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前 書 き

生物統計学の成長は近年目を見張るものがあり，方法論とコンピュータ上の実用性
における技術革新がかなり際立っている．著しい成長を遂げた領域の 1つは，ベイズ
法である．ベイズ流の枠組みが科学的発見の考え方に合致するとして評価する実務者
が増えていることが，この成長の一因と考えられる．さらに，ここ 10年のコンピュー
タの進歩によって，より複雑なモデルが日常的に現実のデータセットに当てはめられ
るようになったことも，この成長につながっている．
本書では，非常に豊富な医学的な応用分野を通してベイズ流アプローチをみていく．

基本の概念からより先進のモデル化まで，疫学，探索的臨床研究，健康促進研究，臨
床試験からの様々な応用を用いて，ベイズ法を例証する．
本書は第一著者が何年もの間，(特に)ベルギーにある Hasselt大学と Leuven大学

での (生物)統計学の修士課程で教えてきた講座が基盤である．その講座の教材は本書
の 3部構成のうちの 2つのもととなっている．それゆえ，本書の対象とする読者は (生
物)統計学の修士課程の学生であるが，相応の統計学の背景をもつ実用研究者にも本書
が役立つことを望んでいる．本書の構成は，大学学部または大学院修士レベルのベイ
ズ法の講座のための教材として使えるようになっている．本書のねらいは読者にベイ
ズ統計の方法をスムーズに紹介し，後半の章になるにつれて，複雑さのレベルを徐々
に上げていくことにある．本書は 3部からなる．最初の 2部は第一著者が主に担当し
た章であり，最後の 5章は主に第二著者が担当した．
第 I部では，最初に，有意性検定とそれに関連する P 値の基礎概念について復習す

る．そして頻度論の方法が，長い間極めて便利であるとされてきたが，概念的な欠陥が
ないわけではないことを示す．尤度論的アプローチや，より重要なベイズ流アプロー
チなど別の方法が存在することを説明する．そして，基本的なベイズの定理を紹介す
る．第 2章では，ベイズ定理の一般的な式を導き出し，2項分布，正規分布，ポアソン
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分布の場合の事後分布への，広範囲な解析的計算を説明する．このため，簡単な教科
書的例題を用いる．第 3章では，様々な事後要約量と予測分布を紹介する．サンプリ
ングが現代のベイズ流アプローチの基本となるので，サンプリングアルゴリズムをこ
の章で紹介・例示する．これらのサンプリング手順は実務での有用性をまだ示してい
ないかもしれないが，比較的単純なサンプリング法を早めに紹介する方が，後の章で
見られる先進のアルゴリズムに対して読者がより一層準備できると確信している．こ
の章では，ベイズ流の仮説検定へのアプローチを扱い，そしてベイズファクターを紹
介する．第 4章では，1変量問題を扱った最初の 3章で見てきた概念と計算を，多変
量の場合に拡張し，ベイズ流回帰分析も紹介する．その後，一般的に事後分布を導く
解析的方法はないこと，また古典的な数値的アプローチでも十分でないことを見てい
く．したがって，新しいアプローチが必要になる．その問題への解決方法を述べる前
に，第 5章で事前分布の選択を扱う．事前分布はベイズ方法論の要である．それにもか
かわらず，事前分布の適切な選択はノンベイジアンとベイジアンの間だけでなく，ベ
イジアンの間でも大きな議論の的となってきた．この章では，事前知識の様々な指定
方法を広く取り扱う．第 6章，第 7章ではマルコフ連鎖モンテカルロの基礎を取り扱
う．第 6章では，ギブス・サンプラーとメトロポリス・ヘイスティングス・サンプラー
を様々な医学的な例を用いて紹介する．第 7章はマルコフ連鎖の収束の評価と加速に
あてる．さらに，EM アルゴリズムのベイズ法への拡張についてふれる．すなわち，
データ拡大アプローチを例示する．その後，ベイズ解析が実際の場でどのように行わ
れるのかを見ていく．そのため，第 8章ではベイズ法のソフトウェアについて概説す
る．特に 2つのパッケージに焦点をあてる．最も有名なWinBUGSと最近リリースさ
れたベイズ流 SAS R© プロシジャである．どちらの場合も，単回帰分析をこれらのパッ
ケージを利用するために役立つガイド的な例として用いる．この章は，OpenBUGS，
JAGS，様々な特定の解析を実施するために書かれたRパッケージのような，他のベ
イズソフトウェアの概説で締めくくる．
第 II部では，統計的モデリングのためのベイズ法を見ていく．第 9章で階層モデル

