
Chapter 7: Hierarchical modeling∗

村山 航†

7.1 Introduction

この章では，階層ベイズモデル (hierarchical bayes model) について概説する。

7.2 Introduction to Hierarchical Modeling

往々にして，私たちは相互に関係しあうパラメータに興味がある。

1. Simultaneous estimation of hospital mortality rates

この章で扱うが，ある人が心臓手術で死ぬ人の割合を 94 の病院の事例から推定したいとす
る。それぞれの病院 j が死亡率 λj を持つとすると，λ1, λ2... と多くのパラメータを推定す
ることになるが，そのパラメータが病院間で似ている（より上位のパラメータによって既定

されている）と考えるのは妥当であろう。

2. Estimating career trajectories

11 章の例では，運動選手の年齢とパフォーマンスの関係について調べる（Figure 7.1.)。こ
の関係は，個人差があるが，人の間に類似性があることも分かるだろう。

こういった場合，パラメータを階層的に (hierarchical) にしてモデルを立てるのは自然である。
具体的には，まずデータがあるパラメータに条件づけられる。

y ∼ f(y|θ) (1)

次に，このパラメータベクトル θ が何らかのパラメータ λ を持つ分布に条件づけられる。

θ ∼ g1(θ|λ) (2)

このパラメータベクトルを条件づける分布のパラメータを，超パラメータ (hyperparameter) と
呼ぶ。最後に，この超パラメータに分布を考える。

λ ∼ g2(λ) (3)

∗Albert, J. (2007). Bayesian computation with R(pp. 137-161). New York: Springer.
†mailto: murakou@orion.ocn.ne.jp
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このようなモデルを立てるときに重要になってくるのが交換可能性 (exchangiability) の概念で
ある。もしあるパラメータセット θ = (θ1, θ2, ..., θk) の順番が変わっても，その同時分布が変化し
ないなら，そのパラメータセットは交換可能であると言われる。このような交換可能な事前分布

は，θ がある事前分布 g1 からのランダムなサンプルだと仮定することによって得ることができる。

7.3 Individual and Combined Estimates

3 章で扱った（そして上に記した），心臓手術で死ぬ人の割合を考えよう。データとして，94
の病院で 30 日の間に行われた手術の数 ei と，死んだ人の数 yi がある。このデータセットは，

LearnBayes パッケージに入っている。死亡の数はポアソン過程に基づくと考える。死亡率 yi/ei

を ei を横軸にとってプロットすると Figure 7.2. のようになる。

library(LearnBayes)

data(hearttransplants)

attach(hearttransplants)

plot(log(e),y/e,pch=as.character(y))

ポイントは，ei が小さいときに，死亡率 yi/ei に大きな分散がみられることである1。すなわち，

データ数が少ない病院では，観測データが不安定になっていることが分かる2。

さて，こういうデータを前にして，2 つのアプローチが考えられる。1 つは λi をそれぞれの病

院ごとに推定する方法である。このとき，それぞれの死亡率の推定値は

y1

e1
, ...,

y94

e94
(4)

となるだろう。しかしこの推定値は，上に書いたように特に ei の値が小さい病院では精度が低い

ものである。

もう 1 つのアプローチは，もし最初のアプローチの制度が低いなら，すべてのデータを使って死
亡率を求めようというものである。真の死亡率がすべての病院で等しいと以下のように仮定する。

λ1 = λ2 = ... = λ94 (5)

すると，このポアソンモデルのもとで，λ の推定値は，以下のようになる。

∑94
j=1 yj∑94
j=1 ej

(6)

しかし，このモデルでは，すべての病院で死亡率が等しいという強い仮定を置いている。

この問題を解消する 1 つの方法として，以上の 2 つの方法を組み合わせることが考えられる。

1これを過分散 (overdispersion) と呼ぶ。
2このことをもとにした面白い例が Gelman のテキストに載っている。彼らはある癌による死亡者率が高い地域と低い

