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特集2 始めよう!ベイズ推定によるデータ解析

時間と空間を考慮する統計モデル

角谷拓

国立環境研究所

An introduction to spatio幅temporalmodels for ecological data. Taku Kadoya (National Institute for Environmental 

Studies) 

要旨.生物の空間分布データにあらわれる空間的自己相関は、生物の移動分散に起因する内的なものと、生物が依存し

ている物理的・生物的環境条件や調査努力量などの人為的な条件に起因する外的なものとに分けることができる。生物

の移動分散は、分布パターンや個体群の存続性に影響をおよぼす重要なプロセスであるが、ある時間断面における空間

的自己相関パターンのみから内的・外的要因による影響を峻別し、移動分散に関する情報を引き出すのは難しい場合が

多い。本稿では、複数年にわたって観測された生物の侵入・定着データに適用可能な時間・空間統計モデルを実例にして、

時間・空間データから生物の移動分散に関するパラメータを推定する方法を紹介した。

キーワード:空間生態学、空間的自己相関、分布拡大、パーコレーションモデル、ベイズ統計

はじめに

近年、「空間」は生態学でのキーワードの一つになって

いる。メタ個体群生態学の成功により野外で分断化され

た生物のメタ個体群の存続性に対して局所個体群聞の移

動分散という空間プロセスが重要な決定要因になってい

ることが実証されるようになった (Hanskiand Gaggiotti 

2004) ことが大きな理由の一つであろう。また、他にも

外来生物の分布拡大予測や生物の気候変動への応答予測

といった分布パターンとその変化という空間事象そのも

のに興味をもっ応用分野におけるニーズの増大も理由と

してあげられる (Kadoya2009)。一方で「空間」そのも

のには藍接興味のない場合においても空間プロセスの重

要性は認識されるようになった。野外において生物とそ

れをとりまく環境条件がランダムや均ーといった単純な

確率過程に従って分布していることはほとんどない。そ

のため野外実験では、往々にして互いの距離が近い実験

区の独立性を確保するのは難しくなるという事態が発生

する。このような場合にはたとえ直接興味がなかったと

してもやはり「空間」を考慮する必要が生じるだろう。

空間的に近いもの同士が似通っていることを正の空間
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的自己相関(以降、空間相関)とよぶ(深津ほか 2009)。

空間相関は空間データ(ある一時点での分布データ)に

もっともよく現れる空間パターンである。空間相関は、

対象生物が時間経過とともに移動しながら移入・定着し

たりする内的要閣と、その場所の環境収容力などの外的

要因が組み合わさって現れたものである O 生物の移動分

散は、現在の状況が過去の状況に依存しているという意

味で時間的なプロセスでありその一断面の空間パターン

だけから移動分散の実態を知ることは原理的に不可能で、

ある。したがって、空間相関の成国を空間データのみか

ら特定するのは難しい場合が多い。そこで空間データを

あっかう統計モデルである条件付自己回帰 (CAR)では、

空間相関の成因はとりあえず問わずに「隣に似ている

効果をモデル化するというアプローチをとっている(詳

しくは深浮ほか 2009;久保 2009を参照)。野外完験など

で空間相関の成因には興味がなくて単にその効果を取り

除きたい場合にはこのようなアプローチで十分かもしれ

ない。もちろん外的な空間相関についてはそれを生じさ

せる環境条件を車接観測することで説明可能であるし、

分布拡大の起点(深津ほか 2009)や花粉親の位置(富田・

花岡 2009) といった時間軸の情報を加えることで空間相

関のパターンから移動分散に関する情報を引き出すこと

ができる場合もある。
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ここで空間相関の成因という観点から、空間データか

らわかること/わからないことを整理してみよう。まず、

すでに述べたように空間相関は (a) 内的な要因と (b)

外的な要国に起因するものがある。さらに、 (b) は (bl)

測定済みの環境要因で説明されるもの、 (b2)要因の特定

ができないものに分けることができる。

空間相関:

(a) 内的な要留によるもの

(bl)外的な要因によるもの(環境要閣が測定済み)

(b2)外的な要因によるもの(要因が特定できない)

i知事ほか (2009)で詳しく説明されているように、空

間相聞のあるデータに空間相関を考慮しない統計モデル

を適用した場合には、 (bl)の要因の効果が過大に推定

されてしまったり、 (a) や (b2) を測定済みの環境要菌

で「無理やり」説明しようとして因果関係のない環境要

因の効果が検出されてしまったりするといった問題が生

じる。そこで CARなどの空間中目関考慮型の空間統計モデ

ルでは、 (a)+(b2) をモデルの中に組み込むことで、 (bl)