の概説から始める．考えをまとめるために，最初に 2つの単純な 2レベル階層モデル
に焦点をあてる．1つは，旧東ドイツでの口唇がん事例に関して空間データセットに
適用されるポアソン・ガンマ・モデルである．この例題は，階層的モデリングの概念
を説明するのに役立つ．それから，より一般的な混合モデルへの導入として，正規階
層モデルを取り上げるとともに，様々な混合モデルを調べ，多くの例を用いる．また，
この章における頻度論者とベイジアンの解析の比較は，読者に 2つのアプローチの違
いがわかるようにするねらいがある．モデル構築とモデル評価は第 10章の話題であ
る．この章の目的は統計モデリングがどのようにベイズ流の枠組みで完全に実施でき
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るのかを見ていくことである．このためには，2つの統計モデルの間で選択を行うベ
イズファクター (とその変形)を再度紹介する．ベイズファクターはモデル選択におけ
る重要な手段であるが，重大な計算上の問題も存在する．その後，デビアンス情報量
基準 (deviance information criterion, DIC)の話へと続く．この有名なモデル選択基
準をより理解するために，古典的なモデル選択基準 (すなわち AICと BIC)を詳細に
導入して，それらとDICの関係を見ていく．モデル評価のところでは，モデル構築と
評価の古典的な方法を説明する．例えば外れ値や影響力のある観測値のための残差評
価，応答と共変量の正しいスケール，正しいリンク関数の選択などである．この章で
は，適合度検定のための一般的なツールとしての事後予測評価についても詳しく述べ
る．第 II部の最後の章である第 11章では，ベイズ法の変数選択について扱う．これ
は急速に発展している話題で，バイオインフォマティクスの発展から大きな刺激を受
けてきた．変数選択やモデル選択アプローチとそれに関連するソフトウェアの広範な
概要を示す．前の 2章ではWinBUGSソフトウェアと SAS R© プロシジャを主に扱っ
たが，この章では Rのパッケージに焦点をあてる．
第 III部では，ベイズ流モデリングの応用を扱う．ここでは，実際的な生物統計学の

見地から最も重要な応用分野を扱う．第 12章では，バイオアッセイをみていく．そこ
で，次の前臨床検査方法を考える．すなわちエイムス (Ames)試験とマウスリンフォー
マ (Mouse Lymphoma)試験管内分析と有名な甲虫 LD50毒性分析である．第 13章
では，生物統計学研究における測定誤差，さらには誤分類の重要な問題を検討する．
Berksonと古典的な同時モデル，例えば減衰や誤分類の形の離散的な偏りを議論する．
第 14章では，ベイズ的見地からの生存時間解析にふれる．この章では，基本的な生存
時間モデルとリスク集合にもとづくアプローチにふれ，ハザード内の状況効果を考慮
するために，モデルを拡張する．第 15章では，経時的解析を比較的詳細に検討する．
パラメータについて相関のある事前分布や時間的に相関している誤差を検討する．欠
測メカニズムを議論し，非ランダムな欠測の例を調べる．第 16章では，2つの重要な
空間生物統計学的な応用を検討する．すなわち疾患地図と画像解析である．疾患地図
では，基本的なポアソン畳み込みモデルは，空間的に構造化された変量効果を含んで
おり，これらのリスクの推定について調べる．それと同時に画像解析においては，相
関のある事前分布を用いたベイズ流 fMRI解析を提示する．
第 17章では本書で取り上げなかった話題についての短い概説で本書を締めくくり，

参考文献としていくつかの重要な文献を示す．最後に，付録としてベイズ解析で用い
られる最も有名な分布の性質について概説を与える．
本書を通して，多数の例を取り上げている．第 I部および第 II部では，例題に関連

したプログラムを明示的に示す．これらのプログラムは，ウェブサイト
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www.wiley.com/go/bayesian_methods_biostatistics

にある．第 III部で使われるプログラムも，このウェブサイトにある．
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表記法，用語，本書を読み進めるための指針

表記法と用語

この節では，本書で使われる表記法について説明する．ここでは一般原則の要点を
述べるに留めることとする．正確な定義については本文を参照せよ．
最初に，確率変数とその実現値は両方とも本書では yと表記される．共変量ベクトル

はほとんどの場合xと表記される．離散型確率変数 yだけでなく連続型確率変数の確
率密度関数も特に明記しない限り，p(y)で表される．本文中では 2つの意味のどちら
が適用されているかは明確にする．標本 y1, . . . , yn は yと表記し，d次元ベクトルも
また太字で，すなわち yと表記される．文脈から意味していることを明確にする．さ
らに，独立で同一の分布に従う確率変数は i.i.dと示される．パラメータベクトル θに
依存している分布 (密度)は p(y |θ)のように示される．yと zの同時分布は p(y, z |θ)

