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1 はじめに

EB estimator for Binomial-Beta model: EBBINBは, 市区町村毎のある疾患の患者数の人口に
対する割合のような値とそのベイズ (Bayes)推定量を計算することができるプログラムです. 対象
とする市区町村毎に

グループ番号 コード番号 データ 1 データ 2

の値を入力したデータファイルを作成し, EBBINBで計算することにより

データ 1 ÷データ 2

の値と, そのベイズ推定量を求めることができます (このときグループ毎に事前分布を定めます.
詳細は後述). 死亡数のように希な事象の場合（EBSMRなど）は Poisson-Gammaモデルを適用
した方がよいですが, 比較的観測値が大きい時などはBinomial-Betaモデルを適用した方がよいで
しょう.

2 使い方

1. データファイルを作成します. 各行に

グループ番号 コード番号 データ 1 データ 2

を, タブ区切りか空白区切りで入力したテキストファイルを作成します. （サンプルファイ
ルを参考にして下さい.）このとき,

グループ番号: 自然数 コード番号: 自然数 データ 1: “0”または自然数 データ 2: 自然数

となるように入力して下さい. 例えば, データ 1をある疾患の患者数, データ 2を人口などと
します.

2. Windowsのコマンドプロンプトを開き, 実行は

> ebbinb データファイル名 出力ファイル名

で行います. 例えば,

> ebbinb sample.txt output.txt



とすれば, データファイル sample.txtのデータから計算した結果を output.txtというファイ
ルに出力されます. また, ファイル名をつけず

> ebbinb

とすれば, オプションなどの詳細が出ます.

3 推定方法についての少し詳しい説明

EBBINBでは 2項–ベータモデルの下での推定を行っています.

p :グループ番号 i : コード番号 xi : データ 1 mi : データ 2

とし, データ 1 xiが独立に平均miθiの 2項分布に従うと仮定します. これを

xi ∼ B(mi, θi)

と記述します. このときの θiの値を推定することを考えます.
簡単には

θ̂i =
xi

mi

で推定されるますが, これではうまく推定できていないことがあるのでベイズ推定を行います.
まず, θiの事前分布 (グループ毎)としてベータ分布

θi ∼ Be(αp, βp)

をとります. すると, θiの事後分布もまたベータ分布

θi ∼ Be(αp + xi, βp + mi − xi)

になりますので, 結局 θiのベイズ推定量は αp, βpの推定量 α̂p, β̂pを用いて

θ̃i =
α̂p + xi

α̂p + β̂p + mi

と求められます.
EBBINBでは, 推定量 α̂p, β̂pの値として

• 最尤推定量 (Maximum Likelihood Estimator: MLE)

• モーメント推定量 (Moment Estimator: ME)

を用いて計算することが出来ます. 一般的には最尤推定量の方が好ましいのですが, この計算では
複雑な連立方程式をニュートン法（Newton–Raphson法）で解く必要があります. 詳しくは、丹
後俊郎著「統計モデル入門」（朝倉書店, 2000)を参照してください.



4 EBBINBのオプション

EBPOIGには以下のオプションが用意されています.

> ebbinb DataFile OutFile [-Affff] [-Bffff] [-Effff] [-Lnn]

オプションの説明

-Affff Newton法の計算の際の αの初期値. （初期設定はモーメント推定量を自動的に計算して使
用）使用例: -A12.3

-Bffff Newton法の計算の際の βの初期値. （初期設定はモーメント推定量を自動的に計算して使
用）使用例: -B13.0

-Effff Newton法の計算の際の打ち切り誤差.（初期設定は 0.00001) 使用例: -E0.005

-Lnn Newton法の計算の際の打ち切り回数.（初期設定は 20）使用例: -L10

(注) MLEを求める際のNewton法で解が収束しない場合は, モーメント推定量のみ出力します.

使用例:

デフォルト

> ebbinb sample.txt output.txt

オプションあり

> ebbinb sample.txt output.txt -A12.3 -B13.0 -E0.005 -L10

5 出力ファイル

上記の使用例の場合, 計算された推定量が出力ファイル “output.txt”として出力されると同時に
ログファイル “output.log”というファイルが作成されます. このファイルには, 計算途中で出てき
た様々な値が記録されています.

出力ファイルの例:

Unit Code Data1 Data2 Proportion(%) EB-Prop(ME)(%) EB-Prop(MLE)(%)

18 18201 749 2370 31.603376 31.606210 31.602509

18 18202 225 638 35.266458 35.217970 35.207636

18 18203 255 730 34.931507 34.893760 34.884455

18 18204 97 299 32.441472 32.435041 32.408093

18 18205 112 310 36.129032 36.002847 35.983350

18 18206 8 226 3.539823 4.805822 4.702004

...



ログファイルの例:

For unit 18 ..............................................

Number of regions: 35

Mean of Proportion : 0.322506

Variance of Proportion : 0.019124

Initial value of Alpha : 3.362170

Initial value of Beta : 7.062964

ME of Alpha : 3.362170

ME of Beta : 7.062964

MLE of Alpha : 3.089216

MLE of Beta : 6.750977

Error of convergence : {0.000000, 0.000001} (EPS: 0.000010)

Iteration for convergence : 4

6 最後に…

本プログラム作成にあたり, 国立保健医療科学院の先生方に大変お世話になっております. また,
同じく平成 15年度国立保健医療科学院専門課程に所属していた相田潤君にはプログラム名の命名,
マニュアル作成, そして実際の使用まで大変な協力を頂きました.


