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Abstract� Probabilistic models that are applicable to probabilistic inference are often given as
graphical representations� Moreover� it is known that the probabilistic models for probabilistic
inference are sometimes equivalent to familiar statistical�mechanical models� A cluster varia�
tion method is one of familiar statistical�mechanical techniques for calculating some statistical
quantities in massive probabilistic models� The algorithms constructed by applying the cluster
variation method for probabilistic models with loopy graphical representations is equivalent to
belief propagation algorithms� In this paper� the review of the application of a cluster variation
method to probabilistic inference is given and a new method for calculating correlation functions
between any pairs of nodes is proposed by combining the cluster variation method with a linear
response theory�

� はじめに

確率推論はその推論をどのように行いたいかという論理
的構造をベイズ統計の枠組みにおいて確率モデルとして
定式化し � その確率モデルの統計量を計算するアルゴリズ
ムを構成することにより実現される� ここで定式化された
確率モデルは有限個のノードに対するあるグラフ表現に
より与えられることからグラフィカルモデルと呼ばれる�

このグラフ表現がループを持たない場合� 信念伝搬アルゴ
リズム �Belief Propagation� と呼ばれるアルゴリズムを
用いて様々の統計量を厳密に計算することができること
が知られている ��� ���

一般に� 確率モデルから統計量を計算しようとする場合�

ノードの個数の指数関数のオーダーの計算量が必要とさ
れるが� この木構造を持つグラフィカルモデルにおける信
念伝搬アルゴリズムは各ノードとそのノードに連結され
たノードに対するある漸化式の形で与えられるため� その
計算量はノードの個数の多項式オーダーとなり� 仮にノー
ドの個数が �		 個程度になっても現実的な計算時間にお
いて解答を得ることが可能となる� このため� 信念伝搬ア
ルゴリズムを用いた確率推論の研究は人工知能の分野に
おいて盛んに行われてきている�

一方�木構造を持たない�すなわちグラフ構造の中にルー
プを持つようなグラフィカルモデルにおいてはこの信念
伝搬アルゴリズムは特殊な場合を除いて一般には厳密な
統計量を与えるわけではないことが知られている� 推論機
構の構造が複雑になれば当然そのようなループを持つグ
ラフィカルモデルを取り扱わなければならないような状
況は簡単に出現するわけであり� より高度な人工知能シス
テムを構築しようとする場合� さけては通れない問題とな
る� しかし � ここで� もう一つ注目すべき点は�ループを持

つグラフィカルモデルにおいて各ノードごとに局所的に
みれば � ループを持たないグラフィカルモデルと全く同様
の手順で信念伝搬アルゴリズムを構成することは可能で
あり� そのアルゴリズムは厳密ではないにせよ� 統計量の
計算において近似的に厳密な値に非常に近い結果が得ら
れることもいくつかの数値実験を通して経験的には知ら
れていた� そこで近年� ループを持つグラフィカルモデル
に対する信念伝搬アルゴリズムに対する理論的裏付けと
体系化が確率推論の分野においてホットな話題の一つと
して取り上げられている�

近年� この確率推論に用いられるグラフィカルモデルと
信念伝搬アルゴリズムは� 一見� 全く無関係のように考え
られてきた統計力学における物理モデルおよびその解析
手法と密接な関係があり� ある場合には全く同一のもので
あることが指摘されている ��� ��� 統計力学は物質の性質
を解明することを目的として構築されて来た学問体系で
ある� 物質科学では原子・分子を基本単位としてこれが相
互作用という形で個々の原子・分子が互いに関連しながら
たくさん集まってひとつの体系を形成しているという概
念が基本となっている� これに対して確率推論はノードを
基本単位としてそれが因果関係という形でお互いに関連
しながらたくさん集まってひとつの推論機構を形成する
という接近法が設計の基礎となる� その意味でどちらも
「基本構成要素が関連しながらたくさん集まっている」と
いう点で共通しており� 数学的枠組みに共通点がでてくる
ことは自然であると考えることができる� 実際� 上で述べ
たループを持たない木構造を持つグラフィカルモデルに
対する信念伝搬アルゴリズムは統計力学においては転送
行列法という形で人工知能とは全く独立に古くから研究
されている �
� ���

統計力学においてはこのような多くのノードが相互作
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Figure �� Probabilistic inference�

用という形で互いに関連しあった形で集まって形成されて
いる確率モデルに対して平均場近似という独特の近似解析
手法が考案されており� 物質科学の分野で物質の性質の理
論解析を目的として用いられている� 近年� この平均場近
似をグラフィカルモデルを用いた確率推論に応用しようと
言ういくつかの試みがなされており� ある程度の成功を収
めている ��� 統計力学においてこの平均場近似を拡張し
た近似解析手法としてクラスター変分法がある ��� �� �� ���

実はこのクラスター変分法はループのあるグラフィカル
モデルに信念伝搬アルゴリズムを適用して得られた漸化
式と全く同じ数学的構造を持つことがこの �� � 年の間の
研究により明らかになってきている ��	� ��� ���� 人工知
能と統計力学というまったく異なる分野の中で ��	年代
から互いに独立に研究されてきた学問体系の中に本質的
な意味で多くの共通点を持っていたということは大いな
る驚きであると言うことができる�

本論文では� 任意のグラフ表現により与えられる確率モ
デルに対するクラスター変分法を用いた信念伝搬アルゴ
リズムの導出についてのシナリオを簡単な例を用いてで
きるだけわかりやすく解説し � さらに線形応答定理と呼ば
れる理論を組み合わせることにより任意のノード間の相
関関数を与える枠組みについても基本的なアイディアに
限定して提案する�

� 確率推論とクラスター変分法

例として� 図 � に与えられる � 個のノードから構成さ
れた確率推論機構を考える ���� 各ノードには �� �� � � �� �

という番号を割り当て� 各ノードの確率変数をそれぞれ
x�� x�� � � �� x� により表すこととすると� 図 � のようなグ
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Figure �� Graph representation of probabilistic inference
in Fig� � as a probabilistic model�

ラフ表現により表すことができる� 便宜上� この確率変数
x�� x�� � � �� x� の集合を x という記号を用いて表すことと
する� ここでの例においては各確率変数 xi はいずれも ��

の � 状態のみをとるものとする� 図 � に与えられるグラ
フ表現上で図 � の確率推論機構は次のような結合確率分
布 P �x� � P �x�� x�� � � �� x�� として与えられる�

P �x� � P �x�� x�� � � �� x��

�
�

Z
P����x�jx�� x��P����x�jx�� x��

�P���x�jx��P���x�jx��P���x�jx��

�P���x�jx��

�Y
i	�

Pi�xi� ���

ここで Z は規格化定数である� 確率推論においてもっと
も重要なことは各ノードにおける周辺確率分布

Bi�xi� �
X
xnxi

P �x� ���

を求めることである� ここで
X
xnxi

は i 番目の

ノードを除くすべてのノードにおける確率変数に対
して和をとることを意味する� 例えば
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である� 図 � で

与えられている例においてノードの個数は � 個であるか
ら定義 ���に基づいて計算しても容易に計算できるが� 本
節の主旨は更にノード数の多い推論システムにおいて� 対
応する各ノードの周辺確率分布を現実的な計算時間の範囲
内で計算することのできるアルゴリズムの構成理論につ
いて解説することが目的である� 周辺確率分布 Bi�xi� は
確率推論の分野においては信念 �Belief� と呼ばれている�
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まず� この結合確率分布 P �x�は次のように書き換えら
れる�

P �x� �
�

Z
P���x�� x��P����x�� x�� x��

�P���x�� x��P���x�� x��

�P���x�� x��P����x�� x�� x��

�P��x��
��P��x��

��P��x��
��P��x��

�� �
�

Pij�xi� xj��
�

Zij

Pj�xj�Pjji�xj jxi�Pi�xi� ���

Pijk�xi� xj � xk��
�

Zijk

Pk�xk�Pkjij�xk jxi� xj�

�Pi�xi�Pj�xj� ���

ここで� Zij � Zijk は規格化定数である� 試行関数としての
確率分布 f�x� と取り扱っている確率モデルの確率分布
P �x� の間のカルバック・ライブラー情報量