地域をプロットすると，両方とも同一の州に存在していることを示している。この癌による死者の数は 1/10000 だといわ
れている。実は，この州は内陸の人口が少ない州であり，1/10000 の割合だと，まったく死亡者がいない可能性も高いし，
もし 1 人でも死亡者がいたら，死亡者の割合が一気に高まってしまうのでこういう結果が得られたのである。
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(1 − λ)
yi

ei
+ λ

∑94
j=1 yj∑94
j=1 ej

(7)

ここで 0 < λ < 1 であり，この値が大きいほど，その病院の推定値は全体平均
∑

yi/
∑

ei の方に

引き寄せられる（shrink する） 3。次からのセクションで，こういった推定式が，交換可能な事前

分布を用いた推定をする帰結として得られることを示す。

7.4 Equal Mortality Rates?

交換可能モデルを考える前に，この死亡率がすべての病院間で等しいというモデルの妥当性を

チェックする方法を考えよう。yi がポアソン過程 Poisson(eiλ), i = 1, ..., 94 に基づくと考え，共
通の死亡率 λ の事前分布に無情報分布を仮定する。

g(λ) ∝ 1
λ

(8)

事後密度は次のようになる。

g(λ|data) ∝ g(data|λ)g(λ) (9)

=
94∏

j=1

[λyj exp (−ejλ)] × 1
λ

(10)

= λ
∑94

j=1 yj−1 exp (−
94∑

j=1

ejλ) (11)

これは rateパラメータが
∑94

j=1 ej，shapeパラメータが
∑94

j=1 yj のガンマ分布である 4。
∑94

j=1 yj

と
∑94

j=1 ej の値は sum(y) と sum(e) によって 277 と 294681 であることが分かる。
ベイズモデルでモデルの妥当性をチェックする 1 つの方法が事後予測分布を用いることである。

y∗
i を病院 i における新たなサンプル ei における死亡者数とする。事後予測分布は以下のように算

出できた。

f(y∗
i |ei, y) =

∫
fP (y∗

i |eiλ)g(λ|y)dλ (13)

ここで fP はポアソン分布の関数（平均が eiλ）である。この式によって i 番目の病院の死亡者

数 y∗
i の予測分布を書き，実際の死亡者数 yi と比べることによって，事後分布を算出したモデル

の適切性を評価することができる。

3ここでの λはこれまでの λとまったく意味が違うので注意。一般的に，このようなパラメータ λは shrinkage parameter
と呼ばれる。

4ガンマ分布は以下の通り。

f(x|r, λ) =
λr

Γ(r)
× xr−1 exp(−xλ) (12)

ただし r は shape パラメータ，λ は rate パラメータである。 1
λ
を θ として scale パラメータと呼ぶことがある。x に

関わる部分（核）だけをみると，上記の事後分布に一致する。この分布の平均は r/λ なので，この事後分布の場合，その
値は

∑94
j=1 yj/

∑94
j=1 ej であり，全体をプールした平均値と一致することが分かる。
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たとえば，94 番目の病院を考えてみよう。この病院の死亡者数は y94 = 17 であった。手術した
人の数は e94 = 12131 である。事後予測分布を得るためには，まず最初にパラメータ λ をその事

後分布から抽出する。

lambda <- rgamma (1000, shape=277, rate=294681)

そして次に y∗
94 をその与えられたパラメータのもとで（実際はポアソン分布のパラメータは平

均なので，λ× e94）シミュレートする5。そのヒストグラムと，実際の 94 番目の病院の値 (17) を
Figure 7.3 に記す6。

ys94 <- rpois(1000,e[94]*lam)

hist(ys94,breaks=seq(1.5,26.5,by=1))

lines(c(y[94],y[94]),c(0,120),lwd=3)

実際の値が，この予測分布の端の方にあるので，この観測値はモデルと一貫していない（モデル

から予測されるより高い値を示している）ことが示唆される。

このことをすべての病院でチェックすることを考えよう。指標として，事後予測分布に対して，

実際の観測値がどれくらい極端であるかを以下のように指標化する。

min (P (y∗
i ≤ yi), P (y∗

i ≥ yi)) (14)

