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１．はじめに
　冪型の確率分布は大規模ネットワークにおける結合
数や地震の発生頻度など，多くの現象に現れる．冪型
確率分布はスケール・フリー性など有用な性質を持つ
が，エントロピー最大化の原理から特徴付けを行うこ
とができない．これを解決するために導入されたもの
が，一般化指数型分布である．しかしながら，冪型，
一般化指数型の確率分布は裾における確率の減衰が遅
いことも多く，平均や分散などの統計量が存在しない
ことがある．
　そもそも，平均や分散などの代表的な統計量は，指数
型の確率分布に即した概念であり，冪型分布をはじめと
する非指数型確率分布の表現には適さない．確率分布の
関数形に応じた適切な代表値が必要である．
　そこで本論文では，非指数型の確率分布族の１つで
ある q─指数型分布族を，微分幾何学的な側面から考
察する．統計学と幾何学は密接な関係があることが知
られており1），確率分布族の幾何学構造の解明は統計
学にも有用である．実際，幾何学構造から統計量を構
成することも可能である．著者による昨年度の研究報
告にも，この方面における統計的推論の幾何学構造の
解説がある2）．特に本論文では，q─指数型分布族に構
成される，統計多様体の一般化した共形構造を解説す
る．
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 Generalized conformal structures on statistical manifolds were introduced in the 1990s, and they 
have been developing in affine differential geometry. On the other hand, generalized exponential 
families were also introduced in the 1990s, and it is known that these modified exponential families are 
useful in the study of complex systems. In this paper, geometric structures of q-exponential families are 
studied from the viewpoint of conformal differential geometry.
 For a q-exponential family, two different types of statistical manifold structures are defined naturally; 
the one is invariant and the other is flat. In this paper, it is showed that these two statistical manifolds are 
1-conformally equivalent.

２．統計多様体と一般化した共形構造
　初めに，統計多様体の幾何学についてまとめる．微分
幾何学，および情報幾何学の基礎は仮定する．詳しくは
参考文献を参照されたい1）─3）．
　Mを多様体，hをM上のRiemann計量，∇をM上の捩
れのないアファイン接続とする．いま共変微分∇hが対
称な（0,3）─テンソル場になるとき，（M, ∇, h）を統計多
様体とよぶ．またX, Y, ZなどをM上の任意のベクトル場
として，次の式でアファイン接続∇*を定義する．

	 Xh（Y,	Z） =	h（∇XY,	Z） +	h（Y,	∇*
X Z）

この∇*を∇のhに関する双対接続という．∇*も捩れの
ないアファイン接続となり（M, ∇*, h）も統計多様体と
なる．これを（M, ∇, h）の双対統計多様体とよぶ．次に

 C（X, Y, Z） =	（∇Xh）（Y,	Z），
 KXY	=	∇XY	–	∇X

（0）Y

によって（0,3）─テンソル場C，および（1,2）─テンソル場
Kを定義する．ただし∇（0）はhのLevi-Civita接続である．
C, Kをそれぞれ３次形式および差テンソル場とよぶ．こ
こまで統計多様体から自然に（0,3）─テンソル場が定義で
きることを示したが，この逆も成り立つ．

　［命題１］ （M, h）をRiemann多様体，Cを対称な（0,3）
─テンソル場とする．任意の実数αに対し

  h（∇X
（α）Y,	Z）= h（∇X

（0）Y,	Z） –  α –2 
C（X, Y, Z）

 h（∇X
（–α）Y,	Z）= h（∇X

（0）Y,	Z） +  α –2 
C（X, Y, Z）
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によって∇（α）および∇（–α）を定義する．これらはhに関し
て双対的な捩れのないアファイン接続となり，（M, ∇, h）
および（M, ∇*, h）も双対的な統計多様体となる．□

　アファイン接続∇は捩れがないので，曲率テンソル

 R（X,	Y）Z	=	∇X∇Y Z	–	∇Y∇X Z	–∇［X,	Y］Z

が消えれば，∇は平坦である．アファイン接続∇が平坦
であるとき，（M, ∇, h）を平坦統計多様体（またはHesse
多様体）とよぶ．

　［命題２］ （M, ∇, h）を平坦統計多様体，Cをその３次
形式とする．また{θ 1, θ 2, ･･･ , θ n}を∇に関するアファイ
ン座標系とする．このときM上の狭義凸関数ψが存在し
て

  ∂ 2ψ（θ）  ,	 hij（θ） = ∂θ i∂θ j　

  ∂ 3ψ（θ） 
	 Cijk（θ） = ∂θ i∂θ j∂θ k　

が成り立つ．□

　より一般にはLegendre変換などの双対性も成り立つ
が，ここでは省略する．
　次に統計多様体に対して拡張した共形構造を定義す
る．まず一般的に２つのRiemann多様体（M, g），（M, g̃）
が共形同値であるとは，M上の関数ψが存在してg = 
e2ψg̃となることであった．これに対して統計多様体の共
形同値関係は次のように定義される．