D�f jP ��
X
x

f�x�ln
� f�x�
P �x�

�
���

を導入する� f�x� � P �x�が成り立つときカルバック・ラ
イブラー情報量は最小値 D�f jP � � 	を与えることが知ら
れている� 試行関数としての確率分布 f�x�に対して周辺
確率分布

f��x�� �
X
xnx�

f�x� ���

を導入する� ここで� � は各ノードまたはクラスターと呼
ばれるノードの集合 �
� ��� ��� ��� 
��� ���を表す� 例え
ば 
��は 
個のノード 
� �� �からなるノードの集合を表
している� さらに x� はクラスター � に属する各ノード
に対する確率変数の集合 fxiji�� を表している� 例えば �

x���は fx�� x�� x�gのことである� そして
P
xnx�

はクラ
スター �を除くすべてのノードにおける確率変数について
の和を意味している� 例えば
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である� 図 � で与えられたグラフ表現を図 
 のように分
割する� 分割することによって生じたグラフは � 個のク
ラスター �
� ��� ��� ��� 
��� ��� およびその中の相異な
る � つ以上のクラスターの共通部分であるノード 
� �� ��

� の合計で �	 個あることがわかる� 試行関数としての確
率分布 f�x�が次のような周辺確率分布の積の形に近似的
に表されるものと仮定する�
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Figure 
� Clusters treated in applying the cluster varia�
tion method to a probabilistic model in Fig� ��

この形は確率モデルの表現 �
� を意識して与えられた
ものであり� 例えば � P����x�� x�� x�� に対応する部分に
周辺確率分布 f����x�� x�� x�� が現れている� ただし �

P����x�� x�� x�� と f����x�� x�� x�� が一般には等しくな
いことに注意する� 周辺確率分布の定義 ��� と仮定 ���

を用いて次のような等式が近似的に成り立つことが導か
れる�

D�f jP ��D�f��jP��� �D�f���jP����

�D�f��jP��� �D�f��jP���

�D�f��jP��� �D�f���jP�����D�f�jP��

�D�f�jP���D�f�jP��� �D�f�jP�� � C ��

ここで� C は P �x�� Pij�xi� xj�� Pijk�xk jxi� xj� のみに
依存する定数である� もう少し具体的に式 �� を解説
する� Fig� 
 を見ていただきたい� 仮に D�f jP � を
D�f��jP��� � D�f���jP���� � D�f��jP��� � D�f��jP��� �

D�f��jP��� � D�f���jP���� によって近似しようとすると
ノード 
� �� � � においてカルバック・ライブラー情報
量を � 重� 
 重に足しすぎていることになる� 従って�

足しすぎた分は引かなければならない� その足しすぎを
D�f�jP���D�f�jP���D�f�jP��� �D�f�jP��と見積もった
わけである� 特にノード �は異なる 
種類のクラスターに
より共有されているため D�f�jP�� の前の係数が �になっ
ていることに注意してほしい� 式 ��の右辺が周辺確率分
布 f��x�� �� � 
� �� �� �� �
� ��� ��� ��� 
��� ����について
変分をとり最小化するように決定することができれば � 各
ノードの fi�xi� は定義 ��� により与えられる Bi�xi� に
近い解として得られることが期待される�

各周辺確率分布 f��x�� 間には規格化条件と下記の条






件が成立することが要請される�
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そこで式 �� の右辺を周辺確率分布の規格化条件と等
式 ��	������ を拘束条件として最小化するように fi�xi��

fij�xi� xj�� fijk�xi� xj � xk� を決定する非線形方程式を得
ることができる� 得られた非線形方程式の解 fi�xi� が式
��� で与えられる Bi�xi� の周辺確率分布となるわけであ
る� この fi�xi�� fij�xi� xj�� fijk�xi� xj � xk� に対する非線
形方程式の具体的表式は� 各クラスター �からその隣接ク
ラスターとの共有ノード i へのメッセージと呼ばれる量
mi�� に対する反復方程式として与えられ� この fi�xi��

fij�xi� xj�� fijk�xi� xj � xk� はメッセージを用いて与えら
れる形で表現されている� 例えば f����x�� x�� x�� は次の
ように与えられる�

f����x�� x�� x�� �
�

����
P����x�� x�� x��

�m�����x��m�����x��

�m�����x��m������x�� ����

この周辺確率分布 f����x�� x�� x�� に対するクラスター変
分法の近似表現 ���� のグラフ表現は Fig� � の様に与
えられる� Fig� � はクラスター 
�� の周辺確率分布が
P����x�� x�� x�� およびクラスター �
� ��� ��� ��� から
隣接ノード 
� �� � を通してクラスター 
�� へと伝搬
されるメッセージと呼ばれる量 m�����x��� m�����x���

m�����x��� m������x�� の積の形により与えられること
を表している� また�得られた周辺確率分布の表式において
現れる mi�ij�xi�� mj�ij�xj�� mi�ijk � mj�ijk � mk�ijk

