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あらまし ガウシアングラフィカルモデルに対する一般化された信念伝搬法の定式化を与え, 厳密解により既
に得られている結果と比較することにより，一般化された信念伝搬法の精度と性能について研究する．一般化さ
れた信念伝搬法はガウシアングラフィカルモデルでは平均については厳密解に一致することを一般的に示す. ガ
ウシアングラフィカルモデルにおける信念伝搬法の定式化のある部分の摂動展開からニューロコンピューティン
グの分野で近似手法として知られる Thouless-Anderson-Palmer (TAP) の方法が導出されることを示す. 更に
ガウシアングラフィカルを用いた画像修復における周辺ゆう度最大化によるハイパパラメータの推定に一般化さ
れた信念伝搬法および Thouless-Anderson-Palmer の方法を適用し, 平均場近似, 従来の信念伝搬法および厳密
解との比較からその精度を明らかにする.
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1. ま え が き

近年, 平均場理論は確率推論, 統計的学習理論から画

像・信号処理, 符号理論における復号処理, 情報通信理

論に至るまで多くの応用の道が開かれ, その理論的枠

組みも, 当初, 物理学において想定した確率モデルの範

囲を大きく越えて高度に一般化される形で新しい局面

を迎えつつある [1]. 平均場理論は統計力学においては

その拡張として Bethe 近似と呼ばれる近似解析手法を

生み出しているが, 実はその理論的性質が確率推論に

おいて発達してきた信念伝搬法 (Belief Propagation;

BP) と等価の理論的構造を持つことが, この数年の研

究成果から明らかになってきている [2].

Bethe 近似を一般化した統計力学的近似解析手法の

ひとつにクラスタ変分法 (Cluater Variation Method;

CVM) とよばれるものがある [3], [4]. BP と Bethe 近

似が等価であることを考えれば, この CVM が一般化

された信念伝搬法 (Generalized Belief Propagation;
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GBP) へと結びつくと考えることは自然な流れであ

る [5], [6]. 確率モデルがループの無い木構造からなる

グラフ表現で表されるとき, BP は平均, 分散, 共分散

をはじめとする統計量の計算に対して厳密な結果を与

えることが知られている.

近年, 確率推論の分野ではこの BP および GBP を

ループのあるグラフ構造で与えられる確率モデルにも

適用して, 確率推論の近似アルゴリズムを構成してゆこ

うという研究が急速に行われつつある [7], [8]. 特に符号

理論における低密度パリティ検査 (Low-Density Par-

ity Check)符号 [9], [10], 移動体通信における符号分割

多元接続 (Code-Division Multiple-Access; CDMA)

の復調方式 [11], [12], 確率的画像処理 [13], [14] などを

中心に多くの研究成果が報告されている. 更に計算機

科学の重要な問題の一つである充足可能性 (Satisfa-

bility; SAT) 問題 [15], [16]へのひとつの接近法として

も注目を集めている. このような情報処理の分野にお

ける BP の有効性の認知とともに, ループのあるグラ

フ構造で与えられる確率モデルに適用した場合の精度

の検討も行われている [17] ～ [19]. 更に, 情報幾何の

立場から BP の解釈を与える研究も行われている [20].
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Bethe 近似は Bethe 自由エネルギーと呼ばれる周

辺確率に関する汎関数のある拘束条件のもとでの変分

問題として与えられる [4], [21]. そこで一つ疑問が生ま

れる. 摂動展開により導かれる Thouless-Anderson-

Palmer (TAP) 自由エネルギー [22] ～ [24] とはどの

ような関係があるのだろうか? 実は統計力学において

は, Ising モデルに対してその回答がすでに与えられて

いる. Ising モデルの場合は Bethe 自由エネルギーの

極値条件として得られた表式を相互作用が小さいとし

て展開し, 改めて Bethe 自由エネルギーに代入するこ

とで TAP 自由エネルギーを得ることができる [21].

他方, 解析的取り扱いが容易に可能な確率モデル

の一つにガウシアングラフィカルモデル (Gaussian

Graphical Model; GGM) がある [25], [26].（注1） BP

を GGM に適用した場合, 平均については厳密解によ

り得られる結果と一致し, 近似による厳密解とのずれは

分散の精度のみによって決まることは既に知られてい

る [18]. 最近, この GGM を用いた画像処理ににおけ

る周辺ゆう度最大化によるハイパパラメータ (Hyper-

parameter) の推定について, BP すなわち Bethe 近

似を用いたアルゴリズムの厳密解 (Exact Solution)お

よび平均場近似 (Mean-Field Approximation; MFA)

との比較検討も行われている [27].

確率的情報処理の工学的応用において，多くの場合，

潜在変数を含む確率モデルにおけるハイパパラメータ

の不完全データからの推定が避けて通れない問題とし

て立ちはだかる．確率推論における条件付き確率表の

データからの学習，信号処理におけるノイズを含む観

測データからの事前確率に含まれるスムージングの強

さを調整するパラメータの推定などはその典型例であ

る．ハイパパラメータの推定は統計的学習理論という

枠組みの中で機械学習，データマイニングにおける変

分ベイズ法の提案をはじめとする新しいスキームも提

案されるなど理論的基盤が整備され，その守備範囲は

情報通信理論，パターン認識，信号処理などの既存の

情報処理の分野はもとより生命情報科学などの新しい

分野にまで拡大しつつある [28], [29]．この流れに BP

が加わることにより，今後は解析的取り扱いの難しい

確率モデルへとその守備範囲が大きく拡大することが

予想される．この様な状況で BP に対して統計的学習

（注1）：GGM は統計力学の分野では単にガウシアンモデル (Gaussian

Model), マルコフ確率場モデルを用いた画像処理では条件付き自己回帰
モデル (Conditional Autoregression Model; CAR Model) と呼ば
れている.