に関わる環境要因や空間相関の成田ではない興味のある

環境要因の効果を正しく推定しようとしている。つまり、

空間データを用いたモデル化においては原則的に (bl)

と(a)+(b2) の霞別が可能になるといえる。

時間データの導入

先に述べたように「空間」に興味のある分野において

移動分散は生物の空間分布パターンや個体群動態に影響

をおよぼす本質的なプロセスであり、このような場合に

は、 (a) と (b2)の区別は重要である。それにはまず (a)

をどのように統計モデルであっかうことができるかにつ

いてよく考える必要があるだろう。生物の空間分布の時

間変化のデータ(時間・空間データ)が利用可能な場合

を考える。時間・空間データには、生物が移動分散と環

境要因の変化に応じてどのように分布を変化させている

かに関する情報が含まれている。環境要因の変化にとも

なう分布の変化の効果は、環境要閣を各時間で測定する

ことで亙別が可能であるから、時間・空間データを利用

すれば生物の移動分散に関する情報を得ることができそ

うである。実際、生物の移動分散は以前から拡散方程式

など時間軸と空間軸の両方を考慮した数理モデルによっ

て記述されてきた (Turchin1998)。しかし、少し考えれ

ばわかるように、時間的・空間的に起こる事象をあっか

うモデルは空間斡のみをあっかうモデルに比べて複雑さ

が飛躍的に増加する。そのためデータからのパラメータ
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推定が難しく、時間・空間データをあっかう統計モデル

はこれまであまり利用されてこなかった。近年になって、

ベイズ統計の考え方と、計算機集約的な MCMC法という

強力なパラメータ推定手法(詳しくは山道・角谷 2009を

参照)が普及したことで、時間・空間データを用いて生

物の移動分散を明示的にモデル化することのできる時間・

空間統計モデルの開発は急速に進みはじめている。

山道・角谷 (2009)は、時間・空間データからシミュ

レーションを使って生物の移動分散パラメータを推定す

る方法を紹介している。この場合のシミュレーションモ

デルは、観察データとの定量的な対応関係があるという

点で時間・空間統計モデルとよぶことができる。通常の

統計モデルと異なるのは、パラメータにある値を設定し

たとき、実際に観察されたようなデータが得られる確率

としてデータとモデルパラメータの関係を定量的に表現

する尤度が、数式ではなくシミュレーションによって記

述されているという点である (VanOijen巴tal. 2005)。また、

数理モデルの分野でよく用いられてきた拡散方程式の拡

散係数を時間・空間データを用いて推定するという手法

も最近提案されている (Wikle2003;山道 2008)。これら

の時間・空間統計モデルはシミュレーションを実行した

り、個体数や密度の変化を扱ったりという点で比較的複

雑でデータ要求量の多い手法であるといえる。そこで本

稿では、複数年にわたって観測された生物の侵入・定着

データ(時開・空間在・不在データ)という比較的取得

が容易なデータタイプに適用可能で、応用範囲の広いと考

えられる時間・空間統計モデルを紹介し、時間・空間統

計モデルの考え方や有効性、また今後の発展方向につい

て述べることとしたい。

在-不在データをあっかう時間・空間統計モデル

Gibson et al. (2006) は、疫学分野で病原の分布拡大を

モデル化するために用いられてきたパーコレーションモ

デルのパラメータを時間・空間データからベイズ法を用

いて推定する手法を提案している。パーコレーションモ

デルは、感染イベントが起こったか起こっていないかと

いう在・不在のデータを対象とし、「感染jイベントの発

生確率を時間・場所ごとにモデル化する点に特離がある。

時間軸にそったイベントの発生確率は、ポアソン過程と

よばれる考え方を応用して記述できることが知られてい

る。パーコレーシヨンモデルにおいて重要なプロセスは、

以下の 2つの確率で表現される。

①初めてイベントが発生するまでの待ち時間 t(その場所
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に初めて生物が定着するまでの時間)の確率・

P(t) = re-rl 
)
 

-(
 

②調査終了までに一度もイベントが発生しない(生物の

定着がおこらない)確率:

* * * 

* * * 
* * * 

P(n = 0) = e-rl (2) (a) t = 0 (b) t = 1 

ここで、 rはイベントの発生率の期待値(イベント回数/

単位時間)、 tは期聞を表している。この 2つの確率を組

み合わせることで、観察された、時間・空間在・不在デ

ータが得られる確率(尤度)は以下のように簡単に記述

できる。

1 

尤度=日re-rli X TI e -rl， (3) 

fεCP iECa (c) t = 2 (d) t三 3

図l 生物の分布拡大を表わす時間・空間データの模式図。観察

開始時にはどのセルにも生物は定着していないが (a)、その

後初期移入と 2次分散により分布を拡大していく (b，c， d)。

ここで、 rはイベントの発生率の期待値、 t
i
は生物の定着

が観察された時間、 teは調査が終了した時間、 C
p
は調査

中に定着が観察されたサイト、 C。は調査中に定着が確認

されなかったサイトを表している。

ここまでのモデル化は、外部からの移入(初期移入)

のみを考えているが、実際には系内部に定着した生物が

さらに系内へと分散する 2次分散も重要なプロセスであ

る。このため、各場所でのイベント発生を独立と考える

式 (3)では不十分で、ある。パーコレーションモデルでは、 t = 3で定着したセルの尤度=

イベントの発生が周回にも依存すると考える。図 lの例

を用いながら具体的なパーコレーションモデルの仕総み

を説明しよう。図 Iの例では、観察は t= 0年から観察

t = 2で定着したセルの尤度=
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が始まって 3年目で、終了した場合を考えている。関 1a~ t = 3までに定着しなかったセルの尤度=

dでは対象生物の年ごとの分布拡大が示されているが、

パーコレーションモデルでは一度定着した後の絶滅はな

いと仮定しているので、必要なi育報は図 1dにすべて集約

されていることがわかるだろう O 初期移入率の期待値は

どのセルでも α(;年)、さらに過去に定着した周囲の場

所からの 2次分散率は b(;年)とすると定着年ごとに尤

度は以下のように表現できる O なお、以降「周囲」とは

注目しているセルを取り囲む 8つのセルを指すこととする。
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ここで、式 (4) の場合は周囲にそれ以前に定着したセル

がないことから 2次分散を考える必要がないこと、式 (5)

では 2次分散が起きずに初期移入が起こった確率と、初

期移入が起きずに 2次分散が起きた確率の和になってい

ること、さらに式 (6) では、周囲のセルに異なる移入定

着時期 (1年前および2年間前)のものが含まれること、

また 3年目に定着が起きたセルが 2つ存在するから 2乗

(4) していることに注意してほしい。式(のでは 3年間、初

期移入も 2次分散も起こらなかった確率が表現されてい

る。なお、式 (7) では同じ空きセjレであっても隣接セル

の定着状態に 2タイプが存在している(それぞれ2セル

-0 
ae 
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と3セルずつ)ことに注意してほしい。観察された全デ

ータの尤度は、 (4)x (5) x (6) x (7)として得ることがで

きる。

上記の例は、より一般的な形で以下のように表現する

ことができる (Gibsonet al. 2006) : 

L(a，bID)= g(a+ ~十(x，)吉田p(-b(t(xj) - t(xjn ))) 

x TIe-at"'''TI叫 (-b(tmax-t(x})) (8) 

ここで、 X}， "'， xk' Xk十I
… ，xN

はN1留のセルを定着がおき

たj頼にならべたものであり、 X/...+I・"， XNでは観察終了時点

tm出までに定着が観察されなかったセルを示している O ま

たろはセル Xjのi鋒接セルのうち Xj
よりも先に定着が起き

たセjレを示している。さて、以上のように時間・空間在・

不在データの尤度が定義できれば、実際のデータからし

て最もありそうなパラメータ(この例では αとb) を推

定できるはずだが、その計算は単純で、はなく通常の最尤

法などの手法を用いての推定は難しい (Cooket al. 2007) 0 

しかしベイズ統計の手法、特に MCMC法を利用すること

で複雑な統計モデルであってもデータからパラメータを

推定することが可能になった(i知事・角谷 2009)0その

実例を次に示そう。

簡単な例題を用いたパラメータ推定

国 Iの例を少し時間・空間スケールを大きくした場合

を考えよう。図 2は20x 20の格子上で生物の分布拡大

を 10年間分 (t= 0 ~ 10) にわたって観測した結果得ら

れたデータを示している。今回は例題なので、推定対象

のパラメータの真の債はわかっていることとする。図 2

はα=0.01， b = 0.01として作成したデータセットであ

るO この時間・空間データに先ほとeのパーコレーション

モデルを適用して初期移入率 G と2次分散率 bの推定を

行なう。パーコレーションモデルのパラメータ推定には

MCMC法の一種であるメトロポリス法を用いる (Gibson

et al. 2006)。メトロポリス法についてより詳しくは山道・

角谷 (2009) などを参照してほしい。推定対象となるパ

ラメータ a，bについての事前知識はないため、 O以上の一様

分布という無情報の事前分布を仮定する (P(α)~ U(O，∞)、

P(b) ~ U(O，∞))。以下にメトロポリス法によるパーコレ

ーションモデルのパラメータ推定の手順を示した。なお、

パーコレーションモデルの尤度関数は簡単のために L(α，

b)と表現することとする。
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図2.20 x 20の格子上で初期移入率a= 0.01，2次分散率b= 0.01 
として 10年間生物が分布拡大した場合のデータ例。初期状