これを ei を横軸にとってプロットすると Figure 7.4. のようになる。

pout<-0*y

lambda<-rgamma(1000,shape=277,rate=294681)

for (i in 1:94){

ysi <- rpois(1000,e[i]*lambda)

pleft <- sum(ysi<=y[i])/1000

pright <- sum(ysi >= y[i])/1000

pout[i]=min(pleft,pright)

}

plot(log(e),pout,ylab="Prob(extreme)")

値が 0.1 より小さいものが結構あるようにみえる。従って，やはりこの死亡率が病院間で等しい
というモデルは，データにうまく適合していないことが分かる7。

7.5 Modeling a Prior Belief of Exchangeability

それでは交換可能な事前分布をモデル化していくことを考えよう。まず，λ1, ..., λ94 が shape =
α, rate = α/µ のガンマ分布に従うと考える。

5lambda には 1 つめのシミュレートで得られた λ 1 つに対して 1 つの乱数が求められている。1 つの λ につき 1000
個を求めているわけではないので注意。

6lines では x 座標と y 座標で移動する領域を指定して，そこを通る直線を描く。始点と終点の座標を指定して，
segments(y[94],0,y[94],120) としても同じ直線を書ける。

7図で y 軸が 0.5 を超えているものがあるが，これは，不等号に等号が含まれているため。
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g(λ|α, µ) =
(α/µ)αλα−1 exp (−λα/µ)

Γ(α)
, λ > 0 (15)

この分布の平均と分散は µ と µ2/α である。ここで，さらにこの 2 つのパラメータの事前分布
を考える。ここでは µ の事前分布として，shape = a, rate = b のガンマ分布を，また α の事前

分布は g(α) とし，両者は独立だと考える。この事前分布は真の死亡率 λ 間に相関を生む8。この

相関を見るための λ1 と λ2 のペアは次のようにシミュレートすることができる。

• gamma(a, b) と g(α) から，µ と α をサンプルする

• それぞれのサンプルされた (µ, α) のペアを用いて，gamma(α, α/µ) の分布から λ1, λ2 のペ

アをシミュレートする。

実際にシミュレートするため，a = b = 10 とし，α の事前分布を α0 = 5, 20, 80, or400 と固定
してみよう。500 のペアの散布図を Figure 7.5 に示す。α0 が大きくなるにつれ，相関が非常に高

くなっていることが分かるだろう。

par(mfrow=c(2,2))

m <- 500

alphas <- c(5,20,80,400)

for (j in 1:4){

mu <- rgamma(m,shape = 10, rate = 10)

lambda1 <- rgamma(m, shape=alphas[j],rate=alphas[j]/mu)

lambda2 <- rgamma(m, shape=alphas[j],rate=alphas[j]/mu)

plot(lambda1,lambda2)

title(main=paste("alpha=",as.character(alphas[j])))

}

もちろん，超パラメータの事前分布に無情報分布を使うこともできる。たとえば，µ に関しては

以下のものが考えられる。

g(µ) ∝ 1
µ

, µ > 0 (16)

また，正確さをあらわす α に関しては proper で 9，しかし比較的フラットな以下のようなもの

が考えられる。

g(α) =
z0

(α + z0)2
, α > 0 (17)

z0 は α の中央値である。

8すなわち，交換可能ではあるが，独立ではないということ。
9積分をしたらちゃんと 1 になるということ。
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7.6 Posterior Distribution

これまでは事前分布の話だったが，いよいよ事後分布の算出に移ろう。超パラメータに関しては

先ほどの無情報事前分布を用い，さらに事前分布も自然共役分布なので，事後分布は比較的簡単に

求められる。なお，以降の例では z0 = 0.53 とする。もし α, µ が与えられたとすると，λi の事後

分布は，gamma(yi + α, ei + α/µ) になる10。

ここで，λi の期待値（このガンマ分布の期待値）を取ると

E(λi|y, α, µ) =
yi + α

ei + α/µ
= (1 − Bi)

yi

ei
+ Biµ (22)

where Bi =
α

α + eiµ
(23)