理論を中心とする工学的応用の観点から求められてく

るのがハイパパラメータの推定精度ということになる．

BP および GBP を用いた確率的情報処理の研究はこ

こ数年の間に大きな進展を見せているが，ハイパパラ

メータ推定という段階にまで踏み込んでの研究はまだ

それほど多くなされていないのが現状である．

本論文では, GBP を用いた近似アルゴリズムの精度

を厳密な取り扱いの可能な GGM に対してその統計量

のみならずハイパパラメータについても推定精度の検

討を行い，従来法である BP および TAP の方法と厳

密解に比較して GBP の精度がどの程度のところに位

置づけられるかについての指針を与える．先行研究と

して本論文に特に関連するものは以下の 2 点である.

(a) 確率推論における BP は，GGM に適用した場

合，平均については厳密解と一致することが示されて

いる [18]．

(b) GGM を用いた画像処理における周辺尤度最大

化によるハイパーパラメータ推定に BP を適用し，平

均場近似法との比較検討が行われている [27]．

本論文ではこれらの先行研究における BP の GBP へ

の拡張，すなわち GGM の周辺尤度最大化によるハ

イパパラメータ推定を対象に GBP の精度解析が行わ

れる．数値実験においては取り扱うハイパパラメータ

の個数が少なくてすむ画像修復を取り上げて，詳細な

解析を行う．GGM に対する GBP の定式化は CVM

の自由エネルギーをモーメントを用いて表現し, この

モーメントについての変分を考えることによりこれら

のハイパパラメータを与え, 平均は従来の BP と同様

に GBP の場合も厳密解に一致することを一般的に示

す. GGM における CVM 自由エネルギーの表現の

相互作用に関する摂動展開から TAP 自由エネルギー

を導出する. GGM を用いた画像修復における周辺ゆ

う度最大化によるハイパパラメータの推定についての

数値実験を通して, GBP および TAP の方法が従来

の BP および厳密解に比べてどの程度の精度での推

定アルゴリズムを構成するかを明らかにする. 2. で

は GGM に対する GBP すなわち CVM の定式化を

与える. 3. では 2. で得られた GBP の表式から出発

して, ノード間の相互作用が小さいときの展開という

立場から TAP 自由エネルギーが得られることを示す.

4. は具体的なアルゴリズムと確率的画像処理を例に

とった数値実験を与える. 5. は結びである.
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2. ガウシアングラフィカルモデルに対する
一般化された信念伝搬法

BP は統計力学における Bethe 近似と等価である

が, この Bethe 近似は参考文献 [5] 等に見られるよう

に周辺確率に対するいくつかの可約条件 (Reducibility

Condition あるいは Consistency Condition) を拘束

条件として, Bethe 自由エネルギーを最小化するよう

に周辺確率の近似値を決定するという形に定式化され

る. しかし, 周辺確率をモーメントを用いてまず最初

に表してしまい, これを Bethe 自由エネルギーに代入

してから, モーメントについて最小化するように変分

をとれば, 最初から可約条件を満たす範囲に制限して

変分をとることができることも Ising モデルに対して

は知られている [21]. 本節では, GGM に対してこの

後者の枠組みをもとにした GBP の定式化を与える.

有限個のノード i から成るグラフを考え, 全ノー

ドからなる集合を Ω = {1, 2, · · ·, |Ω|} という記号
で表すことにする. 各ノード i には連続確率変数

fi∈(−∞,+∞) がそれぞれ割り当てられる. 確率モデ

ルはこの確率変数 fi (i∈Ω) から構成されるベクトル

を f = (f1, f2, · · ·, f|Ω|)
T と表し, その確率密度関数

ρ(f ) を指定することにより与えられる. 確率推論にお

いて重要となるのは確率モデルを定義する確率密度関

数 ρ(f ) から周辺確率密度関数:

ρi(fi) =

∫
dzρ(z)δ(fi − zi) (1)

ρij(fi, fj) =

∫
dzρ(z)δ(fi − zi)δ(fj − zj) (2)

を求めることが重要な問題となる. ここで

δ(a) はデルタ関数である. その際, |Ω| 重積分∫
dz≡

∫ +∞
−∞ dz1

∫ +∞
−∞ dz2· · ·

∫ +∞
−∞ dz|Ω| をどのように処

理するかであるが, ノードの個数 |Ω| が大きくなると,

一部の特殊な場合を除いて, 一般には計算量が Ω とと

もに指数関数的に増大することになる. そこで, 多少

の厳密さを犠牲にしても, その厳密な結果にできるだ

け近い値を現実的な計算時間の範囲内で得ることので

きる近似アルゴリズムの構成法の導入が必要となって

くる.

本論文ではこの近似アルゴリズムの一つとして注目

されている CVM の精度を明らかにするために厳密な

取り扱いの可能な確率モデルの一つである GGM を

採用する. その確率密度関数は次の式で与えられる.

ρ(f )≡ 1

Z exp
(
− 1

2

∑
i∈Ω

βi(fi − gi)
2

− 1

2

∑
ij∈N

αij(fi − fj)
2
)

(3)

ここで N は隣接ノード対の集合であり, 隣接ノード

対の定義は扱う問題ごとに与えられる. Z は規格化定
数であり, F≡− lnZ は物理学では自由エネルギー, 統

計科学ではキミュラント母関数と呼ばれている.

まず, 確率密度関数 Q(f ) を真の確率密度関数 ρ(f)

とは別に試行関数として導入し, カルバック・ライブ

ラー情報量

D[Q||ρ]≡
∫

dzQ(z)ln
(

Q(z)

ρ(z)

)
(4)

を考える. 式 (4) に式 (1) を代入することにより,

D[Q||ρ] は次のように書き換えられる.

