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背景：AI・ビックデータの時代

ビックデータ：デジタル化の流れ＋センサーの発達

データ解析：機械学習（AI）＋統計数理

AIは万能か？

AIは科学者になれるか？



AIは万能か？

例：AlphaGO Master
世界最強の囲碁名人柯潔に圧勝 2017

AI: データ解析の技術の一つ

AlphaGO Zero 囲碁のルールのみで自己学習
囲碁対局のシミュレーションから人工データ獲得で学習可能

AlphaGo vs 柯潔



AIは万能か？

反例：テスラ・モータースの自動運転車の事故

AI: データ解析の技術の一つ

事故のデータは少ない→不完全な学習



AIの特徴

AI：内挿は得意、外挿は苦手

AIは超優秀な秀才：過去の事例を学習している

トップが方向性（未知の領域への外挿）を決める



AIが科学者になれるか？

白線情報は車体の位置(𝑋𝑋,𝑌𝑌)と方位𝜃𝜃に従った相対的な情報
⇒車体の確信度が白線の確信度に影響する。

最適な車体の確信度を知りたい。
⇒GPSとセンサーのオドメトリで比較したい。
誤差を小さくするようにモデル化

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑡𝑡)

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑡𝑡)

Discovery Science 20年前 人工知能学会

科学者の悩み:新しい思想の創造が難しい

膨大な論文の読み込み⇒主流の思想に染まる

AI：データのみから規則や特徴の抽出：予想外の結果

なぜ、この結果になるか？理解不能！



目標

情報数理（情報幾何学・ベイズ統計）がデータ解析の裏で大きな役割

情報幾何学・ベイズ統計は高度な数学を基礎：難解
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データ解析の方法：数理モデル：パラメータ

正規分布：平均・分散 カノニカル（平衡）分布：温度

パラメータ⟺ 分布 ⇒ 確率分布：パラメータ空間上の点

データ解析 ⇒ 最適モデル（最適パラメータ）⇒予測・制御

最適化と情報幾何学



最適モデル（最適パラメータ）をどう決めるか？

モデルの分布（パラメータ）と真の分布（データ）の比較



最適モデル（最適パラメータ）をどう決めるか？

モデルの分布（パラメータ）と真の分布（データ）の比較



最適モデル（最適パラメータ）をどう決めるか？

モデルの分布（パラメータ）と真の分布（データ）の比較

真の分布𝑃𝑃とモデルの分布𝑄𝑄をパラメータ空間上の２点と考える

２点間の情報距離が最短 ⇒ 最適のモデル分布

情報距離：KLダイバージェンス≥ 0 𝑃𝑃 = 𝑄𝑄 ⇒ 𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑃𝑃 = 0

𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑄𝑄 = < log 𝑃𝑃 |𝑃𝑃 > ー < log 𝑄𝑄 |𝑃𝑃 >≥ 0



最適モデル（最適パラメータ）の幾何学的意味

ピタゴラスの定理 ⇒ ２点間の距離が最短

|𝑃𝑃𝑄𝑄|2 = |𝑃𝑃𝑃𝑃|2 + |𝑃𝑃𝑄𝑄|2 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃 2

𝑃𝑃:最短距離の点

𝑃𝑃

𝑃𝑃 𝑄𝑄



最適モデル（最適パラメータ）の幾何学的意味

拡張ピタゴラスの定理 ⇒ ２点間の情報距離が最短

𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑄𝑄 = 𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑃𝑃 + 𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑄𝑄 ≥ 𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑃𝑃

𝑃𝑃:最短情報距離の点:最適モデル
𝐷𝐷[𝑃𝑃||𝑃𝑃]

𝐷𝐷[𝑃𝑃||𝑄𝑄]

𝐷𝐷[𝑃𝑃||𝑄𝑄]

𝑃𝑃

𝑄𝑄

𝑃𝑃

𝑀𝑀



最尤法

真の分布𝑃𝑃とモデルの分布𝑄𝑄の情報距離：KLダイバージェンス

𝐷𝐷 𝑃𝑃 ∥ 𝑄𝑄 = < log 𝑃𝑃 |𝑃𝑃 > ー < log 𝑄𝑄 |𝑃𝑃 > ≥ 0

第１項： ー真の分布のエントロピー パラメータを含まない

第２項：対数尤度 モデルの良し悪しを決める

最尤法：最大対数尤度 ⇒ 最適分布



目次
◦背景：AI・ビックデータの時代

◦最適化と情報幾何学

◦情報幾何学と非平衡熱・統計力学

◦ベイズ統計と情報統合

◦まとめ



最大エントロピー原理 甘利

非平衡分布：𝜌𝜌

カノニカル分布：𝜌𝜌can(𝛼𝛼)

等エネルギー分布中最大エントロピー分布

⇒ カノニカル分布： 𝜌𝜌can(𝛽𝛽)

平衡へ向けてエントロピーが増大する

情報幾何学と非平衡熱・統計力学 中村文美・竹沢秋太郎

𝐷𝐷[𝜌𝜌||𝜌𝜌can(𝛽𝛽)]

𝐷𝐷[𝜌𝜌||𝜌𝜌can(𝛼𝛼)]
𝜌𝜌

𝐷𝐷[𝜌𝜌can(𝛽𝛽)||𝜌𝜌can(𝛼𝛼)]

𝜌𝜌can(𝛼𝛼)

𝜌𝜌can(𝛽𝛽)

𝑀𝑀

等エネルギー面

カノニカル分布線



仕事と温度スケールされた情報距離

時刻tの非平衡分布：𝜌𝜌𝑡𝑡

時刻tのカノニカル分布：𝜌𝜌can,t(𝛼𝛼)

