図

5では七auには国定した{直を指定していたが、国 7では

ftauがとりうるいろいろな妥当な範菌」でサンプリング

していることになる。

7これぐらい簡単なベイズ推定であれば、計算時間はたいていの
場合 10秒以内に終了する。
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図6 空間相関ありモデルの推定結果。 (A)空間相関をいれた

統計モデルから推定された「場所羨」の一事後分布。図 lのデ

ータと重ねている。 (B)各地点独立な randomeffectsがある

と仮定して推定した結果。
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図7. パラメーター betaとtauの事後分布。黒の曲線で描かれ

ているのが事後分布、グレイの曲線は無情報事前分布。

各地点独立と仮定した推定結果

空間相関を考慮した統計モデルと比較するために、今

度は空間相関を考慮していない randomeffl巴ctsを使った統

計モデルの推定結果を示してみよう。これは上でのべた

ように簡単なベイズ、モデルつまり GLMMであり glmrnMLO
など Rの推定関数で計算できる。

しかしここでは比較のため WinBUGSで推定計算する。

GLMMを定義する BUGScodeはこのように書ける。
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図8. 例題の架空データ(欠i則あり)。図 lに示されているデー

タのうち、いくつかが欠測であったという想定の架空データ。

グレイの帯が「観測できなかったJ場所であり、黒い丸が観

測されなかった偲体数。

model 

Tau.noninformative <“1.0E-2 

P.gamma <-1.0E-2 

for (i in l:N.site) { 

y[日-dpois (mean [i]) 

log (mean[i]) <-beta + r巴[i]

re[i] -dnorm (0.0， tau)非ここに注目!

beta -dnorm (0， Tau.noniぱ ormative)

tau -dgamma (P.g呂mma，P. gamma) 

久保拓弥

でもそれっぽい結果がえられるんだから、べつに MCMC

計算や car.normalOなんか使わなくてもいいじゃない」

といった意見もあるかもしれない。そこで空間相関を考

慮したベイズ統計モデルの強みのひとつである「データ

に欠測がある状況」の簡単な例を示してみたい。

まず国 1の架空データから何点かのデータを取りのぞ

いたデータセット(図 8) をつくる。つまり観測地点は

一直線上にならんでいるのだけど、そのうち何点かでは

(なんらかの理由で)調査そのものができなかった、とい

う想定ということにしよう。あるいは観測地点が等間隔

に並んでいるのではなく、観測地点問の距離がばらばら

である、という状況だと考えてもよい。これらは現実に

ありそうな状況だろう。

この欠測ありの観測データに対して、先ほどの空間相

関を考躍した・しなかった randomeffectsをいれたベイ

ズモデルを適用してみよう。 WinBUGSは (Rと同じく)

欠測をうまくあっかえるのでデータに欠測があっても

BUGS言語で書かれた統計モデルをとくに変更すること

なくそのまま推定計算できる。

まず空間相関のあるモデル (car.normal ()を使った

もの)の推定結果は図 9(A)のようになった。これは全デ

ータがそろった状況で推定した図 6(A)とあまりかわらな

いものになった。そもそもこの架空データの「真の個体

群密度J(破線)がなだらかに変化するものであったので、

f隣は似ている」と仮定する car.normal0を利用した

ベイズモデルが欠測観測地点の re[i]をうまく補間して

いる。

これにて対して、各地点独立とした場合の推定結果は

図9(B)のようになった。データが欠測した観測地点の

re [i]は(上とは異なり地点聞の「たすけあい」がない

これは図 3のBUGSコードとほとんど同じであるが、 ので)大きくばらついていることがわかる。

「場所差Jrandom effctsである re[i]が独立同分布な正規

分布になっているところが異なっている。

この推定結果は囲 6(B)で示しているようなものとな

る。定量的な差異はここでは示さないが、国 6(A)と比べ

ると場所ごとの「がたつき」が大きい推定結果のように

見える。これは re[i]が比較的自由に選べるようにモデ

ル化されているためで、各地点の観測値にひっぱられた

目 [i]が選ばれていて、破線で示されている「真の個体

群密度Jからの議離が大きくなっている。

ベイズが強い状況:欠測のある観測データ

図6(A)と(B)の推定結果を見くらべて、「まあ、 GLMM

統計モデリングが重要になる時代

この特集の他の記事でも示しているように、

car.normal 0などを使った階層ベイズモデルは柔軟で、

表現力があるので、生態学の観測データでしばしば見ら

れる空間中目関のモデリングが可能になった。この記事で

紹介した例題とその解決はしごく単純なものであったが、

より複雑な状況にも対忠可能である。

たとえばこれらの調査地のうちランダムに選んだ何ヵ

所かで何か実験処理をして偲体群密度に影響がでたかど

うかを調べたいとしよう。その場合、実験処理は fix吋

effectsなので、この図 3で示している BUGSコードの
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簡単な例題で理解する空間統計モデル
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~9. 欠測をふくむデータを使った推定結果。 (A) 空間相関を

いれた統計モデル (B)各地点での独立性を仮定した統計モ

デルで推定した結果。

betaまわりを改造して実験処理という要国に対処すれば

よい。空間相関のある randomeffectsがある状況のもとで

も、処理という fixedeffectsの強さをより正確に推定でき

る。

生態学の新しい知見はつねに観測データの中にある。

観測データを統計モデルとして表現することで、やっか

いな(あえて言えば)Iノイズ」の背後にある生態学的な

プロセスがよく理解できることがある。このように観測

データにむきあって生態学的な現象を解明していこうと

する立場は、やみくもに「検定にかけ」てひたすら P<
0.05ばかりを探求する(ありがちな)方法論とはちょっ

とちがっているようだと気づかれた読者も多いだろうし、

あるいは現実の観測データとの定量的な比較方法が定義

されていない数理モデルだけを使った研究とも異なって

いる。いまや科学の多くの分野で普及しつつあるベイズ

統計学にもとづくデータ解析は、観察された現象と生態

学的な理解をより巧妙に接続する理論であり、今後のデ

ータ解析になくてはならない道具となるだろう。
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さて、生態学の道具としてこういった統計モデルを使

っていこうという人たちは何をどう勉強していけばよい

だろうか。国 2でいえば、まずは GLM周辺をよく理解し、

RやWinBUGSを操作する言語を習得しながら、自分のデ

ータに適用してみる試行錯誤が必要になるだろう。ここ

で満足せずに、さらに観測データとモデルの推定結果を

よく見くらべて、統計モデルの改善をくりかえしていけ

ば、ベイズの領域にたどりつくことになる。この世界に

入れば「この統計モデルでは00ができな といった

制約が減るので、かなり自由なモデリングが可能になる。

あとは文献を読んだり仲間と議論しながら「統計モデル

による現象のより良い表現Jの技術を楽しく勉強できる

だろう。
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