D[Q||ρ] = ln
(
Z
)
− F [Q] (5)

F [Q]≡
∫

dzQ(z)ln
(
Q(z)

)
dz

+
∑
i∈Ω

1

2
βi

(
Vii + (mi − gi)

2
)

+
∑
ij∈N

1

2
αij

(
(Vii − 2Vij + Vjj

+ (mi − mj)
2
)

(6)

ここで, 試行関数としての確率密度関数 Q(f ) を導入

し, ρ(f) に対する近似を構成するために何らかの取

り扱いやすさを Q(f) の関数系の中に要求すること

が必要となる. すなわち, その関数系の範囲内でカル

バック・ライブラー情報量 D[Q||ρ] が最小になる確率

密度関数 Q(f ) を探索し, その Q(f ) に対する F [Q]

を F = ln(Z) に対する近似値として採用しようとい

うことである.

CVM の定式化には, クラスタ (Cluster) と呼ばれ

るノードから成る集合と複数のクラスタに対する順序

関係を集合論の考え方に基づいて定義しなければなら

ない. ふたつの互いに異なるクラスタ γ, γ′ に対して,

γ に属するすべてのノードが γ′ に属しているとき γ

は γ′ の部分集合であり, その順序関係は γ≤γ′ と表

わされるものとする. 更に γ が γ′ の真部分集合で

あるとき, その順序関係を γ < γ′ と表すこととする.
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Ω から構成されたすべてのクラスタの集合を C とい

う記号で表し, その要素の中で, γ が C に属する他の

要素の真部分集合ではないクラスタを本論文では特に

基本クラスタ (Basic Cluster) と呼ぶことにする. す

べての基本クラスタからなる集合を B という記号を

用いて表すことにする. すなわち C と B の間には

C≥B という関係があるわけである. C\B に属する
要素であるクラスタを基本クラスタに対して副クラス

タ (Sub-cluster) と呼ぶことにする（注2）.

CVM では Q(f ) はその周辺確率密度関数

Qγ(fγ)≡
∫

Q(z)δ(f − z)dz (7)

を用いて次の様に表されるものと近似的に仮定する.

Q(f) =
∏
γ∈C

Qγ(fγ)−µ(γ) (8)

ここで, µ(γ) はメビウス関数と呼ばれ, C が定義され

ることにより, 上記のクラスタにおける順序関係の記

号を用いて次の式のように定義される.

µ(γ)≡− 1 −
∑

{γ′|γ′>γ,γ′∈C}
µ(γ′) (γ∈C) (9)

ガウス分布の周辺確率密度関数はやはりガウス分布に

なるので, Qγ(fγ) は Q(f) の fi の期待値

mi≡
∫

dzziρ(z) (10)

および fi と fj の共分散

Vij≡
∫

dz(zi − mi)(zj − mj)ρ(z) (11)

を用いて, 次の形に表される.（注3）

Qγ(fγ) =
1√

(2π)|γ|detAγ

×exp
(
− 1

2
(fγ − bγ)TAγ

−1(fγ − bγ)
)

(12)

ここで bγ は mi を成分に持つ |γ| 次元ベクトル, Aγ

は Vij を成分に持つ |γ|×|γ| 行列である.

(bγ)i = mi (i∈γ) (13)

（注2）：一般に集合 a と集合 b に対して, a≥b という順序関係がある
時, 記号 a\b は集合 a から集合 a∩b の属する要素をすべて除くことに
より得られる集合を意味する.

（注3）：Vii は fi の分散に対応する.

(Aγ)ij = Vij (i∈γ, j∈γ) (14)

この時, 式 (6) の F [Q] は m および V を用いて

F [m, V ] として次のように書き換えられる.

F [Q] = F [m, V ]≡
∑
i∈Ω

1

2
βi

(
Vii + (mi − gi)

2
)

+
∑
ij∈N

1

2
αij

(
Vii − 2Vij + Vjj

+ (mi − mj)
2
)

+
∑
γ∈C

µ(γ)
(
1 +

1

2
ln
(
(2π)|γ|detAγ

))
(15)

この F [m, V ] の {mi|i∈Ω} と {Aij |ij∈N} につい
ての極値の条件は

βi(mi − gi) +
∑
j∈Ni

αij(mi − mj) = 0 (16)

βi +
∑
j∈Ni

αij

+
∑

{γ|γ∈C,i∈γ}
µ(γ)(Aγ

−1)ii = 0 (17)

− αij +
∑

{γ|γ∈C,i∈γ,j∈γ}
µ(γ)(Aγ

−1)ij = 0 (18)

と与えられる. ここで, Ni≡{j|ij∈N} はノード i の

すべての隣接ノードの集合である. 式 (16) からm は

次のように与えられる.

m = H−1g (19)

(H)ij≡


1 +

∑
k∈Ni

αik/βi (i = j)

−αij/βi (ij∈N )

0 (otherwise)

(20)

この m に対する結果は式 (3) に対して多次元ガウス

積分の公式を用いて得られる厳密な結果 [25], [26]に一

致する.

3. Bethe 近似と TAP 自由エネルギー

Bethe 近似は B = N とおいた場合に相当する. こ

の場合, C = N∪Ω, µ(ij) = −1, µ(i) = νi − 1 とな

り, 式 (18) から Vij = (Aij)ij は αij と Vii, Vjj を

用いて

Vij =
1

2αij

(
− 1 +

√
1 + 4αij

2ViiVjj

)
(21)
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と表される. 式 (21) を αij が小さいとして展開すると

Vij = αijViiVjj − αij
3Vii

2Vjj
2

+ 2αij
5Vii

3Vjj
3 + O(αij

7) (22)

と与えられる. これを B = N , C = N∪Ω,

µ(ij) = −1, µ(i) = νi − 1 と設定した場合の式 (15)

に代入することにより, Bethe 近似における自由エネ

ルギーは

F [m, V ] =
1

2

∑
i∈Ω

βi

(
Vii + (mi − gi)

2
)

+
1

2

∑
ij∈N

αij

(
(Vii + Vjj + (mi − mj)

2
)

−
∑
i∈Ω

(
1 +

1

2
ln
(
2πVii

))
−1

2

∑
ij∈N

αij
2ViiVjj + O(αij

4) (23)

という形に展開される. 式 (23) の Vii についての極

値条件から {Vii|i∈Ω} に対する固定点方程式が次のよ
うに得られる.