熱的孤立系の周期操作の仕事等式：高良和麻

𝑊𝑊 =
1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌𝑇𝑇 ∥ 𝜌𝜌can,𝑇𝑇(𝛼𝛼) −

1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0(𝛼𝛼)

仕事等式



ダイバージェンスの非負性 ⇒ 仕事不等式

𝑊𝑊 =
1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌𝑇𝑇 ∥ 𝜌𝜌can,𝑇𝑇(𝛼𝛼) −

1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0(𝛼𝛼) ≥ −

1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0(𝛼𝛼)

拡張ピタゴラスの定理 温度でスケールしたダイバージェンス 中村文美
1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0(𝛼𝛼) =

1
�𝛽𝛽
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0 �𝛽𝛽 +

1
𝛼𝛼
𝐷𝐷 𝜌𝜌can,0 �𝛽𝛽 ∥ 𝜌𝜌can,0(𝛼𝛼)

≥ −
1
�𝛽𝛽
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0 �𝛽𝛽

仕事不等式



一般化最大仕事公式
一般化最大仕事公式：一般化熱力学第２法則

𝑊𝑊 ≥ − 1
�𝛽𝛽
𝐷𝐷 𝜌𝜌0 ∥ 𝜌𝜌can,0 �𝛽𝛽

等エントロピー条件：

𝑆𝑆[𝜌𝜌0] = 𝑆𝑆[ 𝜌𝜌can,0 �𝛽𝛽 ]

有効逆温度： �𝛽𝛽



参考

1.甘利俊一, 情報幾何学の新展開, サイエンス社 (2014); 
藤原彰夫, 情報幾何学の基礎, 牧野書店 (2015).

2. T. Nakamura, H. H. Hasegawa and D. Driebe, 
J. Phys. Comnun. 3 (2019) 015015.
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ベイズ統計と情報統合
日立Astemoとの共同研究: 海上翔・黒澤和樹

自動運転車

データセット： Xt GPS ,𝑌𝑌𝑡𝑡 速さ ,𝑍𝑍𝑡𝑡 角速度
車の状態： 𝑥𝑥, 𝑣𝑣 位置・速度

多数・多種のセンサーからのデータ：情報統合の必要性
逐次的なデータの更新：ベイジアン・フィルタ （カルマン・フィルタ）



ベイジアン・フィルタ
事後分布: 𝑝𝑝 𝑥𝑥𝑡𝑡 , 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑋𝑋𝑡𝑡 ,𝑌𝑌𝑡𝑡 ,𝑍𝑍𝑡𝑡 ∝ 𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑡𝑡 ,𝑌𝑌𝑡𝑡 ,𝑍𝑍𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 , 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑝𝑝 𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑣𝑣𝑡𝑡|𝑋𝑋𝑡𝑡−1,𝑌𝑌𝑡𝑡−1,𝑍𝑍𝑡𝑡−1

尤度 事前分布

尤度: 𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑡𝑡 ,𝑌𝑌𝑡𝑡 ,𝑍𝑍𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑝𝑝 𝑌𝑌𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑝𝑝 𝑍𝑍𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 , 𝑣𝑣𝑡𝑡

事後分布最大解:尤度 ×事前分布の最大化
𝑝𝑝 �𝑥𝑥𝑡𝑡, �𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑋𝑋𝑡𝑡 ,𝑌𝑌𝑡𝑡 ,𝑍𝑍𝑡𝑡

= max
𝑥𝑥𝑡𝑡,𝑣𝑣𝑡𝑡

𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 , 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑝𝑝 𝑌𝑌𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑝𝑝 𝑍𝑍𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑡𝑡 , 𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑝𝑝 𝑥𝑥𝑡𝑡 , 𝑣𝑣𝑡𝑡|𝑋𝑋𝑡𝑡−1,𝑌𝑌𝑡𝑡−1,𝑍𝑍𝑡𝑡−1

逐次的に𝑋𝑋𝑡𝑡 GPS ,𝑌𝑌𝑡𝑡 速さ ,𝑍𝑍𝑡𝑡 角速度 の情報を統合する枠組み



目次
◦背景：AI・ビックデータの時代

◦最適化と情報幾何学

◦情報幾何学と非平衡熱・統計力学

◦ベイズ統計と情報統合

◦まとめ



まとめ

情報数理（情報幾何学・ベイズ統計）がデータ解析の裏で大きな役割

情報幾何学・ベイズ統計は高度な数学を基礎：難解

高度な数理のセンスを持つ若者が企業で活躍することを期待

大学教育：アカデミックばかりで無く、広い分野で活躍できる人材の育成



AIがコロナ禍に対応したら？

パンデミック：カオス：

小さな効果が指数関数的に増大

線形応答：逐次対応：

危機的状況への対応は不可能

バブル崩壊：カオス：

Too little, too late.



AIがコロナ禍に対応したら？

白線情報は車体の位置(𝑋𝑋,𝑌𝑌)と方位𝜃𝜃に従った相対的な情報
⇒車体の確信度が白線の確信度に影響する。

最適な車体の確信度を知りたい。
⇒GPSとセンサーのオドメトリで比較したい。
誤差を小さくするようにモデル化

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑡𝑡)

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑡𝑡)

初期：AIでもデータ不足で対応できない

AI: COVID19のデータを得た後：感染防止策

感染防止と経済活動とのバランスの最適解を提示

トップ：最適対応から外れれば、指数関数的状況悪化

危機的状況では、二義的な事情を考慮してはいけない
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