態は定着セルがない状態からスタートし、各セル内の数字は

そのセルに定着が起きた待問を示している。空白のセルは

10年間定着がなかったセルを示す。

①パラメータの初期値を事前分布からランダムサンプリ

ングすることにより得る:

α[OJ， b[oJ 

②初期値を用いて尤度を計算する:

L(α[01， b[oJ) 

③パラメータ aUJの候補値を提案分布からランダムサンプ

リングすることにより得る:

α*~N(a[jJラ 0.003)

ここで、 iはMCMC計算の繰り返し回数を示している。

また、提案分布とは新たなパラメータ候補値を発生させ

るための確率分布であり、この例で用いているメトロポ

リス法では正規乱数を用いる場合が多い。また、発生さ

せるパラメータ候補値のばらつきを決める分散は手順⑤

での採択率が 50%程度になるように適応的に決める必要

がある(山道・角谷 2009)。この例では、 α:0.003、b:0.005 

を用いることした。

@:候補パラメータと現在のパラメータの尤度をそれぞれ

計算し、事後確率を比較する:

L(α*， b['l)p(α*)p(b['l) I L(aUJ， bUJ)P(α[号)P(b[号)=α 

⑤確率α(α>1の時は確率1)で候補値ポをパラメー

タ値 α[刊として採用する。それ以外の場合については

をパラメータ値 α[刊として採用する。
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bを推定した結果。グラフ中の x軸に平行な直線は、 a，bそ

れぞれの真の値を示している。

'(t 環境条件 '(t+1 
d 

⑤パラメータ値を記録する。

⑦パラメータ bについて③~⑥と同様の手}IJ買をくりかえ

す。他にパラメータがある場合には一つずつ順に同様の

手順をくりかえす。

③手}IJ買③~⑦を十分な回数くりかえす。

関4. パーコレーションモデル拡張の概念図。パーコレーション

モデルでは時刻 tに観察された生物の空間分布 (y)の時刻

什 1(Y，+l)における変化をモデル化する。変化のプロセスと

して、移入のみを考える場合 (a)から、環境条件に応じた

定義 (b)や絶滅 (c) といったプロセスを組み込むものまで

柔軟な拡張が可能で、ある。さらに、観察プロセスをモデル化

(d)することによって、観祭データに含まれるバイアスを考

慮して観察データから真の空間分布の変化 (Y'，→ Yい)を

推定することができる。

セスも柔軟にとりこむことが可能である(図 4b)。した

がって両者の要素を融合するより現実的で有用なモデル

リングアプローチであるということカfできる。ここで、

上記の手}IJ員にもとづいて図 2のデータを対象に行なっ

たパラメータ推定の結果を図 3に示す。 a，bの推定値と

もに初期値から出発して真の値に近づいた後にその周閣

をフラフラさまよう様子がわかるだろう。 MCMC法を用

いることで、図 2の時間・空間データからパーコレーシ

ョンモデルの移動分散パラメータの妥当な推定ができて

いることが示されている。なお、実際の計算は統計ソフ

トR(R Development Core Team 2008)を用いて行なった。

例題の作成およびパラメータの推定に使用したスクリプ

トはこの特集のサポートページ (http://tombo.sub .jplbayes. 

html、2009年 6月 15日確認)で公開しているので参照し

てほしい。

生物の定着率 z周囲からの移入率

×移入先の環境の適合性

と考えてみよう。生物の定着が成立するためには、周囲

からの移入があってかつ移入先の環境がその生物の定着

に適した環境である必要があるということを表現してい

る。これを例題で、扱ったパーコレーションモデルにとり

こむためには環境の適合性を、環境要因の関数として表

現すればよい。たとえば、
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在-不在時間・空間統計モデルの拡張

これまで生物の空間分布モデルは、拡散方程式に代表

されるように均一環境での時間変化をあっかうものと、

ニッチモデリングとよばれる環境の不均一性を考慮する

が移動分散は定常状態を仮定するものとに大きくわかれ

ていた (Cooket al. 2007)。例題でも、均一な環境下で生

物が分布拡大をする状況をモデル化した(閤 4a)。しかし、

現実には環境は均一で、はなく、生物の定着には移入に加

えて移入先の環境条件も影響をおよぼすと考えるのが自

然だろう。パーコレーションモデルではこのようなプロ



角谷拓

bi = d X exp(b1xli + b2X2i'…， bkxki) (9) 