Vii =
(

1

σ2
+
∑
j∈Ni

(αij − αij
2Vjj)

)−1

(i∈Ω) (24)

固定点方程式 (24) から得られた分散 {Vii|i∈Ω}
の値を式 (22) に代入することにより共分散

{Vij |ij∈N} が得られる. 自由エネルギー F [m, V ]

は − 1
2

∑
ij∈Nαij

2ViiVjj を除けば MFA により

導かれる自由エネルギーに等価であり, この項

− 1
2

∑
ij∈Nαij

2ViiVjj が αij についての補正項になっ

ており, Ising モデルに対する TAP 自由エネルギーの

Onsager の反跳項に対応している.（注4）

Onsager の反跳項は各ノードが 2 状態のみをとる

Ising モデルにおける高温展開 [22], Virial 展開 [23],

そしてその後の Plefka 展開 [24] と言った摂動展開か

ら導かれた TAP 自由エネルギーにおいて MFA の

自由エネルギーからの相互作用パラメータに対する補

正項として現れたものである. 実際, 例えば文献 [23]

は GGM を含む形で TAP 自由エネルギーの公式が

（注4）：一般には，ランダム性を含むエネルギー関数に対して高温相にお
いて熱力学的極限で厳密に成立する平均場方程式や Gibbs 自由エネル
ギーのことが TAP 方程式や TAP 自由エネルギーと呼ばれている．た
だし，この論文では Sherrington-Kirkpatrick モデルに対して求まっ
た関数形をそれぞれ TAP 方程式および TAP 自由エネルギーと呼んで
いる.

与えられており, これを用いることにより式 (23) の自

由エネルギーの表式を導くことができる. すなわち式

(23) および式 (24) は GGM における TAP 自由エネ

ルギーおよび TAP 方程式とそれぞれ見なすことがで

きる.

4. 数 値 実 験

本節では, GBP および TAP 方程式による方法, に

おける分散 Vii および共分散 Vij に対する固定点方

程式を反復法のアルゴリズムを用いた数値実験を与え

る. 更に, GGM を用いた確率的画像処理に GBP お

よび TAP 方程式による方法を適用し, 周辺ゆう度最

大化によるハイパパラメータ推定についての数値実験

を与える. その結果を MFA [31], 従来の BP [27], 厳

密解 [26]（注5）によるものと比較する.

本論文で提案した GGM に対する GBP において

平均 mi, 分散 Vii および共分散 Vij を計算するアル

ゴリズムは式 (16)-(18) の固定点方程式を解くための

反復法の形で以下のように与えられる.

GBP に対する反復計算アルゴリズム

Step 1 r←0 とし, {mi(r)|i∈Ω} および {Aγ(r)|γ∈C\B}
に初期値を設定し, {Aγ(r)−1|γ∈C\B} を計算する.

Step 2 r←r + 1 と r を更新する.

Step 3 {mi(r)|i∈Ω} を

mi(r)←
(

βi −
∑
j∈Ni

αij

)−1(
βigi −

∑
j∈Ni

αijmj(r − 1)

)
(i∈Ω) (25)

により更新する.

Step 4 {Aγ(r)−1|γ∈B} を

(Aγ′(r − 1))ij←(Aγ(r − 1))ij (γ′ < γ, γ′∈C\γ) (26)

(Aγ(r)
−1

)ij←
(

βi +

∑
k∈Ni

αik

)
δi,j − αij

(
1 − δi,j

)
+

∑
{γ′′|γ′′∈C,i∈γ′′,j∈γ′′}\γ

µ(γ′′)(Aγ′′ (r − 1)−1)ij

(γ
′∈B\C, γ∈B) (27)

により生成し, その逆行列を計算することで Aγ(r) を求める.

Step 5 {Aγ(r)|γ∈B} が収束しなければ Step 2 にもどり,

収束すれば {mi(r)|i∈Ω} および {Aγ(r)|γ∈C} を {mi|i∈Ω}
および {Aγ |γ∈C} にそれぞれ代入して Step 6 に進む.

Step 6 式 (15) に {mi|i∈Ω} および {Aγ |γ∈C} の値を代
入して F [m, V ] を計算し, 終了する.

（注5）：本論文の数値実験で与える GGM の厳密解を用いた結果は参考
文献の中で与えられた厳密解の表式およびアルゴリズムにおいて ν = 1

と設定して用いることにより得られている.
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更に, 3. で与えた TAP 方程式において平均 mi, 分

散 Vii および共分散 Vij を計算するアルゴリズムは式

(17) および式 (24) の固定点方程式を解くための反復

法の形で以下のように与えられる.

TAP 方程式に対する反復計算アルゴリズム

Step 1 r←0とし, {mi(r), Vii(r)|i∈Ω}および {Vij(r)|ij∈N}
に初期値を設定する.

Step 2 r←r + 1 と r を更新する.

Step 3 {mi(r)|i∈Ω} を

mi(r)←
(

βi −
∑
j∈Ni

αij

)−1(
βigi −

∑
j∈Ni

αijmj(r − 1)

)
(i∈Ω) (28)

により更新する.

Step 4 {Vii(r)|i∈Ω} および {Vij(r)|ij∈N} を

Vii(r)←
(

1

σ2
+

∑
j∈Ni

(αij − αij
2Vjj (r − 1))

)−1

(i∈Ω)

(29)

Vij(r)←αVii(r − 1)Vjj(r − 1) (ij∈N ) (30)

により生成する.

Step 5 {mi(r), Vii(r)|i∈Ω} および {Vij(r)|ij∈N} が収束
しなければ Step 2 にもどり, 収束すれば {mi(r), Vii(r)|i∈Ω}
および {Vij(r)|ij∈N} を {mi, Vii|i∈Ω} および {Vij |ij∈N}
にそれぞれ代入して Step 6 に進む.