これは，先ほどの shrinkage の式と同じである。Bi が大きいと λi の推定値は，標本平均 yi/ei

から事前分布の平均値 µ の方に引っ張られる。

また，α, µ の周辺事後分布は，まず同時分布を算出してそこから λ を積分消去すればよい。具

体的には，次のようになる（K は定数）11。

p(α, µ|data) = K
1

Γ94(α)

94∏
j=1

[
(α/µ)αΓ(α + yi)
(α/µ + ei)(α+yi)

]
z0

(α + z0)2
1
µ

(26)

7.7 Simulating from the Posterior

同時事後分布は，次のように分解できる。

g(hyperparameters, truerates|data)

= g(hyperparameters|data) × g(truerates|hypoerparamesters, data)

10証明は次のようになる。

g(λi|yi, α, µ) ∝ g(yi|λi, α, µ)g(λi|α, µ) (18)

=
(λiei)

yi

yi!
exp(−λiei)

(α/µ)αλα−1
i exp (−λiα/µ)

Γ(α)
(19)

∝ λ
yi+α−1
i exp (−λi(ei + α/µ)) (20)

∼ gamma(yi + α, ei + α/µ) (21)

11細かい導出は省略。実際に積分を消去するのは大変なので，同時分布を算出した後，

p(λ, µ, α|y) = p(λ|α, µ, y)p(α, µ|y) (24)

という式を利用できる。具体的には，この式を変形して

p(α, µ|y) =
p(λ, µ, α|y)

p(λ|α, µ, y)
(25)

として，右辺に求めたばかりの同時分布と λ に関する事後分布を代入すればよい。今回は，α, µ に関する関数なので，計
算の過程でそれを省略してしまわないように注意。ここで，λ は最終的に消去されることが分かっているので（右辺には λ
がないことから），λ に任意の値を代入して計算すると計算が楽になる（恒等式）。なお，今回はこの方法がうまくいくが，
場合によってはうまくいかないことも多い。
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通常の階層モデルでは，同時事後分布をこのように分解してやることで，同時事後分布からのシ

ミュレートをする。同時分布を分解したときに出てくる周辺分布，条件つき分布ともにもうすでに

上で算出している点に注意して欲しい。具体的な手続きは以下の通りである。

• (µ, α) を上記の周辺事後分布からシミュレートする

• 得られた (µ, α) をもとに，λ1, ..., λ94 をシミュレートする。

今回，µ, α は正であるので，まず（値域がマイナスにもなるように）対数変換をしてやるとよ

い。すなわち，

θ1 = log(α), θ2 = log(µ) (27)

この変換された値に対する，周辺事後分布は以下のようになる12。

p(θ1, θ2|data) = K
1

Γ94(α)

94∏
j=1

[
(α/µ)αΓ(α + yi)
(α/µ + ei)(α+yi)

]
z0α

(α + z0)2
(28)

この対数事後分布は，以下のように R のプログラムで書く13。

poissgamexch <- function(theta,datapar)

{

y <- datapar$data[,2]; e <- datapar$data[,1]

z0 <- datapar$z0

alpha <- exp(theta[1]); mu <- exp(theta[2])

beta <- alpha/mu

N <- length(y)

val <- 0*alpha;

for (i in 1:N)

{

val <- val + lgamma(alpha + y[i]) - (y[i] + alpha)*log(e[i]+beta) + alpha*log(beta)

}

val <- val - N*lgamma(alpha) + log(alpha) -2*log(alpha+z0)

return(val)

}

このようにして定義された関数だが，theta はそれぞれの列に θ1, θ2 が入っているベクトルで

あり，datapar は 2 つの要素からなるリストである。具体的には，データが入っている data の

部分と，z0 が入っている部分がある。

この事後分布のモードを求め，ラプラス近似をするため laplace を用いる。

datapar <- list(data = hearttransplants,z0=0.53)

12右辺に θ1, θ2 がないが，α = exp(θ1), µ = exp(θ2) を代入すればよい。先ほどの式と微妙に違っているのは，ヤコビ
アンを掛けているため。