は反復方程式の形で与えられる� 例えば � m������x�� は
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次のように与えられる�

m������x�� �
��

����

X
x�

X
x�

P����x�� x�� x��

�m�����x��m������x��

�m�����x�� ����

この反復方程式 ���� のグラフ表現は Fig� � の様に与
えられる� Fig� � はクラスター ��� ��� ��� から隣接
ノード �� � を通してクラスター 
�� へとメッセージ
m�����x��� m�����x��� m������x�� が入力され� クラ
スター 
��からクラスター �
との隣接ノード 
へとメッ
セージ m������x�� が出力される様子を表している� す
べてのクラスターに関する周辺確率分布は式 ���� および
Fig� �で与えられる構造と同じ構造を持ち� 各メッセージ
に対する非線形方程式もまた式 ���� および Fig� � で与
えられるものと同じ構造をもつ反復方程式として与えら
れる� この周辺確率分布とメッセージに対する方程式をも
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Table �� Values of P����x�jx�� x��� P����x�jx�� x���
P���x�jx�� P���x�jx��� P���x�jx��� P���x�jx�� and
P��x�� in the probability distribution ���� The other
probability distributions Pi�xi� �i � �� 
� � � �� �� are al�
ways equal to ����

x� P�
�� ����
�� ����

x� x� P�� x� x� P��
�� �� ���� �� �� ����
�� �� ���� �� �� ����
�� �� ���� �� �� ����
�� �� ���� �� �� ����

x� x� P�� x� x� P��
�� �� ���� �� �� ����
�� �� ���� �� �� ����
�� �� ���� �� �� ���	
�� �� ��
� �� �� ����

x� x� x� P��� x� x� x� P���
�� �� �� ���� �� �� �� ����
�� �� �� ���� �� �� �� ����
�� �� �� ���� �� �� �� ����
�� �� �� ���� �� �� �� ����
�� �� �� ���� �� �� �� ��	�
�� �� �� ���� �� �� �� ����
�� �� �� ���� �� �� �� ����
�� �� �� ���� �� �� �� ����

とに構成された反復計算アルゴリズムは周辺確率分布す
なわち信念が伝搬されてゆく描像を表していることから
信念伝搬アルゴリズム �Belief Propagation� と呼ばれて
いる�

具体的な数値実験として� Pijk�xk jxi� xj�� Pij�xj jxi� お
よび Pi�xi�が Table � のように与えられた場合の確率モ
デル ��� 対して� 信念伝搬アルゴリズムを構成し � fi�xi�

を計算した結果を Table � に与える� この数値実験にお
いて興味深いことはノード �からノード � までについて
の fi�xi� の値が厳密解 Bi�xi� と一致していることであ
る� 式 ���のような近似をしたにもかかわらずこのような
一致がみられたことは驚きである� 一方でノード � およ
びノード � が厳密解からずれている� この違いが何に起
因するかの明確な理由づけはまだなされていないが� 図 �

のグラフ表現からここで扱った例について考えれば � ノー
ド � からノード � までは � 個以上のクラスターの共通部
分であるが� ノード � とノード � はいづれも � つのクラ
スターにしか属していないことが大きな違いとして考え
られる�

Table �� Values of marginal probability �fi����� fi�����
�i � �� �� 
� �� �� �� �� �� obtained by using the cluster vari�
ation method �CVM�� We give also the corresponding
values �Bi����� Bi����� �i � �� �� 
� �� �� �� �� �� of the
exact inference�

i �fi���� fi��� �Bi���� Bi���
� �������� ������ �������� ������
	 �������� ������ �������� ������
� ������
� ������ ������
� ������
� �������� ������ �������� ������
� �������� ������ �������� ������

 ����	
�� ������ ����	
�� ������
� ������
� ������ ������
� ������
� �������� ����	
 ����
��� ������

� 線形応答定理と相関関数

前節で各ノードおよび各クラスターの周辺確率分布を得る
ための信念伝搬アルゴリズムについて述べてきたが� Fig��

におけるノード �とノード � のような異なるクラスター
に属するノード間の相関関数を求めることはそのままで
は困難である� もともと� クラスター変分法はたくさんの
ノードの集まりにより形成されるシステムを少数のノー
ドの集まりであるクラスターに分割し � Fig�
 のような形
の張り合わせのような描像をもって全体のシステムを近
似的に表そうという発想に基づいているわけであるから�

異なるノード間の周辺確率分布を計算しようと言う事自
体が� この発想に対して無理難題を押しつけていることに
なる� ところがこの無理難題を解決するすばらしい理論が
存在する� それが線形応答定理 ��
�であり� 次の式でまと
められる�

lim
h�


�
�

�h

�X
x

xiexp�hxj�P �x�

X
x

exp�hxj�P �x�

��

� hxixji � hxiihxji ����

hxixji�
X
x

xixjP �x� ����

hxii�
X
X

xiP �x� �
X

xi	��

xiBi�xi� ����

右辺の hxiiと hxjiはノード iと j の周辺確率分布 fi�xi�

と fj�xj�が信念伝搬アルゴリズムで近似的に求められて
いるわけであるので

hxii �
X
x

xiBi�xi��
X
x

xifi�xi� ���

により得ることができる� 後は左辺が計算できれば相関関
数 hxixji は求まると言うことになる� そこで左辺は何か

�



を考えると�

P �h��x��
exp�hxj�P �x�X
x

exp�hxj�P �x�
��	�

により新たに定義された確率モデルのノード i の確率変
数 xi の期待値

hxii
�h�
�
X
x

xiP
�h��x� ����

の h � 	 における微分を計算していることになる� そ
こでこの P �h��x� に対してクラスター変分法すること
により hxii

�h� を計算すれば hxixji � hxiihxji が得られ
ると言うことになるわけである� Table � で与えられた
Pijk�xk jxi� xj�� Pij�xj jxi� および Pi�xi� の値に対してこ
の信念伝搬アルゴリズムと線形応答定理を適用すること
により得られた値は次の通りである�

hx�x�i � 	������ hx�x�i � 	�	���

hx�x�i � 	�	���� hx�x�i � 	����� ����

一方� この例に対する厳密な結果は次の通りである�

hx�x�i � 	������ hx�x�i � 	�	���

hx�x�i � 	�	���� hx�x�i � 	��

� ��
�

やはり� � つ以上のクラスターの共通部分のノード間に対
する相関関数については信念伝搬アルゴリズムと線形応
答定理による結果が厳密な結果と一致していることがわ
かる�

� おわりに

本論文ではループを伴うグラフ表現を持つ確率モデルとし
て与えられた確率推論システムに対してクラスター変分法
を用いた信念伝搬アルゴリズムの構成法について�ごく簡
単な例を用いて簡単に解説し � 更に線形応答定理を導入し
た相関関数の計算法へと発展させるという提案を行った�

木構造をもつグラフ表現として与えられる確率モデル
において各ノードの周辺確率分布が信念伝搬アルゴリズ
ムを用いて数値的に厳密に計算されることは確率推論の
分野においてよく知られ� 既に多くの研究がなされてきた�

これに対して� Fig� �のようないくつかのループが現れる
ようなグラフ表現を持つような場合にはこの信念伝搬ア
ルゴリズムは一般に厳密な結果を与えることができなく
なってしまうが� 同時に� そのような場合にも信念伝搬ア
ルゴリズムを構成することは可能であり�しかも� 厳密な
結果に非常に近い値として得られることが知られていた�

これを体系的に理解する方法論を構成することが確率推
論におけるひとつの大きな課題であった� その一方で� 確

率推論とはまったく無縁の統計力学という分野において
確率モデルの統計量を計算するための近似解析手法とし
て開発されたクラスター変分法がループを持つグラフ表
現として与えられた確率推論システムにおける信念伝搬
アルゴリズムを導出する方法論であったということは驚
きであると言うことができる�
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