Step 6 式 (23)に {mi|i∈Ω}, {Vii|i∈Ω}および {Vij |ij∈N}
の値を代入して F [m, V ] を計算し, 終了する.

前節の冒頭で述べたとおり, 従来の BP すなわ

ち Bethe 近似は B = N とおいた場合に相当し,

C = B∪Ω, µ(ij) = −1, µ(i) = νi − 1 となる. た

とえば図 1 のような正方格子上に配置されたノード

の隣接ノード対がリンクで結ばれたグラフの場合, B

および C の要素は図 2 のように与えられる. 更に,

B = {ijkl|ij, jk, kl, li∈N , i, j, k, l∈Ω} と設定するこ
とで更に高次の相関を考慮した GBP が構成される.

これが CVM では四角近似 (Square Approximation)

とよばれるものであり, C = B∪N∪Ω, µ(ijkl) = −1,

µ(ij) = 1, µ(i) = −1 となる. 図 1 のグラフの場合,

この GBP では B および C の要素は図 3 のように与

えられる. 他方, GGM に対する MFA では式 (12)

において (A)ij = Viiδi,j を満たす確率密度関数 Q(f )

に近似的に限定し, その範囲で自由エネルギー (6) を

最小化するように変分から mi と Vii を決めること

により構成され, その極値の条件が平均場方程式であ

るが, 結果は {mi|i∈Ω} については式 (16) により,

{Vii|i∈Ω} については Vii = 1
2

(
βi +

∑
j∈Ni

αij

)−1

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

図 1 正方格子上の隣接ノード対のみがリンクで結ば
れたグラフ.

Fig. 1 Graph consisting of nodes on the square

lattice and links only between the nearest-

neighbour pairs of nodes.
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図 2 クラスタの集合 B および C の要素. (a) B.

(b) C.

Fig. 2 All elements of the sets of clusters, B and

C. (a) B. (b) C.
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図 3 クラスタの集合 B および C の要素. (a) B.

(b) C.

Fig. 3 All elements of the sets of clusters, B and

C. (a) B. (b) C.

によりそれぞれ与えられる.

最も簡単な場合として, 式 (3) で αij , βi はそれぞ

れ ij および i によらない場合を考える. βi = 0.0025

と設定した時の MFA, 従来の BP, TAP 方程式によ

る方法, および GBP におけるいくつかの αij の値に

対する Vii および Vij の値を厳密計算の結果とともに

表 1 に与える. MFA, BP, TAP, GBP の順に徐々に

厳密解に近づいていることがわかる.

次に, 具体的な応用例として画像修復におけるハイ

パパラメータ推定を考える. 図 1 のような正方格子を

考え, その上に並べられた各画素を i とし, すべての

画素の集合を Ω という記号を用いて表すこととする.

原画像の画素 i の階調値を fi とし, 各 fi は任意の実

6
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表 1 平均場近似 (MFA), Thouless-Anderson-Palmer

(TAP) 方程式による方法, 信念伝搬法 (BP), 一般
化された信念伝搬法 (GBP) による分散 Vii および
共分散 Vij の値. 式 (3) で αij , βi はそれぞれ ij

および i によらない場合を考え, βi は 0.0025 と設
定している. (a) 分散 Vii. (b) 共分散 Vij .

Table 1 Values of the variance Vii and the co-

variance Vij obtained by using the mean-

field approximation (MFA), the Thouless-

Anderson-Palmer (TAP) method, the be-

lief propagation (BP) methd and the gen-

eralized belief propagation (GBP) method

as well as the exact calculation. We con-

sider the case that both αij and βi are in-

dependent of ij and i, respectively. Here

βi = 0.0025. (a) Variances Vii. (b) Co-

variances Vij .

(a)
αij MFA BP TAP GBP Exact

0.002 95.24 114.2 115.6 116.9 117.0

0.004 54.05 69.74 71.98 74.01 74.09

0.006 37.74 50.52 53.00 55.26 55.39

0.008 28.99 39.68 42.20 44.51 44.69

0.010 23.53 32.70 35.17 37.46 37.69

(b)
αij MFA BP TAP GBP Exact

0.002 0 24.83 26.73 28.49 28.51

0.004 0 18.14 20.72 23.08 23.16

0.006 0 14.12 16.85 19.35 19.50

0.008 0 11.53 14.25 16.74 16.93

0.010 0 9.74 12.37 14.80 15.04

数値をとるものとする (fi∈(−∞,+∞)). すなわち原

画像はベクトル f = (f1, f2, · · ·, f|Ω|)
T により表され

る. この原画像から各画素ごと独立に平均 0, 分散 σ2

の加法的白色ガウス雑音に従って生成された劣化画像

の各画素 i の階調値を gi により表すことにすると劣

化画像はベクトル g = (g1, g2, · · ·, g|Ω|)
T により表さ

れる. すなわち, 原画像 f から劣化画像 g が生成され

る確率密度関数は

P(g|f , σ) =
∏
i∈Ω

1√
2πσ

exp
(
− 1

2σ2
(fi − gi)

2
)

(31)

により与えられる. ここで, 原画像 f を生成する事前

確率密度関数が

P(f |α) =
1

ZPR(α)

∏
ij∈N

exp
(
− 1

2
α(fi − fj)

2
)

(32)

により与えられたと仮定し, ベイズの公式を用いるこ

とにより, 劣化画像 g から原画像 f を推定するため

の事後確率密度関数 P(f |g) は

P(f |g, α, σ)

≡ 1

ZPO(α, σ|g)
exp
(
− 1

2σ2

∑
i∈Ω

(fi − gi)
2

− 1

2
α
∑
ij∈N

(fi − fj)
2
)

(33)

により与えられる. ここで, ZPO(α, σ|g) と ZPR(α)

は規格化定数である. この時, 観測データとして与

えられた劣化画像 g に対する α と σ の周辺ゆう度

(Marginal Likelihood) P(g|α, σ) は

P(g|α, σ) ≡
∫

P(g|f = z, σ)P(f = z|α)dz

=
ZPO(α, σ|g)

(
√

2πσ)|Ω|ZPR(α)
(34)

と表される. 劣化画像 g が 1 個与えられたという状

況のもとで α, σ および原画像の各画素の階調値 fi の

推定値 f̂i はこの周辺ゆう度と事後確率密度関数を用

いて次のように与えられる.