13たびたびであるが，theta のところ，本文に間違いがあるので注意。
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start <- array(c(2,-7), c(1,2))

fit <- laplace(poissgamexch, start, datapar)

fit

事後分布の等高プロットは，次のようにして描ける (Figure 7.6)。適切な軸の値の範囲などは試
行錯誤をして見つければよい。

par(mfrow = c(1,1))

mycontour(poissgamexch,c(0,8,-7.3,-6.6),datapar)

title(xlab="log alpha",ylab="log mu")

次のステップは，この分布からパラメータをサンプリングすることである。Figure 7.6 から分か
るように，この分布は正規分布では近似ができなさそうである。そこで，Metropolis within Gibbs
アルゴリズムを用いて，この事後分布からのサンプリングを行う。ここでは関数 gibbs を用い，初

期値は (θ1, θ2) = (4,−7) とする。サンプル数は 1000 サイクルであり，Metropolis-Hastings アル
ゴリズムを使用しているときにおけるスケールパラメータ14 は c1 = 1, c2 = 0.15 とした。結果と
して，それぞれのパラメータの採択率は 30% ほどであった 15。得られたサンプルを等高プロット

上に書いてみると (Figure 7.7)，うまくサンプリングできていることが分かる。Figure 7.8 が α の

分布である。

par(mfrow = c(1,1))

mycontour(poissgamexch,c(0,8,-7.3,-6.6),datapar)

title(xlab="log alpha",ylab="log mu")

plot(density(fitgibbs$par[,1],bw=0.2))

mycontour(poissgamexch,c(0,8,-7.3,-6.6),datapar)

points(fitgibbs$par[,1],fitgibbs$par[,2])

このように超パラメータがサンプリングできたので，パラメータ λ1, ..., λ94 のサンプルが可能に

なる。前に書いたように，超パラメータが与えられたときの λの分布は gammma (yi +α, ei +α/µ)
に従う。よって，R の rgamma 関数を用いれば，シミュレートが可能になる。たとえば，λ1 のシ

ミュレートは次のようになる。

alpha <- exp(fitgibbs$par[,1])

mu <- exp(fitgibbs$par[,2])

lam1 <- rgamma(1000,y[1]+alpha,e[1]+alpha/mu)

このサンプルをもとに，たとえば関数 quantile を用いれば，90% 確信区間などを求めること
ができる。これらをすべての病院についてプロットしたものが Figure 7.9 である。ここでのポイ
ントは，確信区間が比較的広いにも関わらず，その値がお互いにオーバーラップしていることであ

る。これは，ベイズ推定において，個々のパラメータの推定値 (individual estimates) が，µ の推

定値 (pooled estimate) に shrink していることを示している。

14酔歩連鎖のステップサイズ。
15まあまあよい値だといえる。
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alpha <- exp(fitgibbs$par[,1])

mu <- exp(fitgibbs$par[,2])

plot(log(e),y/e,pch=as.character(y))

for (i in 1:94) {

lami <- rgamma(1000,y[i] + alpha, e[i]+alpha/mu)

probint <- quantile (lami, probs=c(0.05,0.95))

lines(log(e[i])*c(1,1),probint)

}

7.8 Posterior Inferences

(α, µ, λ1, ...λ94) がサンプリングできたら，このサンプルを用いてさまざまな推論ができる。

7.8.1 Shrinkage

λi の事後分布における平均は，次のように書くことができる。

E(λi|data) ≈ (1 − E(Bi|data))
yi

ei
+ E(Bi|data)

∑94
j=1 yj∑94
j=1 ej

(29)

ここで Bi = α/(α + eiµ) が shrinkage の大きさである16。この値を，病院ごとに計算してプロッ

トしてみよう。Figure 7.10 がその結果である。e が小さい病院では，その病院単独での推定値が，

90% 全体平均へ shrink しているが，e が大きい病院では，50% 程度であることが分かる17。

shrinkage <- 0*e

for (i in 1:94) shrinkage[i] <- mean(alpha/alpha + e[i] + mu)

plot(log(e),shrinkage)