　定義1．２つの統計多様体（M, ∇, h），（M, ∇̃, h̃ ）が共
形射影同値 4）であるとは，M上の関数ψ , φが存在して

h̃（X,	Y）	=	eψ+φh（X,	Y），
∇̃X	Y	=	∇X Y	–	h（X,	Y）gradhψ 	+	dφ（Y）X	+	dφ（X）Y

が成り立つことである．ここでgradhψはRiemann計量h

に関するψの勾配ベクトル場である．
　特にφが定数関数のとき，すなわち

	 h̃（X,	Y）	=	eψh（X,	Y），	

	 ∇̃X Y	=	∇X Y	–	h（X,	Y）gradhψ

が成り立つとき，２つの統計多様体（M, ∇, h），（M, ∇̃, h̃ ）
が１─共形同値といい，ψが定数関数のとき，すなわち

h̃（X,	Y）	=	eφh（X,	Y），
∇̃X	Y	=	∇X Y	+	dφ（Y）X	+	dφ（X）Y

が成り立つとき（–１）─共形同値という．

　上述の他にも統計多様体にさまざまな同値関係を定義
することができるが，ここでは省略する3）．
　統計多様体（M, ∇, h）の（─１）─共形変形において，ア
ファイン接続∇に関する準測地線（１次元自己平行部分
多様体）は不変に保たれる．１─共形変形であれば，双
対準測地線（法方向を平行に保つ１次元部分多様体）が
不変に保たれる．より一般の共形射影同値であれば，臍
点が不変に保たれる5）．

　定義2．統計多様体（M, ∇, h）が共形射影平坦（１─共
形平坦，または（–１）─共形平坦）であるとは，局所的に
平坦な統計多様体に共形射影同値（１─共形同値，また
は（─１）─共形同値）になることをいう．

　次章で見るように，統計多様体の一般化した共形構造
は，q─指数型分布族の幾何学において重要な役割を果た
す．

３．q─指数型分布族の共形幾何
この章では指数型分布族を拡張したq─指数型分布族に対
し，その分布族の持つ共形幾何構造を考える．
　まずq─指数関数とq─指数型分布族の定義から始める．
正の定数qを固定する．1 + （1 – q）x > 0として

をq─指数関数といい，その逆関数

をq─対数関数という．q →1の極限を考えると，これら
は通常の指数関数，対数関数である．
　統計モデルがq─指数関数に関して指数型分布族と同じ
表示式を持つもの，すなわち

をq─指数型分布族という．
　q →1の極限を考えると，これは通常の指数型分布族で
ある．標本空間が有限離散集合の場合には，その上の確
率密度関数族はq─指数型分布族であることが知られてい
る．またStudentの t─分布もq─指数型分布であり，特にq─
正規分布である．t─分布は自由度n	→∞のとき正規分布に
収束するが，これはq →1の極限操作に対応している．
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　以下q─指数型分布族の共形構造を議論するため，２次
までのモーメントの有界性を仮定する．すなわち，通常
の意味で確率変数の平均や分散が存在する状況を考え
る．なおこれらの有界性を仮定しなくても，期待値の代
替物を用いることにより，幾何構造自体の議論は可能で
はある．
　q─指数型分布族Sq = {p（x; θ）}の２次までのモーメント
が有界であるので，Sqには通常の情報幾何学構造が導入
される．すなわち

によってFisher計量g，また

によって· ─接続∇（α），および３次形式C FがSq上に定義
される．その結果（Sq, ∇

（α）, gF）は統計多様体である．
この統計多様体は標本空間の確率測度の変換に対して不
変であることが知られている1）．
　一方，q─指数型分布族は指数型分布族と同様な表示式
を持つので，平坦統計多様体の構造を誘導する．実際q─
指数型分布族Sq = {p（x ; θ）}に対し，そのポテンシャル関
数をψ（θ）とすると

  ∂ 2ψ（θ）  ,	 gq
ij（θ） = ∂θ i∂θ j　

  ∂ 3ψ（θ） 
	 Cq

ijk（θ） = ∂θ i∂θ j∂θ k　

によってRiemann計量gq，および３次形式Cqが定義で
きる．さらに，命題１を用いてSq上に平坦接続∇q（e）が定
義される．gqをq─Fisher計量，Cqをq─３次形式，および
∇q（e）をq─指数型接続とよぶことにする．この結果（Sq, 

∇q（e）, gq）は平坦統計多様体である．
　ここまでの議論から，q─指数型分布族には２種類の自
然な統計多様体の構造が分かった，これらの統計多様体
の関連を明確に示したのが，次の定理である．

　定理１． q─指数型分布族Sq = {p（x ; θ）}に対し，パラ
メータをα  = 2q	– 1と固定する．（α ─接続の中で∇（2q – 1）

を考える．）不変統計多様体を（Sq, ∇
（2q – 1）, gF）とし，

平坦統計多様体を（Sq, ∇
q（e）, gq）とする．このとき，こ

れら２つの統計多様体は１─共形同値である．

　特にFisher計量とq─Fisher計量は次の関係を満たす

 gq（X, Y） =  
q—
Zq	

gF（X, Y）．

ここでZqは規格化定数（分配関数などとも呼ばれる）で
ある．□

　証明は直接計算によって少々煩雑であるが与えること
ができる．共形ダイバージェンスの議論を用いると見通
し良く計算ができる6）．定理１と共形平坦性の定義，双
対統計多様体の定義などから，次の結果も直ちに得られ
る．

　系1．q─指数型分布族Sqに対し，不変統計多様体（Sq, 

∇（2q – 1）, gq）は１─共形平坦である．双対統計多様体（Sq, 

∇（1 – 2q）, gq）は（─１）─共形平坦である．□

　q─指数型分布族に限らず，一般化指数型分布族にはさ
まざま基準に応じてRiemann計量を自然な形で定義で
きる．これらの議論は近年出版された解説書に詳しくま
とめられている7）．

おわりに
　ここまで簡単に，q─指数型分布族に定まる２つの自然
な幾何学構造を紹介した．統計モデルのパラメータ推定
においては，平坦統計多様体の構造が有用であることを
昨年度の研究報告において紹介している2）．一方，統計
モデルの体積密度分布が必要となる問題もあり，その状
況では不変統計多様体の構造が有用である．
　通常の指数型分布の場合にはこれらの構造は一致して
いたが，非指数型の場合には目的に応じて幾何構造，ま
たは統計量などを選択する必要がある．
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