(α̂, σ̂) = argmax
α,σ

P(g|α, σ) (35)

f̂i =

∫
ziP(f = z|g, α̂, σ̂)dz (i∈Ω) (36)

ここで, P(f |g, α, σ)は式 (3)の GGM において βi =
1

σ2 , αij = α と設定した場合であり, −lnZPO(α, σ|g)

と f̂i が F [m, V ] と mi にそれぞれ対応する. また,

P(f |α) は式 (3) において βi = 0, αij = α と設定

した場合であり, −lnZPR(α) が F [m, V ] に対応す

る. 従って, 式 (34) から (α, σ) をひとつ固定したと

きの P(g|α, σ) の値は 4. で与えられたアルゴリズ

ムを用いて求められる. 様々の (α, σ) の値に対する

P(g|α, σ) を計算し, 最大化することにより, 式 (35)

の推定値 (α̂, β̂) および式 (36) の {f̂i|i∈Ω} を得るこ
とができる.

図 4 に与えられた原画像から平均 0, 分散 602 と設

定し, 20 個の劣化画像 g を生成する. 図 5 にその一例

を与える. 生成されたその 20 個の劣化画像 g に対し

て MFA, 従来の BP, TAP 方程式による方法, GBP

および厳密解を用いて周辺ゆう度 P(g|α, σ) を最大化

し, 式 (35) における (α̂, σ̂) を求める. 図 5 の劣化画

像に対してハイパパラメータの推定値 (α̂, σ̂) を決定

し, その推定値に対して式 (36) で得られる修復画像を

7
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図 6 および図 7 に与える. 更に白色ガウス雑音の分散

を 402 および 602 と設定して生成された 20 個の劣化

画像 g に対して得られたハイパパラメータの推定値

(α̂, σ̂), 周辺ゆう度 P(g|α̂, σ̂) および S/N 比における

改善率を dB で表した量

∆SNR≡10 log10

(∑
i∈Ω

(fi − gi)
2

∑
i∈Ω

(fi − f̂i)2

)
(dB) (37)

の値の信頼係数 95% における信頼区間を表 2および

表 3 にそれぞれ与える.

表 2 および表 3 から MFA, BP, TAP, GBP と系

統的に厳密解で得られた結果に近づき, 特に GBP は

厳密解に非常に近い値が得られることがわかる. 具体

的には以下の 2 点にまとめられる．

(a) GGM における GBP を用いたハイパパラメー

タ (α̂, σ̂) の推定が厳密解による推定結果に極めて近

い値を与える．

(b) BP から相互作用 α の大きさの小さいところで

の摂動展開によって得られたはずの TAP の方が BP

よりも精度の良いハイパパラメータの推定を達成して

いる．

MF，BP, GBP は順に 1 個のノードに対する周辺確

率密度関数のみ，各最近接ノード対に対する周辺確率

密度関数まで，そして 4 個のノードに対する周辺確

率密度関数までをそれぞれ考慮して構成された近似と

いう意味で系統的により多くのノード間の相関を取り

込んでいると解釈することができる．上記 (a) で指摘

したとおり，この近似の系列が厳密解によるハイパパ

ラメータの推定値に近づく様子を具体的に示したこと

は確率モデルを用いた情報処理における統計的学習と

いう視点から工学的に意義のある結果であると考えら

れる．また，TAP は BP からの摂動展開という点で

は BP より精度的に劣るような印象もあるが，実際に

は BP と GBP の間に位置している場合があることが

明らかになった．TAP は Plefka 展開 [24] における

式 (6) の F [Q] の α2 の項までの表現に基づくもので

あることは 3. の最後のところで既に指摘したが，BP

が α のより高次の項についてはその一部のみを F [Q]

の近似表現に取り込んでいることにより逆に近似の精

度の低下につながっている可能性があると考えられる．

このことを更に明確にするためには Plefka 展開の α

のより高次の項を更に検討すると同時に，3. で行った

(a) (b)

図 4 原画像. (a) Mandrill. (b) Boat.

Fig. 4 Original image. (a) Mandrill. (b) Boat.

BP の表式からの α についての摂動展開と同様の解

析を GBP について行った場合に，その表式と Plefka

展開 [24] の高次項との間になんらかの関係があるのか

どうかについての更に詳細な検討が必要である．これ

については今後の課題である．

本節の数値実験の範囲では GBP の導入が画質の改

善に直接つながっているとまで言及することは難しい．

GBP の導入は取り扱う確率モデルの統計量の近似精

度の改善にはつながるが，GGM の周辺尤度最大化の

枠組みのなかで得られる厳密な推定結果としての修復

画像が図 6 である以上，それを超える良好な画像が

得られることは期待できない．GGM の場合，所望の

統計的性質が BP の段階で近似アルゴリズムにある程

度取り込まれており，GBP の導入によるハイパパラ

メータの数値的推定精度の改善が画像の見た目の改善

にまでつながるほどには至らなかったわけである．し

かしながらエッジ保存の効果をはじめとするより複雑

なノード間の相関を考慮した確率モデルによる画像処

理においては，厳密な取り扱いが難しくなるのみなら

ずその相関をできるだけ精密に取り込むことのできる

近似アルゴリズムに対する要請が高まることが予想さ

れる．その様な場合における GBP によるハイパパラ

メータ推定も含めた詳細な研究は今後の興味ある課題

である．

5. む す び

本論文では GGM に対する各ノード i(∈Ω) 毎の平

均 mi, 分散 Vii および各隣接ノード対 ij(∈N ) 毎の

共分散 Vij を求める GBP すなわち CVM の公式を

与えた. CVM において基本クラスターを B = Ω∩N
ととることにより, Bethe 近似に等価となる. 本論文

の GBP の枠組みから導出された Bethe の自由エネ

ルギーにおいて, 相互作用 α が小さいとして展開する
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(a) (b)

図 5 図 4 に与えられた原画像に平均 0, 分散 602 の
加法的白色ガウス雑音を加えることにより生成
された劣化画像の例. (a) Mandrill. (b) Boat.