のようなモデル化が考えられる。ここで dは潤園からの

移入率、 Xkiは移入先の環境要因、 bkは環境要因の回帰係

数である。あとは尤度関数 (8) に式 (9) を代入してメ

トロポリス法を適用すればそれぞれのパラメータの推定

が可能になる。 Cooket al. (2007) は、この手法を英国に

おける外来植物の分布拡大予測に適用した例を紹介して

いる。

パーコレーションモデルでは、ベイズ統計モデルの特

徴である階層化を行なうことで(詳しくは富田・花岡

2009を参賠)、野外でのデータ観察にともなって生じる

誤差にも柔軟に対応可能である(図 4d)。例えば野外で

は、生物の定着のタイミングを正確に把握することは困

難な場合が多いだろう。このような場合には、定着の観

察はそれが実際におきた後のいつか(たとえば3年以内)

に起こると仮定し観察プロセスを明示的にモデル化する

ことによって観察による誤差を考慮することが可能で、あ

る (Gibsonet al. 2006)。ただし、セルごとに「真の定着年j

を推定することになるため、パラメータ推定にかかる計

算最・時間は飛躍的に増大してしまうという限界にも注

意する必要がある。また、パーコレーションモデルは、f定

着jイベントの発生をモデル化するものであった。その

ため、生物が一度定着した後は決して絶滅することはな

いという強い仮定がおかれていた。しかし、生物の分布

がシフトするような場合にはこの仮定は適切で、はないだ

ろう。このような場合にも、汗色滅」というイベントが生

起する確率を尤度関数に付け加えることで対応可能であ

る(図 4c)。しかしながら、このようなケースの適用例

はまだない。

おわりに

本稿では、個体群動態や生物の空間分布をきめる重要

なプロセスの一つである移動分散を明示的に組み込んだ

統計モデjレを用いて、時間・空間データからパラメータ

を推定する方法を紹介した。このような手法を用いるこ

とで、移動分散に起因する空間相関を積極的にモデル化

することができる。しかし、その場合でも要因の特定が

難しい空間中目関が依然として存在する場合も多いであ

ろう。そのような場合には、式 (9) の環境要因の項に

CARで用いられているような空間相関考慮型のランダム

変数を導入することで、 (a)，(bI)， (b2) すべてのタイ

プの空間相聞を区別してあっかうことのできる汎用性の
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高いモデルを構築することができる可能性がある。この

ようなモデルの開発・活用は、技術的な問題も含めて今

後真剣な検討の価値がある課題である。

一方で¥今回紹介したパーコレーションモデルにも限

界があることがわかっている。最も深刻な問題としては、

移動分散が混み合ったデータでは、周囲からの移入率が

低く推定されるというバイアスが生じる点である。これ

は、パーコレーションモデルが「定着Jイベントをモデ

ルしているため、未定着のセルが少ない f混み合った」

状態になると、真のパラメータイ直から期待されるほど「定

着jが発生しなくなることに起因する。このような開題

に対処するためには、定着の在・不在だけでなく、各セ

ルにおける密度の変化を考慮した新たなモデルの枠組み

が必要となるかもしれない(久保私信)0r混み合い」具

合と推定結果との関係は、前述のサポートページで格子

サイズ、やパラメータ値を変えて例題データを生成するた

めのスクリプトを公開しているので実際に試してみてほ

しい。

複雑な統計モデルのデータにもとづいたパラメータ推

定を可能にする MCMC法の普及によりデータタイプに応

じた柔軟なベイズ統計モデルの構築が可能になってきた。

データ分析のツールとしてこれらの手法を有効に利用す

ることができれば、データの中に潜んでいた新たな生態

学的プロセスを掘り起こしたり、新しい仮説を構成した

りすることが可能になるだろう。特に、本特集で焦点を

あてた空間データは、これまで分析手段が非常に限られ

ていたこともあり、データがもっ情報がまだ手をつけら

れないまま眠っている場合も多く存在していると考えら

れる。さらに、 f分析手法」の点からの制約が少なくなっ

てきた現状では、新たな研究をスタートする際にも、手

法に研究デザインを合わせるのではなく、何を知りたい

かにあわせてデータの取り方や分析手法を検討・開発す

るという態度が求められることになると考えられる。
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