7.8.2 Comparing Hospitals

死亡率の病院間の比較に興味があるとしよう。特に，まず “the best hospital” を取り出して，他
と比較したいとしよう。そのためには，まず病院ごとの死亡率 λi を得て，それからその値が最小

の病院を取り出す18。

hospital <- 1:94

meanrate <- array(0,c(94,1))

for (i in 1:94)

meanrate[i] <- mean(rgamma(1000,y[i]+alpha,e[i]+alpha/mu))

hospital[meanrate ==min(meanrate)]

[1] 85

16先ほどと違って，mu が所与ではないので，その部分が期待値になっている。
17すなわちサンプル数が多いほど，個々の推定値への依存度が大きいということであり，直感にも合致した結果である。
18ここでは改めてサンプルしてあるが，実際は先ほど λi のサンプルはすでに実行してある。
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この結果から， 85 番目の病院がもっともよいということが分かる。
次に，病院 i と病院 j の死亡率を比較したいと考えよう。このときの方法として，まず (λi, λj)
を周辺分布からサンプリングし，λi が λj よりも小さい確率 (P (λi < λj)) を計算すればよい。以
下のコードでは，すべての病院に関してそのような比較を行い，それを better という行列に保存

している。

better <- array(0,c(94,94))

for (i in 1:94){

for (j in (i+1):94){

if (j<=94){

lami <- rgamma(1000,y[i]+alpha,e[i]+alpha/mu)

lamj <- rgamma(1000,y[j]+alpha,e[j]+alpha/mu)

better[i,j] <-mean(lami < lamj)

better[j,i] = better[i,j]

}}}

たとえば先ほどのもっともようい病院と，最初の 25 の病院を比較すると，もっともよい病院の
λ が低い確率が低いことが分かる。

better[1:24,85]

[1] 0.208 0.171 0.071 0.116 0.122 0.247 0.224 0.149 0.065 0.230 0.217

[12] 0.185 0.233 0.099 0.063 0.220 0.223 0.088 0.293 0.160 0.137 0.165

[23] 0.060 0.063

7.9 Posterior Predictive Model Checking

最後に，ここで構築した階層モデルが妥当であるかを，先ほどと同じように事後予測分布を用い

てチェックしてみたい。先ほどと同じようにまず 94 番目の病院を用いる。超パラメータの事後分
布からシミュレートされた値はもうすでに alpha と mu に格納されているので，そこから λ94 を

サンプリングするには次のように書く。

lam94 <- rgamma (1000,y[94]+alpha,e[94]+alpha/mu)

あとはこのパラメータを用いて，y∗
94 をサンプリングすればよい。

ys94 <- rpois(1000,e[94]*lam94)

hist(ys94,breaks=seq(1.5,39.5,by=1))

lines(y[94]*c(1,1), c(0,100),lwd=3)

Figure 7.11 からも明らかなように，今度は実際得られたデータは事後予測分布の中央に位置し
ている。今回のモデルの妥当性が示されたといえよう。

この事後予測分布とデータとの一貫性を，すべての病院に対して検討し，グラフ化することを考

える。先ほどと同じように，y∗
i が実際の値よりも極端な値になる確率を pout.exchange に格納

する。そして，先ほどすべての λ が等しいモデルの場合に算出した値 (pout) と対にしてプロット
してみる Figure 7.12)。
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pout.exchange <- 0*y

for (i in 1:94){

lami <- rgamma(1000,y[i]+alpha,e[i]+alpha/mu)

ysi <- rpois(1000,e[i]*lami)

pleft <- sum (ysi <=y[i])/1000

pright <- sum (ysi >= y[i])/1000

pout.exchange[i] <- min(pleft,pright)

}

plot(pout,pout.exchange,xlab="P(extreme),equal means",

ylab="P(extreme),exchangeable")

abline(0,1)

明らかに，交換可能なベイズモデルの方が，実際のデータと一貫していた推定値を与えているこ

とが分かるだろう。
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