Fig. 5 One of degraded images produced by the

additive white Gaussian noise with the

mean 0 and the variance 602 from the

original images in Fig.4. (a) Mandrill.

(b) Boat.

(a) (b)

図 6 図 5 に与えられた劣化画像に対して厳密解を
適用して得られた修復画像. ハイパパラメター
α, σ は周辺ゆう度最大化により決定している.

(a) Mandrill. (b) Boat.

Fig. 6 Restored images obtained by applying the

exact solution to the degraded images

in Fig.5. The hyperparameters α and

σ are deterimned so as to maximizing

the marginal likelihood. (a) Mandrill.

(b) Boat.

ことにより, TAP の自由エネルギーの表式が得られる

ことを示した. 更に GGM を用いた画像処理における

周辺尤度最大化のもとでのハイパパラメータ (α, σ) の

推定の近似アルゴリズムを GBP により構成し，厳密

解による推定結果に極めて近い値を与えることを数値

実験において示した．この結果から GBP が確率的情

報処理における不完全データからのハイパパラメータ

の推定をはじめとする様々の統計的学習の有力なツー

ルのひとつとなることが期待される．

本論文の GBP の特徴は, もともと基本クラスタお

よび副クラスタに対する周辺確率密度関数で表された

CVM の近似自由エネルギーの表式を平均, 分散, 共

分散をはじめとするモーメントを用いて表現し, その

(a) (b)

(c) (d)

図 7 図 5(a) に与えられた劣化画像に対して平均
場近似 (MFA), 信念伝搬法 (BP), Thouless-

Anderson-Palmer (TAP) の方法および一般化
された信念伝搬法 (GBP) を適用して得られた
修復画像. ハイパパラメター α, σ は周辺ゆう度
最大化により決定している. (a) MFA. (b) BP.

(c) TAP. (d) GBP.

Fig. 7 Restored images obtained by applying the

mean-field method (MFA), belief prop-

agation (BP), Thouless-Anderson-Palmer

(TAP) method and the generalized belief

propagation (GBP) and the exact solu-

tion to the degraded images in Fig.5(b).

The hyperparameters α and σ are deter-

imned so as to maximizing the marginal

likelihood. (a) MFA. (b) BP. (c) TAP.

(d) GBP.

極値条件からモーメントの決定方程式を導出し, アル

ゴリズムを構成するという立場をとっている. 従来の

BP および GBP においては基本クラスタおよび副ク

ラスタに対する周辺確率密度関数の間の可約条件を拘

束条件とする条件付き変分を考え, ラグランジュの未

定係数を導入することで, そのラグランジュの未定係

数の決定方程式からメッセージ伝搬アルゴリズムが構

成される. このため, メッセージの伝搬の様子がわか

りやすい反面, アルゴリズムの更新規則と統計量との

直接の関係がつかみにくく, MFA からのどのような

改良が行われているかを, 明確な形でつかみづらいと

いう欠点があった. これに対して, 本論文の GBP の

枠組みは CVM の自由エネルギーが最初からモーメ

ントを用いて表されているため, MFA からの改良を

9
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(a) (b)

(c) (d)

図 8 図 5(b) に与えられた劣化画像に対して平均
場近似 (MFA), 信念伝搬法 (BP), Thouless-

Anderson-Palmer (TAP) の方法および一般化
された信念伝搬法 (GBP) を適用して得られた
修復画像. ハイパパラメター α, σ は周辺ゆう度
最大化により決定している. (a) MFA. (b) BP.

(c) TAP. (d) GBP.

Fig. 8 Restored images obtained by applying

the mean-field method, belief propagation

(BP), Thouless-Anderson-Palmer (TAP)

method and the generalized belief prop-

agation (GBP) and the exact solution to

the degraded images in Fig.5(b). The hy-

perparameters α and σ are deterimned so

as to maximizing the marginal likelihood.

(a) MFA. (b) BP. (c) TAP. (d) GBP.

Bethe の自由エネルギー, TAP の自由エネルギーとい

う形で明確に確認することができる点で有力な方法で

ある. しかし, 本論文の枠組みは CVM の自由エネル

ギーの最小化についての極値条件がモーメントのどの

ような形に与えられるかについては GBP ほど一般の

形に明らかになっているわけではない. たとえば, 一

般の複雑な構造をもつ確率モデルにおいて CVM の自

由エネルギーを改めて書き下すことなく, 極値条件の

式を考えることができる形の定式化は, 確率推論シス

テムの応用に向けての重要な点のひとつであり, この

定式化については, 現在, 準備を進めている.

4. の GGM を用いた確率的画像処理における周辺

ゆう度最大化にもとづくハイパパラメータ推定に対し

て, GBP が厳密解に非常に近い結果を出すことがで

きることを実際に示したことは本論文の成果の一つで

表 2 平均 0, 分散 402 の加法的白色ガウス雑音において
生成した 20 個の劣化画像 g に対して平均場近似
(MFA), 信念伝搬法 (BP), Thouless-Anderson-

Palmer (TAP) の方法, 一般化された信念伝搬
法 (GBP), 厳密解 (Exact) によって得られたハ

イパパラメータの推定値 (α̂, β̂), 対数周辺ゆう度
L(α̂, σ̂)≡lnP(g|α̂, σ̂) および S/N 比における改善
率を dB で表した量 ∆SNR の値の信頼係数 95%

における信頼区間. (a) Mandrill. (b) Boat.