のように表記され，z が与えられたもとでの y の条件付き分布は y | z, θ ∼ p(y | z, θ)

と表記される．別の方法として，p(y | z, θ)という表記も使う．あるイベントが発生す
る確率は場合によっては P と表記されることがある．
特定の分布については 2通りの方法で述べられる．例えば，y ∼ Gamma(α, β)は

確率変数 y がパラメータ αと β のガンマ分布に従うということを示している．そこ
で，y の分布であることを示す場合にはGamma(y |α, β)という表記を用いる．パラ
メータがほとんど同じ記号で与えられているとき，例えば β0, β1, β2 のような場合に
は，表記 β∗ が使われる．ここで，∗は 0, 1, 2の添え字が入ることを表す．
正規分布の場合，ベイズ法の教科書によっては「精度 (precision)」の表記を用いる

が，他では「分散」(variance) という表記を使っている．より具体的には，もし，y

が平均 μ，分散 σ2 の正規分布に従うなら，y ∼ N(μ, σ2) (古典的表記法)の代わりに
表記法 y ∼ N(μ, τ−1) (あるいは y ∼ N(μ, τ))が使われることがある．ここで，精度
τ = σ−2 である．この代替表記法は，ベイズ統計学ではいくつかの主要な結果は分散
よりも精度という用語で表現される方がより良いという事実に端を発している．これ
は，WinBUGSでも用いられている表記法である．本書では，古典的な頻度論統計学
を頻繁に引用する．したがって精度の使用は啓蒙的というよりは混乱を招くであろう．
さらに，統計解析の結果を要約する際には，標準偏差が精度よりもより良い手段とな
る．これらの理由から，本書では分散表記を主として用いた．しかし，本書を通して
(特に後半の章では)，一つの表記から別の表記へ変更していることもある．
最後に，いくつかの一般に認められている標準的な表記を用いる．例えば xは常に

列ベクトルを示し，|A|は行列 Aの行列式，tr(A)は行列 Aのトレース，そして AT

は行列 Aの転置を示す．{y1, y2, . . . , yn}の標本平均は y と表され，その標準偏差は
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s，sy または単に SDと表す．

本書を読むうえでのガイド

本書を読むのに特別なガイドは必要ない．本書の流れは自然であり，ベイズ流概念
の基本から始まり，徐々により複雑な話題を紹介する．本書は基本的にパラメトリッ
クなベイズ法のみを取り扱う．これは，ここに出てくるすべての確率変数は有限個の
パラメータである特定の分布をもつと仮定されていることを意味する．ベイズ法の世
界では，古典統計学よりももっと多くの分布が用いられる．したがって，古典的な読
者 (これがどのような意味かは別として)にとって，本書で扱う分布の多くは新しいも
のかもしれない．これらの分布の簡単な特徴は，グラフ表示とともに，本書の付録に
示す．
最後に，「∗」で記されたいくつかの節は技術的で，初めて読む際には飛ばしても構

わない．
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本書は，Emmanuel Lesaffre, Andrew B. Lawsonの “Bayesian Biostatistics”の
翻訳である．近年，医薬統計の分野ではベイズ統計学が急速に注目されてきている．
反面，その内容は初学者や専門外の人には，敷居が高く取りつき難い面もある．本書
は，その点が非常にわかりやすく書かれている．また，医薬統計の分野の例題を適切
に用い，医薬統計家や研究者に役に立つものとなっている．
ベイズ統計学を実際に適用するには，ソフトウェアの知識が不可欠であるが，本書

は，Rを利用したWinBUGSや SASの利用についても詳細にふれている．
本書は，医療関係者，技術者のみならず，これからベイズ統計学を利用しようと考

えている人や，学習したいと考えている人にとって，非常に有益であり，手元に置い
ておく必要のある本だと考えられる．第 1部では，具体的な例を用いて，ベイズ統計
学の基本的な考え方から，マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC)など計算方法を概
説している．第 2部では，ベイズ統計モデル，そして，第 3部ではバイオアッセイ，
測定誤差，生存時間解析，経時データ解析，空間統計などの応用について述べていて，
実務家にもすぐに役に立つ内容になっている．
翻訳にあたり，張方紅さん，本間剛介さんに，多大な貢献をしていただき，心より

感謝いたします．また，共立出版株式会社編集制作部の吉村修司氏には大変お世話に
なり，心より感謝します．

平成 28年春
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