Table 2 Approximate 95% confidence intervals for

the set of estimates for hyperparameters,

(α̂, β̂), the values of the logarithm of

marginal likelihood, L(α̂, σ̂)≡lnP(g|α̂, σ̂)

and the improvement in terms of the SN

ratio in dB, ∆SNR in twenty degraded im-

ages by using the mean-field method (MFA),

the belief propagation (BP), the Thouless-

Anderson-Palmer (TAP) method, the gen-

eralized belief propagation (GBP) and the

exact method. The twenty degraded images

are produced by the additive white Gaus-

sian noise with the mean 0 and the variance

402. (a) Mandrill. (b) Boat.

(a)

α̂ σ̂

MFA [0.0002649, 0.0002664] [27.134, 27.302]

BP [0.0005998, 0.0006064] [36.343, 36.499]

TAP [0.0006596, 0.0006680] [37.011, 37.171]

GBP [0.0007380, 0.0007491] [37.735, 37.899]

Exact [0.0007395, 0.0007505] [37.746, 37.911]

L(α̂, σ̂) ∆SNR (dB)

MFA [−5.13417,−5.13164] [3.9755, 4.0158]

BP [−5.19406,−5.19176] [6.6386, 6.6697]

TAP [−5.20425,−5.20198] [6.7347, 6.7639]

GBP [−5.21336,−5.21111] [6.8034, 6.8306]

Exact [−5.21607,−5.21383] [6.8042, 6.8313]

(b)

α̂ σ̂

MFA [0.0002915, 0.0002929] [26.070, 26.226]

BP [0.0005638, 0.0005697] [33.702, 33.871]

TAP [0.0005974, 0.0006042] [34.166, 34.340]

GBP [0.0006370, 0.0006452] [34.655, 34.835]

Exact [0.0006371, 0.0006452] [34.656, 34.836]

L(α̂, σ̂) ∆SNR (dB)

MFA [−5.09011,−5.08708] [4.2406, 4.2831]

BP [−5.15171,−5.14886] [7.5920, 7.6492]

TAP [−5.16231,−5.15948] [7.7970, 7.8550]

GBP [−5.17193,−5.16911] [8.0044, 8.0629]

Exact [−5.17465,−5.17183] [8.0044, 8.0630]

あるが, 同時に TAP の方法の結果が BP の精度を上

回る形で得られたことも注目すべき点である. 4. で示

したとおり, TAP の方法は Bethe の自由エネルギー

のモーメントに対する表現において αij が小さいとし

ての摂動から導かれたものであるが, BP を更に近似

したものとみるよりはノード間の相関の効果を摂動展
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表 3 平均 0, 分散 602 の加法的白色ガウス雑音において
生成した 20 個の劣化画像 g に対して平均場近似
(MFA), 信念伝搬法 (BP), Thouless-Anderson-

Palmer (TAP) の方法, 一般化された信念伝搬
法 (GBP), 厳密解 (Exact) によって得られたハ

イパパラメータの推定値 (α̂, β̂), 対数周辺ゆう度
L(α̂, σ̂)≡lnP(g|α̂, σ̂) および S/N 比における改善
率を dB で表した量 ∆SNR の値の信頼係数 95%

における信頼区間. (a) Mandrill. (b) Boat.

Table 3 Approximate 95% confidence intervals for

the set of estimates for hyperparameters,

(α̂, β̂), the values of the logarithm of

marginal likelihood, L(α̂, σ̂)≡lnP(g|α̂, σ̂)

and the improvement in terms of the SN

ratio in dB, ∆SNR in twenty degraded im-

ages by using the mean-field method (MFA),

the belief propagation (BP), the Thouless-

Anderson-Palmer (TAP) method, the gen-

eralized belief propagation (GBP) and the

exact method. The twenty degraded images

are produced by the additive white Gaus-

sian noise with the mean 0 and the variance

602. (a) Mandrill. (b) Boat.

(a)

α̂ σ̂

MFA [0.0001698, 0.0001709] [40.876, 41.026]

BP [0.0005209, 0.0005282] [52.801, 52.920]

TAP [0.0006344, 0.0006455] [53.909, 54.035]

GBP [0.0008040, 0.0008204] [55.039, 55.160]

Exact [0.0007765, 0.0007931] [54.918, 55.044]

L(α̂, σ̂) ∆SNR (dB)

MFA [−5.44660,−5.44502] [5.1180, 5.1518]

BP [−5.49546,−5.49394] [8.6291, 8.6453]

TAP [−5.50408,−5.50255] [8.7895, 8.8053]

GBP [−5.51133,−5.50981] [8.8595, 8.8787]

Exact [−5.51398,−5.51246] [8.8565, 8.8750]

(b)

α̂ σ̂

MFA [0.0001767, 0.0001776] [40.037, 40.173]

BP [0.0004665, 0.0004722] [50.889, 50.998]

TAP [0.0005381, 0.0005459] [51.830, 51.940]

GBP [0.0006353, 0.0006468] [52.802, 52.916]

Exact [0.0006121, 0.0006232] [52.632, 52.750]

L(α̂, σ̂) ∆SNR (dB)

MFA [−5.42609,−5.42498] [5.3352, 5.3701]

BP [−5.47674,−5.47578] [9.7129, 9.6911]

TAP [−5.48594,−5.48499] [10.0311, 10.0502]

GBP [−5.49394,−5.49299] [10.3140, 10.3331]

Exact [−5.49663,−5.49568] [10.2638, 10.2822]

開の立場から, BP に比べて, より系統的に取り込んで

いると考えることができる. 本論文では式 (15) の中

でも Bethe 近似と等価になる場合についてのみ, TAP

の自由エネルギーとの関係を明らかにした. CVM の

自由エネルギーの近似式 (15) における αij に関する

摂動展開を行うことにより, GBP の精度についての

詳細を解明することが期待される. これは今後の課題

である.
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